DAILY CRUISE
改装完了！
さらに充実
海洋アクティビティ

2022 DS-DC

みんなで楽しめるドルフィン エコツアー®！

冬のホエール＆
ドルフィンウォッチ

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

ドルフィンスター®号

オアフ島最大の、149人乗り２デッキカタマラン船ドルフィンスター®号は、
パノラマビューのデッキ、日よけ付きダイニングエリア、
バー、BBQグリル、大型TV、
２つの温水シャワー、
船上トイレなどを完備した、
野生のイルカを見たりスノーケルを楽しむためのカスタムデザイン船。
カジュアルなサンセットカクテルクルーズやプライベートチャーターにも最適です！
ドルフィンクルーズはワイアナエ港より金曜と日曜を除く毎日出航。
ワイキキサンセットクルーズはアラワイボートハーバーより日曜を除く毎日出航。

デイリークルーズ
ドルフィンスター®
新登場！

ウインターホエール
＆ドルフィンウォッチ®
BBQ

希望小売価格
送迎なし

送迎付き

大人（82.40）
＄89.00
子供（50.00）$54.00

大人 ＄112.00
子供 $77.00

ウインターホエール
&ドルフィンウォッチ®
BBQ ＆ スノーケル

大人（108.34）$117.00
子供（65.73）$71.00

大人 ＄140.00
子供 $94.00

ワイルド
ドルフィンウォッチ®
BBQ

大人（82.40）
＄89.00
子供（50.00）$54.00

大人 ＄112.00
子供 $77.00

ワイルド
ドルフィンウォッチ®
BBQ ＆ スノーケル

大人（108.34）$117.00
子供（65.73）$71.00

新登場！

ワイキキサンセット
BBQ ＆ カクテル

大人
（54.63）
＄59.00
子供（45.37）$49.00

金曜
花火 ＆ サンセット

上記のワイキキ
サンセットクルーズに
追加$10.00

メニュー/お飲物

N/A

アラワイ
ボートハーバー
5:30PM
7:30PM

N/A

アラワイ
ボートハーバー
5:30PM
7:45PM

内容

REF.
コード

グルメバーガーBBQ
ビュッフェランチは、
船上で焼き立てを。

冬のハワイならではの体験！野生のザトウクジラとイルカ
両方を見られる貴重な機会はワイアナエ沿岸クルージングの
ドルフィンスター号®で！資格を持ったナチュラリストにキッズ
プログラム付き。
グルメBBQビュッフェランチの、船上グリルで
焼き立てのプレミアハンバーガーは最高のおいしさ！
また新たに、海洋生物に触れる事ができるタッチプールや模型、
大型TVも設置され、海の体験アクティビティさらに充実！
スノーケルオプション：カラフルなハワイのサンゴ礁、熱帯魚を
間近で見よう！スノーケルマスク、
フィン、
インストラクション、
スノーケルツアー付き。
（1/2～3/31）

DS1

グルメバーガーBBQ
ビュッフェランチは、
船上で焼き立てを。

ドルフィンパラダイスへの旅は、
オアフ島最大のドルフィン
カタマラン船でワイアナエコーストへクルージング。
資格を持ったナチュラリストにキッズプログラム付き。
グルメBBQビュッフェランチの、船上グリルで焼き立ての
プレミアハンバーガーは最高のおいしさ！
また新たに、海洋生物に触れる事ができるタッチプールや
模型、大型TVも設置され、海の体験アクティビティさらに充実！
スノーケルオプション：カラフルなハワイのサンゴ礁、熱帯魚を
間近で見よう！スノーケルマスク、
フィン、
インストラクション、
スノーケルツアー付き。
（4/1～12/31）

DS1

ワイアナエ港
9:30AM
12:30PM

大人 ＄140.00
子供 $94.00

大人
（73.15）
＄79.00
子供（50.93）$55.00

ワイキキサンセット
カクテル

出航
下船

海から眺めるトロピカルアイランドの絶景を、
リラックスムード
満点のカタマラン船から堪能！キャプテンが説明する、
ワイキキを
象徴するランドマークや歴史の話を聞きながら、冷たいマイタイと
デラックスドライスナックをエンジョイ。
視界360°のパノラマデッキ、
展望デッキを備えた２デッキカタマランで行くクルーズは、水平線に
ウェルカムマイタイ１杯と 沈むハワイの美しいサンセットを眺めるのに最適です！
デラックスドライスナック。 BBQディナーオプション：船上グリルで焼き立ての、
おいしい
ステーキとチキンを洋上でお楽しみいただけます。

