バレンタインデイクルーズ
2/14/21（日）5: 30P M ～ 7 :3 0 P M • アロハタワーマーケットプレイス ピア８

セレブレ
ー
プランを ション
追加！
窓際席
$30.00

スター号で思い出のバ
レンタイン
ディナーク
ルーズを！

ROMANCE

ファイブスター

A.D.A.
Compliant

大人$130.00から

ロマンス

スリースター

スター

最高のラグジュアリー

パノラミックなオーシャンビュー

デラックスディナー

カジュアルエレガンス

７コースシグネチャーディナー
活メインロブスターと
プライムテンダーロインビーフ

７コースシグネチャーディナー
活メインロブスターと
プライムテンダーロインビーフ

５コースディナー
１パウンド以上の
丸ごとメインロブスター１匹 &
テンダーロインビーフ

３コースディナー
カニ &テンダーロインビーフ

ハワイアンベリーニと
スーパープレミアムドリンク３杯

ハワイアンベリーニと
スーパープレミアムドリンク３杯

スーパーノバルームで
プライベートテーブル

ラウンジでの
プライベートテーブル

ライブジャズ

（ドレスコード：ショーツ、Tシャツ、
ぞうりはご遠慮ください）
大人

ライブジャズ

（ドレスコード：ショーツ、Tシャツ、
ぞうりはご遠慮ください）

$21600

お申し込みは旅行社
または予約課へ！

大人

808-983-STAR(7827)・StarofHonolulu.com/jp

Copyright © 2021 Star of Honolulu Cruises & Events

$18300

スパークリングワインと
スーパープレミアムドリンク２杯
“アロハの60年®”ショーは
洋上最大キャスト

大人

$16600

スターシグネチャーマイタイ１杯
“アロハの60年®”ショーは
洋上最大キャスト

大人

$13000

往復送迎（お1人様価格）
：ワイキキ$15.00が含まれます。
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。
子供価格（３歳～11歳）
：スリースターとスターはお尋ねください。
スペシャルリクエスト：
や代替えアントレ
（魚、
チキン、
ビーガン）は24時間前までに。

価格には州税4.712％と港使用税3％が含まれます。
価格や内容は変更される場合もございます。
天候により、
クルーズをキャンセル/変更したり、
またサンセットが見られない場合もあります。

2021 SH0214
12.14.20

HOLIDAY CRUISE

2021 SH214

Valentine’s Day Cruises

バレンタインデイ クルーズ
2021年２月14日（日）

スターオブホノルル®号のバレンタインクルーズで思い出のディナー！４つのクルーズチョイスにセレブレーションプランお１人様$30.00を追加して窓際のプライベートテーブルでの美味しい
ディナーと記念写真を。
ライブミュージック、
お飲物、
各４デッキの散策デッキや高さ18.2ｍの展望サンデッキから、
感動的なサンセット、
すばらしいハワイの海の景色お楽しみください！思い出の夜の
演出は、数々の賞に輝く、
ハワイで一番大きなクルーズ船、
スターオブホノルル®号で！

スターオブホノルル®号

ハワイで一番大きな1,500人乗りクルーズ船、
３種の安定装置付きで、
スムースセイリング。
ハワイで唯一バリアフリー、
４デッキと６つのダイニングルームを備えた広い船は最高の眺めとクルーズチョイスができます。
アロハタワーマーケットプレイスのピア８より毎日出航。

希望小売価格

ホリデークルーズ

送迎なし

大人 (186.36)
$201.00

ファイブスター
ディナー＆ジャズ®︎

出航
下船

ワイキキ
送迎付き

専用リムジン
大人 $276.00

5:30PM
8:00PM

バス
大人 $216.00

ロマンス
ディナー ＆ ジャズ

大人 (155.77)
$168.00

スリースター
ディナー ＆ ショー®︎

大人 (140.00)
$151.00
子供 (84.37)
$91.00

大人 $166.00
子供 $106.00

5:30PM
7:45PM

大人 (106.63)
$115.00
子供 (63.98)
$69.00

大人 $130.00
子供 $84.00

5:30 PM
7:30 PM

スター
ディナー ＆ ショー®︎
セレブレーション
プラン

5:30PM
8:00PM

大人 $183.00

上記に追加で
（お１人様$30.00）

メニュー／お飲物
７コースシグネチャーディナー
活メインロブスター＆プライム
テンダーロインビーフのアントレ、
コナブレンドコーヒー、紅茶

内容
最高のラグジュアリーとロマンス：７コースのシグネチャー活メイン
ロブスターとプライムテンダーロインビーフディナーはプライベートの
お席で。
ハワイアンベリーニ、
スーパープレミアムドリンク、
ライブジャズ
はスーパーノバ®ルームで。
セレブレーションプラン
（追加$30.00）を
お勧め。

