サンセット クルーズ

60

“スターオブホノルル®号” パノラマビュー、ディナー ＆ ショー

ハワイで一番人気クルーズ

アロハタワーマーケットプレイス ピア８から毎日出航、5:30 ～ 7:30PM

ファイブスター
サンセットダイニング ＆ ジャズ®

5:30 ～ 8:00PM / 下船
最高のラグジャリーとロマンス

ウェルカムフラ

乗船時のお出迎え

キャプテンのウェルカムレセプション
ハワイアンベリーニと伴に

スーパーノバ®ルーム

プライベートテーブル

& 新しいボンボヤージュ・フラ

スーパープレミアムドリンク3杯

ライブジャズ演奏

5コース丸ごとメインロブスター

7コースシグネチャーディナー
活メインロブスター & ビーフ

ライブジャズエンターテイメント

感動的なサンセット

オアフのトップアーティストトリオ

思い出のひとときを！

スリースター
サンセットディナー ＆ ショー®

5:30 ～ 7:45PM / 下船
1番人気のデラックスクルーズ

ピアサイドウェルカムフラ
& ボンボヤージュ・フラ

スパークリングワインの乾杯
＆ プレミアムドリンク2杯

お食事中のBGMに

＆ テンダーロインビーフディナー

カニの
食べ放題

スター
サンセットディナー ＆ ショー®

5:30 ～ 7:30PM / 下船
アロハ溢れるカジュアルエレガンス

ウェルカムフラ
写真を撮ろう

スターシグネチャーマイタイ1杯
＆ ボンボヤージュ・フラ

３コース カニ

＆ テンダーロインビーフディナー

360°パノラマビュー

高さ18.2mの展望サンデッキで

金曜の花火
& サンセット!

パシフィックスター
サンセットビュッフェ ＆ ショー®

5:30～8:30PM
$15.00 追加

5:30 ～ 7:30PM / 下船
楽しいトロピカルナイト

新婚カップルと一緒にアロハの60年の旅を楽しみます。

ピアサイドウェルカムフラ

ローストビーフビュッフェディナー

美しいフラダンサーの笑顔

＆ スターシグネチャーマイタイ１杯

ポリネシアン ショー

＆ ハワイアンミュージック

美しいワイキキ イルミネーション
４つの散策デッキ
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“360°パノラマビュー！”のダイニング
スターオブホノルル®号で

5コース
丸ごとメインロブスター ＆
テンダーロインビーフディナー

7コース シグネチャーディナー
四季のメニュー

3コース カニ ＆
テンダーロインビーフディナー
新しい
メニュー

前菜バー

季節のカナッペ

v

カービングステーション

ワイポリ産ベビーロメインサラダ

国産•輸入チーズ各種
（ブリー、ブルーチーズ、ポートサルート、チェダー、スイス、ペッパージャック）
カーズ®のクラッカー、季節のフレッシュ トロピカルフルーツ

キャプテンの
ウェルカムレセプションで

パシフィックリム
ローストビーフビュッフェディナー

完熟トマトと
セサミスター パフペストリー添え
自家製パパイヤシードドレッシング

その場で切り分けるローストビーフ、アラエア塩風味
USDAチョイストップラウンドグレード
マウイオニオン、オ・ジュソース

v

パシフィックリム

v

v

スープ

ハワイアングリーン

v

パープルエンダイブ、ワイポリ産ベビーロメインレタス、
グレープトマト、自家製リリコイ タラゴン ヴィネグレット

アドミラルズサラダ

カナダ産スノークラブレッグ
& テンダーロインビーフのアントレ

v

v

ノーベスコシア産 丸ごとメインロブスター１匹

空輸された活メインロブスター

レモン、ポン酢またはバターソースで

v

テンダーロインビーフ

ポートワインソース
フレッシュレモン、バターソース、ポン酢ソース添え
自家製マッシュポテト
フレッシュベジタブルのソテー

v

お口直しのシャーベット
v

ＵＳＤＡ最高級プライムテンダーロインビーフ

カニの
食べ放題

スウィート マデイラワインソース
アイダホ産ラセットポテトとハワイ島産沖縄芋のマッシュポテト、自家製
季節のフレッシュベジタブルのソテー

v

サラダバー

ハワイ島産芋入りマカロニサラダ
スミダ農園産ウォータークレソン、豆腐ともやしのサラダ＊
完熟トマト＊とキュウリ＊
ハワイ島産グリーン＊、スウィートブレッドのクルトン、
シトラス ビネグレッド＊

v

マカダミアナッツアイスクリーム
イル ジェラート®製

v

v

ハワイアンマンゴームースケーキ

シェフの特製デザート

エルビンズベーカリー®製、ホワイトチョコレート添え

焼き立てのフレンチバゲットとブリオッシュ、スワンバター、
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターコナブレンドコーヒー、
またはオーガニックティー、マイティーリーフ®

焼き立てのふりかけラボッシュとスイートバター ブレッドスティック、バター
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターコナブレンドコーヒー、
または紅茶付き。

代替えアントレ

代替えアントレ

代替えアントレ

ベイクド サーモン、ローストチキン
または
ビーガン / グルテンフリー

マヒマヒ、グリルドチキン
または
ビーガン / グルテンフリー

マヒマヒ、グリルドチキン
または
ビーガン / グルテンフリー

白身魚、ココナッツカレーソース
味噌焼きチキン
ベジタリアン焼きそば＊
ライス＊

v

焼き立てのポイブレッドのローフ、エルビンズベーカリー®製とバター、
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターコナブレンドコーヒー、
または紅茶付き。

デザート ＆ コーヒーステーション

自家製チョコレートウォルナッツブラウニー
マカダミアナッツクッキー
ココナッツケーキ、抹茶風味のティラミス
季節のフレッシュフルーツプラッター＊
焼き立てのポイブレッド、エルビンズベーカリー®製とバター
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターコナブレンドコーヒー
または紅茶

代替えアントレ
ビーガンセレクション * の印がついています。
ビーガンガーデンパティのグリルもございます。

完熟トマトの
コンカッセ＆ゴールデンビーツ
バルサミコ酢リダクション

黒トリフ豆腐＆キャロット
“オッソブーコ”
マッシュスイートポテト添え

フルーツの
メドレー

完熟トマト
ピラフ

ズッキーニナポレオン
バルサミコ酢リダクション

グリルド豆腐、ベジタブルナポレオン
ペストニョッキ

エンハンスメント： 特別な日を演出！
ハネムーン

セレブレーションプラン
$30 お1人様

記念日

バウ・リニューアル
$190 カップルにつき

スペシャル
オーパスワン
2011年 $625.00
2012年 $525.00
2013年 $450.00

代替えアントレ、送迎、 、エンハンスメント
のリクエストは、24時間前までにご予約を。
＊印は、パシフィックスターにも可。
送迎に関して、ホテルによっては使用料が
かかる場合もございます。

お誕生日

夢のハワイ

レセプション

その一瞬を思い出に®

ワイン通

送迎

イルミネーション

レイケーキ
$40 から

キャプテンズ ウエディング®
$750 カップルにつき

レセプションプラン
$50 お1人様

専属フォトグラファー
$540

オーパス・ワン・ヴィンテージ
$375 ボトルにつき

ワイキキ $15 お1人様
コオリナ $34 お1人様

シティライト / ワイキキ送迎
$36 お1人様
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