DAILY CRUISE

ENHANCEMENT: Vow

Renewal aboard the Star

デイリークルーズ：エンハンスメント バウ リニューアル

2022 EN-SH2

人気!
金曜の
花火

希望小売価格

１カップル： $176.17 ＋ $13.83 tax ＝ $190.00

内容

記念日に最適！ スターオブホノルル®号のサンセットディナークルーズにプラスするだけで、大切な日を思い出深いものに。アットホームな雰囲気の中でのキャプテンによるセレモニー、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１本、記念証と記念写真が含まれます。
ハワイの美しさを堪能できる最高の眺めのクルーズが幕開けです。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！

クルーズのチョイス

スターオブホノルル®︎号のサンセットディナークルーズは、
ウエディングや特別なお祝いにも最適なステージとして、長年にわたり皆様のご愛顧をいただいています。
詳細はお尋ねください。
ファイブスターサンセットダイニング ＆ ジャズ®（5:30〜8:00PM）$201.00
最高のラグジュアリーとロマンス。
メインロブスターとプライムテンダーロインの７コースシグネチャーディナー。
スリースターサンセットディナー ＆ ショー®（5:30〜7:45PM）
$151.00
デラックスなディナークルーズ。
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。
スターサンセットディナー ＆ ショー®（5:30〜7:30PM）
$115.00
アロハ溢れるカジュアルでエレガントなクルーズ。
カニ、
テンダーロインビーフ＆ BBQチキンの３コースディナー。
金曜のサンセット & 花火 (5:30PM～8:30PM)
クルーズに$15.00追加。

含まれるもの

1. キャプテンによるバウリニューアルセレモニー。
（クルーズ中に開催）
2. スターオブホノルル®バウリニューアル記念証。
3. 窓際のお席、ボトルスパークリングワイン１本、
スターオブホノルル®ロゴアルバム入り記念写真（カップル１組につき１枚）。

スケジュール
4:45〜5:30PM
5:30〜7:30PM

アロハタワーマーケットプレイス到着。
スターオブホノルル®号に乗船。
窓際のお席でよく冷えたスパークリングワインで乾杯。
お好きなクルーズをチョイス。
キャプテンによるバウリニューアルセレモニーへとエスコート。
結婚記念証への署名。

ジェネラルインフォメーション

価格：１カップルにつきの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。
往復送迎（お1人様価格）
：ワイキキ＄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。

エンハンスメント：他のオプションチョイス、
ウエディングケーキなどはお尋ねください。
ワイキキ/カハラ リムジン専用送迎（ファイブスター®のみ）
：お１人様$75.00、
２名様より
（１台に最大６名様まで）。
バウリニューアル参加者：セレブレーションプラン付きの同じクルーズをお勧めします。
送迎はお尋ねください。

クルーズ / 時刻：毎日就航。
クルーズ 5:30～7:30PM。
下船は、
スター® 7:30PM、
スリースター® 7:45PM、
ファイブスター® 8:00PM。
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。
ロケーション / チェックイン：アロハタワーマーケットプレイスのピア８より出港。
送迎なしの方は、出港の45分～60分前までにスターオブホノルル®号にてチェックインをしてください。

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：ファイブスターサンセットダイニング ＆ ジャズ®では、
ショーツ、
Ｔシャツ、ぞうりはご遠慮ください。
また、
プライベートレセプションでない場合、
お子様はご遠慮ください。

ご予約・キャンセル・当日お見えにならない場合：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、15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
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出航、
ディナー
ライブエンターテイメント
バウリニューアルセレモニー
結婚記念証への署名
帰港 / 下船
金曜日 帰港 / 下船

Vow Renewal

ファイブスター

スリースター

ENHANCEMENT
バウ リニューアル®
エンハンスメント︎

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。
それぞれのパッケージに含まれるドリンクは
下記をご覧ください。

2022
EN-SH2’

スター

７コース シグネチャー ディナー
四季のメニュー

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

３コース カニ、
テンダーロインビーフ
＆ BBQチキンディナー

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

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）

ワイポリ産ベビーロメインサラダ

v
スープ

クラッカー

v

季節のフレッシュトロピカルフルーツ

アドミラルサラダ

ハワイアングリーン

v

ワイポリ産ベビーロメインレタス、

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、紅茶

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杯が含まれます。
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。

v

パープルエンダイブ
グレープトマト

完熟トマトと
セサミスター パフペストリー添え

自家製パパイヤシードドレッシング
v
カナダ産スノークラブレッグ、
テンダーロインビーフ＆BBQチキンのアントレ
ポートワインソース
フレッシュレモン

自家製リリコイ タラゴン ヴィネグレット

バターソース、ポン酢ソース添え

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

フレッシュベジタブルのソテー

v

レモン、ポン酢またはバターソースで
v

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

自家製マッシュポテト

v
マカダミアナッツアイスクリーム
イル ジェラート®製
焼き立てのポイブレッドのローフ、
エルビンズベーカリー®とバター

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
スターシグネチャーマイタイ１杯が含まれます。

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
ウェルカムスパークリングワインと
プレミアムドリンク２杯が含まれます。

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
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