ハワイアンベリーニ、食後のドリンク
カートサービスを含むスーパー
プレミアムドリンク３杯

ドレスコード：ショーツ、Tシャツ、ぞうりはご遠慮ください。
11歳以下の
お子様はご遠慮ください。

７コースシグネチャーディナー
活メインロブスター＆プライム
テンダーロインビーフのアントレ、
コナブレンドコーヒー、紅茶

パノラミックなオーシャンビュー：７コースのシグネチャー活メイン
ロブスターとプライムテンダーロインビーフディナーはプライベートの
お席で。
ハワイアンベリーニ、
スーパープレミアムドリンク、
ライブジャズ
はラウンジで。
セレブレーションプラン
（追加$30.00）をお勧め。

ハワイアンベリーニ、
スーパー
プレミアムドリンク3杯

ドレスコード：ショーツ、Tシャツ、ぞうりはご遠慮ください。
11歳以下の
お子様はご遠慮ください。

５コースディナー
１パウンド以上の丸ごとメインロブスター デラックスディナー：５コースの、
１パウンド以上の丸ごとメイン
１匹とテンダーロインビーフのアントレ、 ロブスター１匹とテンダーロインビーフディナー、
スパークリングワイン、
コナブレンドコーヒー、紅茶
プレミアムドリンク、“アロハの60年®”ショー。
セレブレーションプラン
ウェルカム スパークリングワイン１杯、 （追加$30.00）をお勧め。
プレミアムドリンク２杯

３コースディナー
カニとテンダーロインビーフのアントレ
コナブレンドコーヒー、紅茶
スターシグネチャーマイタイ１杯

カジュアルエレガンス：３コースのカニとテンダーロインビーフ
ディナー、
スターシグネチャーマイタイ、“アロハの60年®”ショー。
セレブレーションプラン
（追加$30.00）をお勧め。

プライベートテーブル（窓際席は８名様迄、
９名様からは内側エリア）
と記念写真（お２人に１枚）、
２名様より。

ジェネラルインフォメーション

価格：お１人様価格で税金が含まれます。
税金は州税4.712％と港使用税３％となります。価格と内容は予告なしに変更される場合もございます。
子供は３歳以上11歳以下。
２歳以下の子供は無料。

エンハンスメント：クルーズに追加して特別な日をセレブレート！ シティライトからケーキ、
ワイン各種。詳細はウェブサイトで。

往復送迎（お１人様価格）
：ワイキキ$15.00。
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。ファイブスターリムジン$75.00、
２名様より
（１台に最大６名様まで）。
詳細は、
トランス
ポーテーションスケジュールのスターオブホノルル®号サンセットディナーをご参照ください。

バリアフリー設備：

出航の24時間前までにお申し出ください。

ロケーション / チェックイン：アロハタワーマーケットプレイスのピア８より出港。
送迎なしの方は、出港の45分前までに、
スターオブホノルル®号にてチェックインをしてください。

ルート：スターオブホノルル®号は、
ダイヤモンドヘッドを越え、美しいカハラのゴールドコーストまで行くクルーズを承認されています。
天候により、
クルーズをキャンセル/変更する場合もあります。
またサンセットが見られない場合もあります。

ドレスコード：ファイブスターとロマンスディナー ＆ ジャズは、
ショーツ、
Ｔシャツ、ぞうりはご遠慮ください。
ドレスコードは必ずお守りください。
夕方からは潮風が冷たくなりますので、上着のご持参を
お勧めします。
ご予約／キャンセルポリシー：ご予約および詳細につきましては、
スターオブホノルル クルーズ＆イベント®社、日本語ライン808-983-7879、
または予約課808-983-7827までお尋ねください。
ウェブ
サイトは、StarofHonolulu.com/jpをご覧ください。
ファックスでのお問い合わせは、808-983-7780、Eメールはinfo@starofhonolulu.comへ。
クルーズ前の24時間以内のキャンセル、
または当日
お見えにならなかった場合には、100％のクルーズ料金をお支払いいただきます。
10名様以上のグループの予約キャンセルに関してはお尋ねください。
スターオブホノルル クルーズ ＆ イベント® 社 フリート：スターオブホノルル®号 ★ ドルフィンスター®号
日本からのダイヤル（有料）001-1-808-983-7879（日本語ライン）★ FAX 001-1-808-983-7780
StarofHonolulu.com ★ Dolphin-Star.com ★ StarsofParadise.com
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12.14.20

