Jan – Dec 2022

Waikiki Sunset

BBQ & COCKTAIL
Ala Wai Boat Harbor

“カクテルのみ”パッケージに含まれるもの
デラックス ドライスナック、
ウェルカムマイタイ１杯

Cocktail Only Package Includes

Deluxe Dry Snacks, 1 Welcome Mai Tai

“BBQ ＆ カクテル”パッケージに含まれるもの
上記に加えて

BBQ Package Includes
the above plus

船上でグリルした焼き立て
テンダーロインビーフとテリヤキチキンのアントレ

Freshly Grilled Onboard
Entrée of Tenderloin of Beef & Teriyaki Chicken
Waipoli Baby Romaine with Grape Tomatoes,
Sesame Star Puff Pastry and Caesar Dressing
Rice Pilaf

ワイポリ産ベビーロメイン、
グレープトマトと
セサミスターパフペストリー添え、
シーザーサラダドレッシング
ピラフ

フレッシュベジタブルのソテー

Sautéed Fresh Vegetables

ココナッツフレークを散らした
マウイゴールド®スウィートパイナップル

Maui Gold® Sweet Pineapple
with Coconut Flakes

ポイブレッド、
バター

Poi Roll with Butter
Homemade Chocolate Macadamia Nut Brownies

ホームメイドチョコレートマカダミアナッツブラウニー
生や半生の肉類、鳥肉、魚介類、卵を食べることは、
食中毒のリスクが高まる事をご了承ください。

Consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood,
shellfish or eggs may increase your risk of foodborne illness.

ADDITIONAL DRINKS
$8.00: Mai Tai (V), Blue Dolphin (V),
		
White & Red Wine, Budweiser
$4.00: Coca-Cola, Diet Coke, Lemon-Lime,
		
Pineapple Juice
(V) Virgin (non-alcoholic) is available upon request.

SCHEDULE

5:30PM A tropical Mai Tai welcomes you aboard.
Depart for cruising along Waikiki coast
toward world famous Diamond Head.
6:00PM Your BBQ dinner freshly grilled onboard is
served to your table.
Jan. 6:09PM
Apr. 6:50PM
Jul. 7:17PM
Oct. 6:08PM

SUNSET TIME
Feb. 6:29PM		
May 7:02PM		
Aug. 7:03PM		
Nov. 5:50PM

March 6:41PM
Jun. 7:15PM
Sep. 6:36PM
Dec. 5:51PM

7:30PM Disembark
Friday Sunset & Fireworks cruise time is 5:30-7:45PM. Sunset and
fireworks are not guaranteed.
Route: The Captain may alter the route or cancel the cruise
depending on weather conditions.

追加のお飲物

$8.00： マイタイ
（V)、
ブルードルフィン
（V)、
			
白または赤ワイン、
バドワイザー

$4.00： コカ コーラ、
ダイエット コーク、
レモン ライム、
			
パイナップルジュース

		 ノーアルコール カクテルをご希望のお客様は
（V）
のマークが
		 ついたカクテルで “Virgin バージン”とご注文ください。

スケジュール
5:30PM ウェルカムマイタイでお出迎え。
アラワイボートハーバーを出航し、
有名なダイヤモンド
ヘッドに向かってワイキキ沿岸クルーズ。
6:00PM 船上で焼き立てのディナーを、
テーブルサービスで
お楽しみください。
１月
４月
７月
10月

6:09PM
6:50PM
7:17PM
6:08PM

7:30PM 下船

サンセットの時刻
２月 6:29PM		
５月 7:02PM		
８月 7:03PM		
11月 5:50PM

３月 6:41PM
６月 7:15PM
９月 6:36PM
12月 5:51PM

金曜サンセット ＆ 花火のクルーズは5:30～7:45PMとなります。
またサンセット/花火が
見られない場合もあります。

ルート：天候により、
クルーズを変更/キャンセルする場合もあります。
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IMPORTANT
INFORMATION
Medical / Shipboard Emergencies
Our Captain and crew are trained in first aid and CPR; notify
them if you are in need of medical assistance. In the unlikely
event of a shipboard emergency, please remain seated and
wait for safety instructions.
The diagrams below illustrate how to put on a life jacket.
Life jackets are located beneath perimeter seating.

