EVENT CRUISE

2021 SHE1

Sunset Dining & Jazz®
イベントクルーズ：ファイブスター サンセットダイニング ＆ ジャズ®

人気!
金曜の
花火

スターオブホノルル®︎イベント“ファイブスターサンセットダイニング & ジャズ®︎”は最高にラグジュリアス！

プライムタイムサンセット ノバルームBuyout：最少100名～最大130名様、
お１人様 $254.00*、金曜日（5:30PM～8:30PM）お１人様 $269.00*
プライムタイムサンセット 他の各ルーム：最少30名～最大230名様、
お１人様 $226.00*、金曜日（5:30PM～8:30PM）お１人様 $241.00*

メニュー & お飲物

メニュー：テーブルサービスまたはアドミラルビュッフェ。
（お尋ねください）
テーブルサービス：７コースシグネチャーディナー四季のメニューはアドミラルサービスで。
エグゼクティブシェフとカリナリーチーム自慢の四季の創作メニューは、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１杯（ノーアルコール）とスーパープレミアムドリンク３杯、
またはスーパープレミアムホストバー（追加料金）。
スーパープレミアムセレクションには、
トロピカルカクテル、
国産 ＆ 輸入ビール、
カリフォルニアワイン、
スーパープレミアムブランドリカー、
ソフトドリンク、
フルーツジュースに食後酒（リキュールコーヒーとコニャック、
コーディアル、
その他のリカー）が含まれ
ます。
フルメニューはお尋ねください。

エンターテイメント

ファイブスター®ならではのハイライトショーは、オアフのトップミュージシャン、ボーカリスト、
サキソフォン奏者、
ピアニスト/キーボード奏者による本格的なライブジャズ。
ノスタルジックなジャズ、
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。ほかにも、ピアサイドのウェルカムフラやウェルカムレセプションでのハワイアンミュージシャンとフラダンサーによる
おもてなしの後、
スーパーノバ®ルームで“ボンボヤージュ フラ”。食事中は、BGM、ピアノの演奏、
スター号ならではの各種エンターテイメントを存分にお楽しみいただけます。

船内/施設
タイプ

最少人数

最大人数

ノバルームBuyout

100

130

ラウンジ / バンケットルーム / ボールルーム

30

230

スケジュール例
4:10～4:30PM
4:45PM
5:00PM
5:30PM
7:30PM
8:30PM

他

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、90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。
プライムタイム Buyoutなど詳しくは、
Contact & Terms (SP-OP)ページを参照。
ボールルームの貸し切りは最少170名様が必要人数となります。お支払い方法に関しては、
Contact & Terms (SP-OP)ページを参照。

ワイキキのホテルへお出迎え。

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。

注） 時間はグループのサイズとプログラムによって変わります。
左記の時間は大体の予定時間です。

スピーチや乾杯などでお過ごしください。

出航。
ディナーとお飲物サービス、
キャプテンのごあいさつ、“ボンボヤージュ フラ”、
BGM、ジャズショー。
帰港、下船 8:00PM、
ホテルへ戻ります。
金曜日 帰港、下船、
ホテルへ戻ります。

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。

専用ワイキキ往復送迎：ロイヤルスター®のデラックスゴールド車両。
カハラ/コオリナはお尋ねください。
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。
アロハタワーマーケットプレイスのピア８より出航。
ハワイアンウェルカムレセプション 4：45ＰＭ。
クルーズ 5：30～7：30ＰＭ。
下船 8：00ＰＭより。
毎週金曜日のクルーズ
5:30～8:30PM。7/4は“インディペンデンスデイクルーズ”となります。

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。
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

1.11.21

4:45 PM
5:00 PM
5:30 PM
		
7:30 PM
8:00 PM
8:30 PM

ハワイアンウェルカムレセプション
スピーチや乾杯などでお過ごしください
出航、
ディナーとお飲物のサービス、
キャプテンの挨拶、ジャズショー
帰港
下船
金曜日 帰港 / 下船

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、または
ホストバー（追加料金）。
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）、食後酒、他などを
お楽しみいただけます。
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2021
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ファイブスターイベント

テーブルサービスまたはビュッフェディナーのチョイス

７コース シグネチャー ディナー

アドミラル ビュッフェディナー

季節毎のメニュー

シーフードステーション
冷製活メインロブスター
レモン、ポン酢、
バターソース
ノルウェー産ワイルドスモークサーモン
各種のコンディメント添え
v
カービングステーション
その場で切り分けるプライムテンダーロインビーフ
アラエア塩添え
v
各種セレクション
グリルチキン
ホウレン草とリコッタチーズを詰めたシェルパスタ
ブラックトリュフ入りポテトグラタン
フレッシュペンシルアスパラガス、
バターソース
アドミラルサラダ
v
デザート ステーション
スターオブホノルル®ケーキ、
デザート各種
フレッシュフルーツトレー
国産・輸入チーズ

季節のカナッペは
ハワイアンウェルカムレセプションで
v
スープ
v
アドミラルサラダ
v
空輸された活メインロブスター
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
v
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
メニューは、
３ヶ月毎に変わり旬の素材を
ふんだんに取り入れています。
今季のメニューは、
ウェブサイト
StarofHonolulu.com/jp/factsheets-menus
をご覧ください。

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

代替えアントレは、24時間前までにお申し出ください
魚、
チキンまたはビーガン

エンハンスメント
特別な日を演出

グループ写真
写真１枚$27.00
最少20枚購入、100名様につき

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

食べられる写真のケーキ︎
フルシート$185.00
1/2シート$130.00

オーパス・ワン・ヴィンテージ（ボトル）
１本$425.00

OAHU

12.11.20

