WEDDING EVENT
2022

Wedding on the Star

スター号でのウエディングプラン：プライベートラウンジレセプション。20名様以上のグループに。

お二人の“ストーリー”上映：プライベートラウンジは、
ご自分のビデオを上映できるフラットスクリーンTV完備。
専用空間：プライベートラウンジからエンターテイメントまで、
お二人の大切な時間のためのセッティング。
全て込み価格で安心：記載価格には税金や手数料が含まれています。

プライベートレセプションクルーズ • スターオブホノルル®

SH5

ファイブスター サンセットディナー ＆ ジャズ®
$251、4:45〜8PM（金曜の花火クルーズは$266、4:45〜9PM）
• ゲスト数  20〜70名様。

スリースター サンセットディナー ＆ ショー®

$201、4:45〜8PM（金曜の花火クルーズは$216、4:45〜9PM）
• ゲスト数  30〜70名様。

• 専用ラウンジ
２時間のクルーズ
（5:30〜7:30PM）を通して
ご利用いただけるスターオブホノルル®︎号内の
プライベートラウンジ。

• 専用ラウンジ
２時間のクルーズ
（5:30〜7:30PM）を通して
ご利用いただけるスターオブホノルル®︎号内の
プライベートラウンジ。

• ５コースディナー 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。

• ７コース シグネチャーディナー 四季のメニュー
空輸された活メインロブスター、USDA最高級
プライムテンダーロインビーフ。

• スパークリングワインでの乾杯
＆ プレミアムドリンク２杯。

• ハワイアンベリーニのウェルカム
＆ スーパープレミアムドリンク３杯。

• ボンボヤージュフラとジャズトリオ。

• ボンボヤージュフラとジャズトリオ。

• “アロハの60年®”ショー。

• 専用往復送迎  ワイキキより、
お１人様$20追加。
20名様より。

• 専用往復送迎  ワイキキより、
お１人様$20追加。
30名様より。

• 含まれるもの  お二人のお名前入りハンドアウト、
マイクロフォンのご利用とお持ち込みビデオの
無料上映（15分）、ボトル入りスパークリング
ワイン
（２名様に１本）、
レイケーキ、
ロゴ入り
アルバムに入った記念写真（１名様に１枚）。

• 含まれるもの  お二人のお名前入りハンドアウト、
マイクロフォンのご利用とお持ち込みビデオの
無料上映（15分）、ボトル入りスパークリング
ワイン
（２名様に１本）、
レイケーキ、
ロゴ入り
アルバムに入った記念写真（１名様に１枚）。

エンハンスメントをプラスして

フラダンサーによるオーキッドのレイ
お１人様$15.00、20名様より

キャプテンズ ウエディング®︎
カップルにつき$750

ワイキキルアウ
ビュッフェ ＆ ショー

5:45〜9PM 金曜を除く毎日  ♥  大人 $113、子供 $68

ツアー & 車両チャーター

SH6

• ルアウウェルカム & フラ  屋外カバナにて。

• ルアウビュッフェディナー  丸ごとルアウピッグ、
ローストビーフ、
ウェルカムマイタイ１杯。

ウエディングケーキへのアップグレード
価格はお尋ねください

カクテル

ミュージックラウンジ

8:30PM〜12:30AM 金曜を除く毎日  ♥  大人 $30

• プロのミュージシャンによる生演奏！  
一緒に歌ったりお好きな曲のリクエストを。

• スーパープレミアムドリンク１杯
• ワイキキ最大のハワイアンショー® ロック・ア・フラ®を、 ＆ プレミアムドライスナック。
ワイキキ中心に位置する750席のロイヤルハワイアン • スタイリッシュなラウンジ  ワイキキ中心に位置する
シアターにて鑑賞。
750席のロイヤルハワイアンシアター内。