Spread jacket apart
and slip over head with
jacket opening in front.

Take strap with black
snap hook on it and
pass behind back.

Snap into “D” ring.
Pull tightly by end of
strap until snug.

Safety is #1
Handrails along stairways and decks are provided for your
safety; not for climbing or sitting. Please watch your step
for changes in floor level and saltwater mist on decks.
No Smoking
For the comfort and health of other passengers, smoking is
prohibited on the Dolphin Star®.
Hawaii State Liquor Law
Alcoholic beverages can only be served to guests 21 years
and older. A photo I.D. is required. Alcoholic beverages must
be consumed aboard ship.
Protect Our Ocean and Marine Life
Please do not throw anything overboard; receptacles are
provided throughout the ship for disposal of waste.
We do not agressively pursue dolphins observing NOAA
regulations by operating at the cruising speed shown to be
safe for marine mammals and we do not use sonar as it may
be harmful to marine life.
About the Dolphin Star®
The eco-friendly Dolphin Star® (Hoku Nai’a) is a 149-passenger
2-deck catamaran, custom built with a 360° observation
deck, wrap-around deck, BBQ facilities, dining area, bar,
flatscreen TV, restrooms, 2 hot water showers, touch pool
and marine display for dolphin watching and snorkeling in
paradise! We minimize emissions with EPA compliant main
engines, hybrid power generation, GPS, autopilot and radar.
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緊急時には

当船のキャプテンとクルーは急病人、ケガ人の救急看護手当の特別
訓練を受けております。
ご気分が悪くなったり、
ケガをされた場合には
すぐクルーへお知らせください。
万が一、船舶に異常や事故が発生した
場合には、落ちついてご着席いただき、
クルーの指示に従ってください。
救命ベストの使い方は下記をご覧ください。
ライフジャケットは、座席
クッションの下にございます。

救命ベストの前を開き、
頭を通します。

ヒモを身体に回し、
ヒモに
ついている黒い留め金を
リングにかけます。

ヒモの端を引っ張って、
救命ベストを身体に固定
します。

安全第一

甲板や階段に備え付けの手摺りはお客様の安全のためのものであり、

腰をかけたり、
登ったりすると大変危険です。
また、
外階段は潮風や湿気で
滑りやすくなっておりますので、充分ご注意ください。
喫煙について

他のお客様にご迷惑がかかりますので、
ドルフィンスター号内では
全面禁煙とさせていただきます。
ハワイ州飲酒法

州の法律で飲酒は21歳からとなっております。
アルコール類のご注文の際、
写真付き身分証明書をご提示いただく場合があります。
ご了承ください。
また、
アルコール類を船から持ち出すことは禁じられております。
海と海洋生物を守りましょう

ごみ箱が備え付けてあります。
海には何も捨てないようご協力お願い

します。当社はNOAAの研究で示された海洋生物にとって安全な
クルーズ速度で操行し、海洋生物に有害とされるソナーを使用して
いません。
そして意図的にイルカを追いかけたりしません。
ドルフィンスター®号について

ドルフィンスター®（ホクナイア）号は、
エコフレンドリーな149人乗りの

２デッキカタマラン。視界360°展望デッキと各デッキの散策デッキを
完備しています。船内にはBBQ設備、ダイニングエリア、
バー、
フラット
スクリーンTV、
トイレ、
２つの温水シャワー、
タッチプール、
海洋生物模型が
備えられ、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
ようカスタムデザイン！ また、
EPAエンジン、
ハイブリットジェネレーター、
GPS、
オートパイロット、
レーダーを搭載しています。
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