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スターオブホノルル®イベントクルーズ 会社概要
2022年の新紹介： スター号の改装が終了し、化粧室やバーが生まれ変わりました。また、チェックインオフィスやフラットスクリーンTVを船内に設置し、ますます便利に。1957年創立以来アロハの 
おもてなしをお届けしているスターオブホノルル クルーズ＆イベント®社は、これからもお祝いやウエディング、会社のスペシャルパーティーなどに最適な場を提供し続けてまいります。最新情報は、 
StarofHonolulu.com/newsletter をご覧ください。

船について： フラッグシップの1,500人乗り“スターオブホノルル®号”、オアフ島最大のドルフィンウォッチ用船舶カタマラン、149人乗り“ドルフィンスター®号”のオアフ島で２隻の船を所有。各船に
ついての詳細は、スターフリートラインナップをご覧ください。

会社概要 / 姉妹会社： 当社は、1957年に真珠湾クルーズの催行会社として発足して以来、バリューフォーマネーとアロハの体験を提供するというビジネス理念のもと、高品質と安全基準に 
かなった“ハワイの定番ツアー”を提供し、ハワイを訪れるツーリストとカマアイナのお客様にご愛顧いただいております。 

これまでの実績：
スターオブホノルル®号： ホノルルスターブルテン紙とミッドウィーク紙、ホノルルスターアドバタイザー紙の“ハワイのベストサンセットディナークルーズ”、 
“ハワイのベスト・ウエディング・ヴェニュー”、“ローカル・アトラクション”に選ばれました。
ファイブスター サンセットダイニグ＆ジャズクルーズ®： ハワイの船上グルメダイニングを確立したスター号は、フードネットワークを始め、 
トラベルチャンネル、ローカルメディア、海外メディアなどで紹介されています。
コースタルリビングマガジン誌： 全米４位のサンセットクルーズに選ばれました。
1992年“優秀客船デザイン賞”受賞： スター号は、ハワイでいち早くバリアフリーの設備を導入しました。
2015年～2019年度トリップアドバイザーでエクセレンス認証を受賞： スターオブホノルル®、ドルフィンスター®、ロック・ア・フラ®、ロイヤルスター®。
ラグジュアリートラベルガイド： アメリカズ・ホリデー＆ツアースペシャリストの2018年クルーズ・カンパニー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。
ハワイマガジン： 2019年ベスト・オブ・ハワイリーダーズチョイス賞を受賞。

パシフィックビジネスニュース： 2018年ハワイで一番訪れたアトラクションとして記載。

目次：
SH-HC’ Star Fleet Lineup 各船の紹介
SH-EＣ / SH-EC’ Star of Honolulu® Event Cruise スターオブホノルル®号のイベントパッケージ/イベントエンハンスメントリスト
SH-VP / SH-VP’ Star of Honolulu® Vessel Profile 各階の見取り図とご案内 / バーチャルツアー（StarofHonolulu.com/jp/virtualtour）
DS-EC / DS-EC’ Dolphin Star® Event Cruise  ドルフィンスター®号のイベントパッケージ/イベントエンハンスメントリスト
DS-VP / DS-VP’ Dolphin Star® Vessel Profile 各階の見取り図とご案内 / 船内の写真
SHE1～4とSHE6～7 Star of Honolulu® Event Fact Sheets スターオブホノルル®号の各イベントパッケージの詳細/メニュー　  
DSE1～DSE3 Dolphin Star® Event Fact Sheets ドルフィンスター®号の各イベントパッケージの詳細/メニュー　 

その他のリソース：
フォト ＆ ビデオギャラリー： StarofHonolulu.com/jp/cruise-ship-gallery をご覧ください。

オアフ島の送迎サービス： 姉妹会社のロイヤルスターハワイ トランス ＆ ツアー®（PUC1505-C）をお勧めします。 詳しくはRoyalStarHawaii.com/jpをご覧ください。
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スターフリート

ロケーション アロハタワーマーケットプレイスのピア８
ドルフィンウォッチ / スノーケル： ワイアナエ港 
ワイキキサンセットクルーズと金曜花火＆サンセットクルーズ： 
アラワイボートハーバー

プロファイル

バーチャルツアー： StarofHonolulu.com/jp/virtualtour バーチャルツアー： Dolphin-Star.com/jp/virtualtour

概要

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。

エコフレンドリーな、149人乗り、２デッキカタマラン。 
野生のイルカを見たり、美しい楽園のスノーケルを楽しめるよう 
ハワイアンデザインで建造。

サイズ/
ダイニング
最大人数

全長70.7m、船幅13.7m
1,500人乗り

４階デッキ、スーパーノバ®ルーム  ‐ 130席
３階デッキ、コンステレーションボールルーム  ‐ 320席
２階デッキ、ギャラクシーボールルーム  ‐ 386席
２階デッキ、ギャラクシーラウンジ  ‐ 78席
１階デッキ、スターボールルーム  ‐ 336席
１階デッキ、スターラウンジ  ‐ 88席

全長19.8m、船幅7.6m
149人乗り

２階展望デッキ、ベンチスタイル  ‐ 100席 
１階デッキ、ダイニングルーム  ‐ 88席

設備

• アールデコ様式に改装されたノバルーム。

• ハワイで唯一のバリアフリー完備。エレベーター2台。

• ダイヤモンドヘッドの先まで航海できる許可取得。

• 3種類の安定装置でスムースセイリング。（ディープＶハル、 
アンチロール・チョーク、ワッツタイプ）

• 広い船内と最高の眺め： 4デッキ備えたスター号ならではの 
高さ18.2mの展望サンデッキに各散策デッキ。

• 最高の設備： 各階のサウンドシステム、バー、化粧室に加え 
最高のダイニングが堪能できる６つのダイニングルーム。

• フラットスクリーンＴＶ： スターボールルームと２つのラウンジで利用可能。 
会社やウエディングのプライベートパーティーに最適。詳細はお尋ねください。

• 内装改装完了： 船上の新チェックインカウンターに加え、全てのバーと 
化粧室を改装。

• ドルフィンスター®号の誓約： 野生のイルカと泳ぐ事は禁じられてます。 
ドルフィンスター®号は、アメリカ政府の海洋哺乳類保護規定に基づいて 
運航しています。

• エコフレンドリーなカスタムデザイン： EPA許可のエンジン、ハイブリット 
ジェネレーター搭載。

• ベスト ドルフィンウォッチ： ２階デッキの視界360°の展望デッキ、 
各散策デッキ。

• 設備： １階デッキにはBBQグリルとトイレ、２階デッキにはバー。各階に 
ビュッフェのセットアップとサウンドシステムの設備を備えています。 
スイミング用設備（２つの温水シャワー、海の中へ降りやすい階段）も完備。

• 新登場！　タッチプール、大型TV、海の生き物の模型など！

安全第一のスター社のすべての船、キャプテンは沿岸警備隊発行の証明書を取得しています。
またキャプテンとクルーは人命救助のための心肺蘇生法落水訓練など、

必要条件以上のトレーニングを完了しています! 
（安全に関する書面はリクエストで）

2022 SH-HC’STAR FLEET

OAHU
6.14.21

改装完了！
さらに充実

海洋アクティビティ

内装改装
完了！

新登場
ビデオ上映

可能！

経験豊富なキャプテン！


