
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

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。
毎日出航。アロハタワーマーケットプレイスのピア８。

デイリークルーズ
スターオブホノルル®

希望小売価格
出航
下船 メニュー/お飲物 内容 REF.

コード送迎なし ワイキキ
送迎付き

ファイブスター
サンセットダイニング

＆ ジャズ®
大人（186.36） $201.00

専用リムジン
大人 $276.00

バス
大人 $216.00

5:30PM
8:00PM

７コースシグネチャーディナー、
プライベートテーブル
活メインロブスター ＆ USDA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
ハワイアンベリーニのウェルカム、
スーパープレミアムドリンク３杯

最高のラグジュリアスでロマンティックなクルーズは特別な
日に！ キャプテンのレセプションと新しい“ボンボヤージュ  
フラ”のウェルカムの後、トップデッキのスーパーノバ®ルームで
７コースシグネチャーディナーをプライベートのお席で。 
スーパープレミアムドリンク、ライブジャズでロマンティックな
夜を！ 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。

SH1

スリースター
サンセットディナー

＆ 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

５コースディナー 
１パウンド（約450g）以上の丸ごと 
メインロブスター１匹＆テンダーロイン
ビーフのアントレ、コナブレンド 
コーヒー、紅茶
ウェルカム スパークリングワイン１杯、 
プレミアムドリンク２杯

デラックスなディナークルーズは、丸ごとメインロブスター
１匹 ＆ テンダーロインビーフに華麗なショー！
スパークリングワインでの乾杯から始まり、ウェルカムフラ、
ライブジャズ、洋上最大のキャストで贈る“アロハの60年®” 
ショーなど、バラエティに富んだ充実のエンターテイメントと 
ダンスを！

SH2

スター
サンセットディナー

＆ ショー®
大人（106.63） $115.00

子供（63.98） $69.00
大人 $130.00
子供 $84.00

5:30PM
7:30PM

３コースディナー
カニ、テンダーロインビーフ ＆  
BBQチキンのアントレ、
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

アロハ溢れるカジュアルでエレガントなクルーズは、 
カニ 、テンダーロインビーフ＆BBQチキンのディナーに 
洋上最大のショー！ ウェルカムマイタイの後、４階の各デッキ 
からハワイの美しいサンセットと景色を満喫。クルーズの 
ハイライトは、“アロハの60年®”ショーとダンスを！ 

SH3

パシフィックスター
サンセットビュッフェ

＆ ショー®
大人 （91.80） $99.00
子供（54.71） $59.00

大人 $114.00
子供 $74.00

5:30PM
7:30PM

パシフィックリムビュッフェディナー
その場で切り分けるローストビーフ
からデザートステーション他！
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

楽しいトロピカルイブニングはその場で切り分ける
ローストビーフ付きビュッフェディナーにポリネシアン
ショー！ アットホームでカジュアルなサンセットクルーズ
はアロハスピリットとマイタイでお出迎え。船上ならではの
パノラマの景色でハワイアンイブニングを満喫！

SH4

金曜
花火 ＆ サンセット

上記４つのクルーズに
追加$15.00

5:30PM
8:30PM 上記参照

船上からしか見られない素晴らしいサンセットと金曜
ならではの花火を楽しもう。チョイスは、ファイブスター  
サンセットダイニング ＆ ジャズ®、スリースターサンセット
ディナー ＆ ショー®、スターサンセットディナー ＆ ショー®、
パシフィックスターサンセットビュッフェ & ショー®から。

上記
参照

アーリーバード
ホエールウォッチ® 大人（38.94） $42.00

子供（24.11） $26.00
大人 $57.00
子供 $41.00

8:45AM
10:45AM

スナックとお飲物は
船上にてお求めになれます。

ハワイの朝をスター号のホエールウォッチで始めよう。
各階の散策デッキ、3種の安定装置を備えたバリアフリーの 
４デッキのスター号はホエールウォッチに最適のプラット
フォ－ム。ナチュラリストにクジラが見える保証付き！ 

（1/2～3/31）

SH8

エンハンスメント： 特別な日を演出！ 予約時にクルーズ追加プランで。詳細は裏面に。

  プライベートレセプション： ウエディングや記念日に。金曜の花火は$15.00、専用送迎価格は$20お１人追加。

ファイブスター  
サンセットダイニング ＆ ジャズ® $251.00 ウエディングレセプションに最適。７コースディナー、スーパープレミアムドリンク、ジャズショーは 