デラックスツアー

USSミズーリ、
アリゾナメモリアル ＆ シティ

8AM〜4PM 毎日  ♥  大人 $99、子供 $67

• 快適なデラックスバス  車内トイレ、
ビデオ上映、
ドライバーガイド付き。
ワイキキ各所にてお迎え。

• Go オンボード  アリゾナメモリアルと戦艦ミズーリの
リザーブチケット付き。

• コンプリート体験  第二次世界大戦の歴史を学ぶ
ヒストリカルツアー。
戦争の開始と終結の地を訪れる
貴重な体験。

デラックスツアー

グランドサークルアイランド & ハレイワ

7AM〜4PM 毎日  ♥  大人 $109、子供 $74

• 快適なデラックスバス  車内トイレ、
ビデオ上映、
ドライバーガイド付き。
ワイキキ各所にてお迎え。

• ポイマラサダの朝食
＆ ボトル入りハワイアンウォーター。

• オアフ島体験   ＆ ハレイワの町を散策しながら、
お好きな店でランチを食べられる、90分の自由時間。

金曜の花火
３時間のクルーズ、
お１人様$15追加

ドルフィンウォッチ
& BBQ

7:20AM〜1:30PM 日曜を除く毎日 ♥  大人$112、
子供$77

• 往復送迎 ワイキキより。

• グルメバーガーBBQビュッフェランチ
＆ キッズプログラムを含む、他では体験できない
充実のマリンアクティビティ。

• ３時間のドルフィンウォッチクルーズ
スノーケル体験のオプションは、
お１人様$28追加。

ロイヤルスターハワイ®
１時間単位のチャーター

毎日  ♥  最短２時間より

• デラックスゴールド大型バス  $225（60席）
• デラックスゴールド Temsa  $167（34席）
• スマートシルバーワゴン $143（14席）

特に記載のない限り価格はお１人様価格です。子供は３歳以上11歳以下。価格と内容は予告なしに変更される場合もございます。
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会社概要

ウエディングは、長い人生の中でも最も大切なイベントのひとつ。夢に見たあなただけのウェディングをパーフェクトに仕上げて、忘れられない

最高の思い出となるよう、私たちがお手伝いいたします。受賞に輝くクルーズを初めとする数々のサービスで、お客様に愛され続けているハワイ生まれの

カマアイナカンパニーは、海と陸でのアロハ体験“シップ to ショア®”︎を皆様に提供するワンストップハワイショップ®︎として、1957年より成長を続けています。

One-Stop Hawaii Shop®

RoyalStarHawaii.jp

StarofHonolulu.com/jp
StarofHonolulu.com/jp/virtualtour

RoyalHawaiianLounge.com/jp

Dolphin-Star.jp
Dolphin-Star.jp/virtualtour

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

RockAHulaHawaii.com/jp
RockAHulaHawaii.com/jp/virtualtour

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

さらなる詳細はこちらから
催行商品について：クルーズやツアーの詳細は下記サイトをご参照ください。
StarofHonolulu.com/jp/travel-partners/informational-materials

よくある質問と回答：ドレスコードやキャンセルポリシーなどについては、
StarofHonolulu.com/jp/about-us/faqs をご覧ください。

お支払いについて（全てのデポジットとお支払いは返金できません）
：
プライベートラウンジレセプションのデポジットは合計額に対して適用されます。
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。

メールでのお問い合わせ：events@starofhonolulu.com
• アメリカ国内からの無料電話番号：1-800-334-6191（ハワイ時間 毎日9AM〜 5PM）
• 電話でのお問い合わせ：808-983-7879（日本語ライン）
• ファックス：808-983-7780
• トランスポーテーションに関するお問い合わせ：sales@royalstarhawaii.com

3.29.22

Wedding & Anniversary

WEDDING FIT
2022

スター号での記念日プラン：２名様よりご利用いただけます。

人生で一番大切な日のための、完璧なウエディングパッケージやオプションをご用意。
掲載価格には税金や手数料が含まれています。

ウエディング ＆ レセプションクルーズ • スターオブホノルル®

キャプテンズ ウエディング®＆ダイニング
カップルにつき$1,302、3:50〜8:20PM
（金曜の花火クルーズは$1,332、3:50〜9PM）

• 専用リムジン ワイキキからの往復送迎。

カップルにつき$622、4:20〜8:20PM
（金曜の花火クルーズは$652、4:20〜9PM)

• 往復送迎  ワイキキより。

• キャプテンによるウエディングセレモニー
• バウ リニューアル セレモニー  キャプテン主催。
ハワイアンウエディングソングの生演奏とフラと共に。 • ファイブスター サンセットダイニング ＆ ジャズ®
• ファイブスター サンセットダイニング ＆ ジャズ®
７コース シグネチャーディナー 四季のメニューと
７コース シグネチャーディナー 四季のメニューと
スーパープレミアムドリンクを、
２時間のクルーズを
スーパープレミアムドリンクを、
２時間のクルーズを
通してご利用いただけるスターオブホノルル®︎号内の
通してご利用いただけるスターオブホノルル®︎号内の
豪華なノバルームにて。
豪華なノバルームにて。
• 含まれるもの スターオブホノルル®バウリニューアル
• 含まれるもの  スターオブホノルル®の結婚記念証、
窓際のお席（８名様まで、
９名様からは内側エリア）、
ボトル入りスパークリングワイン、
レイケーキ、
記念写真（２名様に１枚）。

