DAILY CRUISE

Sunset Dinner & Show® Private Reception
デイリークルーズ：スリースター サンセットディナー＆ ショー® プライベートレセプション

2022 SH6

人気!
金曜の
花火

希望小売価格

お1人様：$186.36 ＋ $14.64 tax ＝ $201.00（最少30名様〜最大70名様）
ワイキキ専用送迎付き ＋$20.00 ＝ $221.00
カハラ / コオリナ専用送迎付き ＋$39.00 ＝$240.00
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

特別な日に最適。
プライベートのセレブレーションに最適な思い出に残るパーティーは、楽しくてエキサイティング！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、
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の５コースディナー、
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、
マイクロフォンの使用、
専用の
ミュージシャン、ジャズ、“アロハの60年®”ショー、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：５コースの１パウンド以上の丸ごとメインロブスター＆テンダーロインビーフディナー。
含まれるもの：前菜バー 国産・輸入チーズ各種、クラッカー、季節のフレッシュトロピカル
フルーツ。ハワイアングリーン パープルエンダイブ、
ワイポリ産ベビーロメインレタス、
グレープトマトを自家製リリコイ タラゴンヴィネグレットで。ノーベスコシア産地直送１パウンド以上の丸ごと
メインロブスター 蒸したてをレモン、ポン酢またはバターソースで。テンダーロインビーフ スウィートマデイラワインソース添え。
アイダホ産ラセットポテトとハワイ島産沖縄芋のマッシュポテト自家製、
季節のフレッシュベジタブルのソテー。ハワイアンマンゴームースケーキ ホワイトチョコレート添え エルビンズベーカリー®製。焼き立てのふりかけラボッシュとスイートバターブレッドスティック、
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、紅茶。
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：ウェルカムスパークリングワイン１杯（ノーアルコール）と、
プレミアムドリンク２杯。
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

クルーズのハイライトショー“アロハの60年®”のテーマは、若い二人のジャーニー。
太平洋を背景にカラフルに描かれています。
洋上最大キャストで贈る、息を呑む華麗なこのショーは最先端の音響、
照明設備を駆使し、
プロデュースされました。
迫力ある男性の力強いフラ、
著名地元デザイナーによる洗練されたコスチュームもお楽しみください。
さらにスター号ならではの各種エンターテイメントの
ピアサイドのウェルカムフラでのお出迎え、食事中BGMにライブハワイアンとジャズミュージックにみんなで楽しめるダンスなどで存分にお楽しみいただけます。またマイクロフォンも
ご利用いただけます。

含まれるもの

1.
2.
3.
4.
5.

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
スリースターサンセットディナー＆ショー®。メニューは上記参照。
5:00
冷えたボトルスパークリングワイン１本（お２人に１本）
5:30
レイケーキと記念ケーキサーバー。
		
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）。
7:30

ピアサイドウェルカムフラで乗船。
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、
ボンボヤージュフラ、
BGM、
お客様のビデオ上映（10〜
15分）、
“アロハの60年®”ショー、
みんなで楽しめるダンス。
帰港、下船は7:45PM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。

：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。
ウエディング
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、30名様より）
ケーキなどのアップグレードオプションに関しての詳細はお尋ねください。

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。

クルーズ / 時刻：毎日就航。
5:30～7:30PM。
下船 7:45PM。
毎週金曜日のクルーズ 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：カジュアル。
ロングパンツをお勧めします。
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。
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
5:00 PM
5:30 PM
		
		
7:30 PM
7:45 PM
8:30 PM

ピアサイドのウェルカムフラ
スピーチや乾杯
出航、
ディナー、
お飲物のサービス、
ライブハワイアン、ジャズミュージック、
“アロハの60年®” ショー
帰港
下船
金曜日 帰港 / 下船

スパークリングワインでの乾杯と
プレミアムドリンク２杯が含まれます。
エキゾチックカクテル各種、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）などをお楽しみいただけます。

RECEPTION

2022
SH6’

スリースター レセプション

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

前菜バー
国産・輸入チーズ各種
（ブリー、
ブルーチーズ、
ポートサルート、
チェダー、
スイス、
ペッパージャック）
クラッカー

季節のフレッシュトロピカルフルーツ

テンダーロインビーフ
スウィート マデイラワインソース
アイダホ産ラセットポテトとハワイ島産沖縄芋のマッシュポテト自家製
季節のフレッシュベジタブルのソテー
v
ハワイアンマンゴームースケーキ
エルビンズベーカリー®製ホワイトチョコレート添え

v
ハワイアングリーン
パープルエンダイブ
ワイポリ産ベビーロメインレタス
グレープトマト
自家製リリコイ タラゴン ヴィネグレット

焼き立てのふりかけラボッシュとスイートバター ブレッドスティック、
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、紅茶

v
ノーベスコシア産地直送１パウンド以上の丸ごとメインロブスター１匹
レモン、ポン酢またはバターソースで

代替えアントレは、24時間前までにお申し出ください
魚
本日の魚
ブールブランソース、
アイランドサルサ

魚、
チキンまたはビーガン

チキン
ローズマリー オリーブオイル
チキン

ビーガン/グルテンフリー
完熟トマト ピラフ、
ズッキーニ ナポレオン ロミトマト、
ペストソース
豆腐とアスパラガスの
バルサミックリダクション

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

OAHU
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