DAILY CRUISE

Sunset Dining & Jazz® Private Reception
デイリークルーズ：ファイブスター サンセットダイニング ＆ ジャズ® プライベートレセプション

2021 SH5

新登場!
お客様のビデオ
上映無料

希望小売価格

お１人様：$232.72 ＋ $18.28 tax ＝ $251.00（20名様より70名様まで）
ワイキキ専用送迎付き ＋$20.00 ＝ $271.00
カハラ / コオリナ専用送迎付き ＋$39.00 ＝ $290.00
金曜のサンセット ＆ 花火 (5:30PM～8:30PM)：クルーズに$15.00追加。

内容

ウエディングレセプションに最適！特別な日のお祝いに。
フラットスクリーンTV付きの美しいプライベートラウンジで、
冷えたスパークリングワイン、
７コースのシグネチャーディナー、
スーパープレミアム
ドリンクをお楽しみください。
プライベートレセプションには、
専用のミュージシャンによるライブジャズ、
マイクロフォンの使用、
ボトルスパークリングワイン、
レイケーキ、
スターオブホノルル®︎ロゴアルバム
入り記念写真が含まれ、
さらにお客様のビデオ上映無料。
チップも含まれた全て込みの安心価格です。
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。

メニュー ＆ お飲物

メニュー：７コースシグネチャーディナー四季のメニューは、
エグゼクティブシェフとカリナリーチーム自慢の創作メニュー。
３ヶ月毎に変わるメニューは、旬の素材をふんだんに取り入れています。
今季のファイブスター®メニューについては、StarofHonolulu.com/jp/factsheets-menus をご覧ください。含まれるもの：季節のカナッペ ウェルカムレセプションで、
スープ、
アドミラルサラダ、
空輸された活メインロブスター、お口直しのシャーベット、USDA最高級プライムテンダーロインビーフ、シェフの特製デザート。焼き立てのフレンチブレッドとブリオッシュ、
バター、煎れたての
ハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターカスタム コナブレンドコーヒー、
マイティーリーフ®オーガニックティー。
代替えアントレ：魚、
チキン、
またはビーガンのお食事もご用意できます。
出航の24時間前までにお申し出ください。

お飲物：ハワイアンベリーニ（ノーアルコール）
１杯とスーパープレミアムドリンク３杯。
スーパープレミアムセレクションは食後のドリンクサービス
（リキュールコーヒー、
コニャック、
食後酒、
他）などを
含みます。
追加のプレミアムドリンクやスター号特製セレクションのボトルのヴィンテージワイン、
シャンペン、
グラスワインはお手頃な価格でお求めいただけます。

エンターテイメント

ハワイアンウェルカムレセプションのミュージックとフラダンスに“ボンボヤージュ フラ”でお出迎え。
プライベートラウンジに専用のミュージシャン/キーボード、ボーカリストとサキソフォンが加わる
ファイブスター®ならではのライブジャズ。
ノスタルジックブルースからコンテンポラリーミュージックまで、
お楽しみいただけます。
また、
スピーチにマイクロホンもご利用いただけます。

含まれるもの
1.
2.
3.
4.
5.
6.

スケジュール

お名前入りのハンドアウトとサービスはプライベートラウンジで。
4:45
ハワイアンウェルカムレセプションのミュージックとフラ。
5:00
ファイブスターサンセットダイニング ＆ ジャズ®。メニューは上記参照。
5:30
冷えたボトルスパークリングワイン１本（お２人に１本）		
レイケーキと記念ケーキサーバー。
7:30
スターオブホノルル®ロゴアルバム入り記念写真（お１人に１枚）。

ハワイアンウェルカムレセプションのライブミュージックとフラ。
スピーチや乾杯などでお過ごしください。
出航、
ディナーとお飲み物サービス、
キャプテンの挨拶と乾杯：BGM、
お客様のビデオ		
上映（10～15分）、ジャズショー。
帰港、下船は8：00PM頃となります。

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。

エンハンスメント：専用往復送迎デラックスゴールド車両（お1人様価格20名様より）。
ワイキキ$20.00、
カハラ/コオリナ$39.00。
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

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。

クルーズ / 時刻：毎日就航。
4:45PMよりハワイアンウェルカムレセプション。
クルーズ 5:30～7:30PM。
下船 8:00PM。
毎週金曜のサンセット＆花火クルーズ5:30～8:30PM。

ラウンジ：スター、
またはギャラクシーラウンジ。
70名以上、
またはラウンジが使用できない場合は、
バンケットルームになる事もございます。

船について：スターオブホノルル®号は、
賞に輝く、
70.7m、
ハワイで一番大きな1,500人乗りクルーズ船。
ハワイの海に合わせ特別設計され、
３種の安定装置付きでスムースセイリング。
ハワイで唯一の
バリアフリー完備のスター号は、
エレベーター２台を備え、
４デッキの広い船は最高の眺めとクルーズチョイスができます。
また、美しいインテリアデザインの６つのダイニングルーム、各階のサウンド
システム、
バー、化粧室に加え、高さ18.2mの展望サンデッキを完備。

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/変更したり、
またサンセット/
花火が見られない場合もあります。

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。
ドレスコードはお守りください。
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：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。
満席の場合も
ございますので、事前予約をお勧めします。
返金不可のデポジットが必要です。
コンファメーション時に10％のデポジット、30日前までに40％、72時間前までに50%の残りのお支払いとなります。

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

OAHU
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4:45 PM
ハワイアンウェルカムレセプション
5:00 PM
スピーチや乾杯
5:30 PM
出航、
ディナー、
お飲み物サービス、
		
キャプテンの挨拶、ジャズショー
7:30 PM
帰港
8:00 PM
下船
8:30 PM
金曜日 帰港 / 下船
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。
ドレスコードはお守りください。
11歳以下のお子様はご遠慮ください。

スター号のオリジナルハワイアンベリーニと
スーパープレミアムドリンク３杯が含まれます。
エキゾチック カクテル各種、最高級リカー類
（レミーマルタン V.S.O.P. 、
シーバスリーガルを含む）
又は食後酒、他などをお楽しみいただけます。
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ファイブスター レセプション

７コース シグネチャー ディナー四季のメニュー

季節のカナッペ
キャプテンのウェルカムレセプションで

お口直しのシャーベット
v

v

USDA最高級プライムテンダーロインビーフ

スープ

v

v

シェフの特製デザート

アドミラルサラダ

焼きたてのフレンチブレッドとブリオッシュ、
バター、
煎れたてのハワイアンパラダイスコーヒー®特注スターカスタム コナブレンドコーヒー、
マイティーリーフ®オーガニックティー

v
空輸された活メインロブスター

代替えアントレは、24時間前までにお申し出ください
魚
ベイクド サーモン
レモンディル
バターソース

チキン
ローストチキン
マッシュルーム、
ほうれん草、
スイスチーズ詰め

魚、
チキンまたはビーガン

ビーガン/グルテンフリー
完熟トマトの
黒トリフ豆腐＆キャロット
コンカッセ＆ゴールデンビーツ
“オッソブーコ”
バルサミコ酢リダクション
マッシュスイートポテト添え

フレッシュ
フルーツの
メドレー

エンハンスメント
特別な日を演出

専用往復送迎 ワイキキ
お１人様$20.00
20名様より

キャプテンズ ウエディング®︎
ハワイアンウエディングソングと共に
カップルにつき$750.00

オーキッドのレイ
フラダンサーのグリーティング
お１人様$15.00、20名様より

ウエディングケーキアップグレード
お尋ねください
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