すべてプライベートラウンジで。記念写真、レイケーキ、ボトルスパークリングワイン付き。20名～70名様。 SH5

スリースター 
サンセットディナー ＆ ショー® $201.00 特別な日に最適。５コースディナー、プレミアムドリンク、“アロハの60年®”ショーとジャズをプライベートラウンジで

お楽しみいただけます。記念写真、レイケーキ、ボトルスパークリングワイン付き。30名～70名様。 SH6

360°パノラマビュー®！
新しくなったウェブサイト： StarofHonolulu.com/jp

2022 SH-DCDAILY CRUISE

OAHU
1.17.22

子供無料！
クルーズのみ

1) 子供は３歳以上11歳以下。２歳以下の子供は無料。
2) 上記はお１人様価格（税抜き）。税金は州税4.712％と港使用税３％となります。
3) ディナークルーズは7/4以外は毎日運航。（7/4はインディペンデンスデイクルーズとなります）
 昼間のクルーズは、元旦（1/1）はお休みいたします。
4) 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/ 
 花火が見られない場合もあります。

5) 往復送迎（お1人様価格）： ワイキキ（全てのクルーズ）$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。 
 専用リムジンワイキキ/カハラ（ファイブスター®のみ、2名様～）$75.00。
6) スペシャルリクエストは24時間前までに： 又は代替えアントレ（魚、チキン、ビーガン）。 外からの食べ物、飲み物お持込ご遠慮くだ
　　さい。
7） クジラが見える保証付き： クジラが見られなかった場合、無料乗船券“ホエールチェック”をプレゼント（食事と送迎はオプションと 
 なります）。ホエールウォッチの子供無料： クルーズのみ、料金お支払いの大人1人につき、お子様（３～11歳）1人無料。

新登場
ビデオ上映

可能！

金曜花火 
人気！



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

デイリーエンハンスメント
スターオブホノルル® 希望小売価格 内容 イメージ REF.

コード

往
復

送
迎

ワイキキ $15.00
お１人様

グループ専用送迎は追加$5で$15→$20。30名様より。専用デラックスゴールドの 
アップグレードは、さらに$4追加で$20→$24。詳細は、SP-TS'（トランスポーテーション）
を参照。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

SP-TS’カハラ/コオリナ 
専用車のみ

$39.00
お１人様

専用送迎のみ。30名様より。専用デラックスゴールドのアップグレードは、さらに 
追加$4で$39→$43。詳細は、SP-TS'（トランスポーテーション）を参照。 
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

シティライト付き / ワイキキ
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$36.00
お１人様

きらめく夜景で思い出を。ワイキキ送迎（$15）に追加$21でディナークルーズの後に。 
（パシフィックスター®を除く。カハラ/コオリナは出来ません。）

プ
ラ

ン

セレブレーションプラン
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$30.00
お１人様

特別な日に！　プライベートテーブル（窓際席は８名様まで、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。 N/A

レセプションプラン
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$50.00
お１人様

特別な日に！　プライベートテーブル（窓際席は８名様まで、９名様からは内側エリア）と 
記念写真（お１人に１枚）、レイケーキ、ボトルスパークリングワイン（お２人に１本）、 
２名様より。

N/A

    
 ウ

エ
デ

ィ
ン

グ
    

 他

キャプテンズ ウエディング®＊
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$750.00
カップルにつき

キャプテンによるユニークなウエディングはハワイアンミュージックの演奏と共に！　
レイケーキから窓際のプライベートテーブル、ボトルスパークリングワイン（お２人に 
１本）、記念写真（お２人に１枚）まで。

EN-SH1

　バウ リニューアル＊
　  ファイブスター®/スリースター®/スター®
　　のみ

$190.00
カップルにつき

記念日に最適！ キャプテンによるセレモニーと記念証、窓際のプライベートテーブル、
ボトルスパークリングワイン（お2人に1本）、記念写真（お2人に1枚）。 EN-SH2