BBQディナー
ステーキとチキンは
船上で焼き立てを。

上記、
ワイキキサンセット
クルーズ参照。

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) 全てのクルーズの休航日：毎日曜、元旦（1/1）、父の日の前日（6/18）、感謝祭（11/24）、
ホノルルマラソン
（12/11）、
クリスマス
（12/25）。
ワイアナエ港出航のドルフィンクルーズの休航日は
上記に毎金曜、大晦日（12/31）が追加。
天候により、
クルーズをキャンセル/変更する場合もあります。
4) 価格や内容は変更される場合もございます。
またサンセット/花火が見られない場合もあります。
5) ワイアナエ港のドルフィンクルーズへのワイキキからの往復送迎（お１人様価格）
：$23.00。
途中通過する

海から眺めるサンセットと金曜日の花火は最高！
カタマランのリラックスクルージングの花火とワイキキの夜景で、
アロハフライデーを楽しもう。
アラワイ ボートハーバーからの
出港/帰港。

DS2

上記
参照

6) 代替えアントレのビーガンメニューは24時間前までに。外からの食べ物、飲み物お持込ご遠慮ください。
7) スノーケルクルーズ参加者は免責同意書に署名する必要があります。
8) 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が自然環境の中、元気なイルカを
見る当社のワイルドドルフィンウォッチ®クルーズは、
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。

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

1.31.22

BEHIND THE SCENES
改装完了！
さらに充実
海洋アクティビティ

みんなで楽しめるドルフィン エコツアー®！

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

2022 DS-DC’

ドルフィンスター®号
誓約

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が自然環境の中、元気なイルカを見る当社の

ワイルドドルフィンウォッチ®クルーズ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。

オアフ島最大のドルフィン船舶：149人乗り、
カスタムデザインされた2デッキのカタマランは、

パノラマビューのデッキ、船上トイレ、
２つの温水シャワー、海に降りやすい階段、船上BBQ

グリル設備付き。
また新たに、
海洋生物に触れる事ができるタッチプールや模型、
大型TVも
設置され、
海の体験アクティビティさらに充実！

みんなで楽しめるハワイアンドルフィンエコツアー®：野生のドルフィンに会いたいけど泳ぐのは

苦手？ ご安心ください！ドルフィンスター®ならではの“ドルフィンウォッチBBQ”クルーズなら、
小さいお子様連れ、
３世代家族、修学旅行やグループにも最適です。
マリンアクティビティを
満喫したい方には、
スノーケルオプションをご用意しています。

環境を守ろう：ドルフィンスター®号は、
エコフレンドリーに建造。

EPA許可のエンジン、
ハイブリットジェネレーター搭載。
近年NOAAで海洋生物に安全とされる

スピード調整が可能なオートパイロットレーダーを搭載。

ドルフィンスター®号体験

ベストのドルフィン体験を提供できるように、最適のロケーションの選択から“キッズプログラム”付きまで、
幅広くご家族連れにも楽しんで頂けるように商品構成をしております。
ドルフィン ＆ 海洋生物：オアフ島で一番高い1,227ｍのカアラ山があるワイアナエ山脈に
さえぎられ、雨量の少ないワイアナエ沿岸は、
ハワイ州でも有数の海洋生物の宝庫です。
保護規定に守られているナイア（ハシナガイルカ）を始め、
コホラ
（クジラ、冬の間）、

ホヌ
（海ガメ）やマロロ（トビウオ）他、数多くの海洋生物が生息します。
Dolphin-Star.com/jp/about-dolphinsもチェック！

スノーケルツアー：午後のクルーズは、
ドルフィンウォッチの後、熱帯魚を間近に見られる

サンゴ礁近くでスノーケルをします。
フローティングベスト、
スノーケルマスク、
フィンが付き、
当社のダイバーがスノーケルツアーにお連れします。
浮き具もあります。

キッズプログラム：海が大好きな資格を持ったナチュラリストが楽しく子供達に教える
参加型のキッズプログラムは、
お持ち帰りのアクティビティブック付き。
海洋生物や
環境保護について、子供達は楽しく自然に学べます。

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

6.14.21