ケ
ー

キ

レイケーキ
記念用ケーキサーバー付き
ファイブスター®/スリースター®/ 
スター®のみ

$40.00 ６インチ丸型（２～８名様）
誕生日、記念日などのフィナーレに！
フレンチスポンジケーキにライトホイップクリーム
フロスティングとイリマレイ、ロゴチョコレートの
デコレーション。（キャンドルは使えません）

N/A
$65.00 10インチ丸型（９～12名様）
$85.00 1/2シート（13～48名様）

$140.00 フルシート（49～96名様）

ウエディングケーキ
記念用ケーキナイフ ＆ サーバー付き
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$110.00 １段（２～12名様） ウエディングを演出！
フレンチスポンジケーキにライトホイップクリーム
フロスティングと生花のデコレーション。

N/A
$210.00 ２段（13～20名様）

シ
ャ

ン
ペ

ン
 ＆

ス
パ

ー
ク

リ
ン

グ
ワ

イ
ン

トッツ・ブルート・リザーブ・カヴィー $40.00 フローラルアロマ、レモンライム ＆ グレープフルーツの香りが、後をひく飲み心地。

特
選

ワ
イ

ン
リ

ス
ト

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

マム・スパークリングワイン $80.00 豊かでクリーミーなフレーバーが、長く持続するリッチな飲み心地。

ドン・ペリニョン シャンペン $375.00 最上級の逸品！

白
ワ

イ
ン

ロバート・モンダヴィ・プライベート 
セレクション・シャルドネ $45.00 洋梨、トロピカルフルーツとフローラルの絶妙のバランス。

メル・ソレイユ・シャルドネ $75.00 バニラやココナッツの風味とともに、微かなパイナップル、バナナ、オークの香り。

ラトゥール・ピュリニ・モンラッシュ・
シャルドネ $130.00 アップル、シナモンスパイスの香りとすっきりした酸味のバランスがとれたワイン。

  赤
ワ

イ
ン

ロバート・モンダヴィ・プライベート
セレクション・カベルネ・ソービニオン $45.00 ダークチェリー、ベリー、チョコレートの香りのハーモニー。

シルバー・オーク・カベルネ・
ソービニオン $240.00 豊かで芳醇な味わい、フルーツとスパイスの香りが長く持続する飲み心地。

オーパスワン・ヴィンテージ $425.00 サテンのような感触と、すっきりした酸味の中に、マジパンとサンダルウッドの香りと、 
長く続くクローブとダークチョコレートの後味。

写
真

記念写真
全てのクルーズに

$27.00
写真１枚

9ｘ9インチサイズのスターオブホノルル®ロゴ入りアルバムの記念写真（ディナークルーズ）。
昼間のクルーズの記念写真は、＄20.00。 N/A

専属フォトグラファー＊
ファイブスター®/スリースター®/スタ®のみ $540.00

マジカルな一瞬を撮ろう®！　パラダイスイメージ®社のフォトグラファーがお客様の 
クルーズ中の思い出写真を撮ります。ロゴアルバム入り記念写真１枚とベストショットの 
30画像ファイルとボーナスの６画像ファイル入りのUSBが含まれます。

EN-SH3

グループ写真＊
ファイブスター®/スリースター®/スター®のみ

$27.00
写真１枚

マジカルな一瞬を撮ろう®！　グループのサイズにより時間と撮影場所を決定します。 
写真最少20枚購入（100名様につき）が条件となります。 N/A

エンハンスメントで特別な日を演出！
スターオブホノルル®号をハワイの思い出作りのステージに®

2022 SH-DC’DAILY ENHANCEMENT

OAHU
6.11.21

人気！

1) 価格には税金が含まれています。価格と内容は変更される場合もございます。
2) パシフィックスター®： 送迎、シャンペン/ワイン、写真のみとなります。
3) 昼間のクルーズ： 送迎と写真のみとなります。
4) シティライトは次を除く： 7/4、12/31。

5) 上記のアレンジは、24時間前までに。クルーズ前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 
 キャンセル料がかかります。 ＊ウエディング、バウ リニューアル、専属フォトグラファーに関してのアレンジ、キャンセルポリシーはお尋ね 
 ください。10名以上のグループはお尋ねください。
6) ご自分のケーキを持参した時のケーキ持ち込み料は、ケーキ１個につき$30.00、食器類の用意と記念用ケーキサーバー１個付き。

スペシャル
オーパスワン

2011年   $625.00
2012年   $550.00