• 御列席の方 セレブレーションプランとリムジンの
追加は$306。
（金曜の花火クルーズは$321）

ワイキキルアウ
ビュッフェ ＆ ショー

5:45〜9PM 金曜を除く毎日  ♥  大人 $113、子供 $68

ツアー & 車両チャーター

バウリニューアル ＆ ダイニング

• ルアウウェルカム & フラ  屋外カバナにて。

• ルアウビュッフェディナー  丸ごとルアウピッグ、
ローストビーフ、
ウェルカムマイタイ１杯。

記念証、窓際のお席（８名様まで、
９名様からは
内側エリア）、ボトル入りスパークリングワイン、
記念写真（２名様に１枚）。

• 御列席の方 セレブレーションプランとリムジンの
追加は$246。
（金曜の花火クルーズは$261）

カクテル

ミュージックラウンジ

8:30PM〜12:30AM 金曜を除く毎日  ♥  大人 $30

• プロのミュージシャンによる生演奏！  
一緒に歌ったりお好きな曲のリクエストを。

• スーパープレミアムドリンク１杯
• ワイキキ最大のハワイアンショー® ロック・ア・フラ®を、 ＆ プレミアムドライスナック。
ワイキキ中心に位置する750席のロイヤルハワイアン • スタイリッシュなラウンジ  ワイキキ中心に位置する
シアターにて鑑賞。
750席のロイヤルハワイアンシアター内。

デラックスツアー

USSミズーリ、
アリゾナメモリアル ＆ シティ

8AM〜4PM 毎日  ♥  大人 $99、子供 $67

デラックスツアー

グランドサークルアイランド & ハレイワ

7AM〜4PM 毎日  ♥  大人 $109、子供 $74

• 快適なデラックスバス  車内トイレ、
ビデオ、
ドライバーガイド付き。
ワイキキ各所にてお迎え。

• 快適なデラックスバス  車内トイレ、
ビデオ、
ドライバーガイド付き。
ワイキキ各所にてお迎え。

• コンプリート体験  第二次世界大戦の歴史を学ぶ
ヒストリカルツアー。
戦争の開始と終結の地を訪れる
貴重な体験。

• オアフ島体験   ＆ ハレイワの町を散策しながら、
お好きな店でランチを食べられる、90分の自由時間。

• Go オンボード  アリゾナメモリアルと戦艦ミズーリの
リザーブチケット付き。

• ポイマラサダの朝食
＆ ボトル入りハワイアンウォーター。

セレブレーション ＆ ダイニング

大人 $196、子供 $136、4:20〜8:20PM
（金曜の花火クルーズは大人$211、
子供$151、
4:20〜9PM)

• 往復送迎  ワイキキより。

• スリースター サンセットダイニング ＆ ショー®
５コース 丸ごとメインロブスターとステーキの
ディナー、
ドリンク、ジャズ、
ハワイ洋上最大キャストで
贈るショーが含まれたスターオブホノルル®︎号での
２時間のクルーズ。
• 含まれるもの 窓際のお席（８名様まで、
９名様からは
内側エリア）、記念写真（２名様に１枚）。

• 御列席の方 セレブレーションプランとリムジンの
追加は$196。
（金曜の花火クルーズは$211）

ドルフィンウォッチ
& BBQ

7:20AM〜1:30PM 日曜を除く毎日 ♥  大人$112、
子供$77

• 往復送迎 ワイキキより。

• グルメバーガーBBQビュッフェランチ
＆ キッズプログラムを含む、他では体験できない
充実のマリンアクティビティ。

• ３時間のドルフィンウォッチクルーズ
スノーケル体験のオプションは、
お１人様$28追加。

ロイヤルスターハワイ®
１時間単位のチャーター

毎日  ♥  最短２時間より

• デラックスゴールド  $225（60席）

• デラックスゴールド Temsa  $167（34席）
• スマートシルバーワゴン $143（14席）

特に記載のない限り価格はお１人様価格です。子供は３歳以上11歳以下。価格と内容は予告なしに変更される場合もございます。

3.29.22

Wedding & Anniversary

WEDDING FIT
2022

スター号での記念日プラン：２名様よりご利用いただけます。
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会社概要

ウエディングは、長い人生の中でも最も大切なイベントのひとつ。夢に見たあなただけのウェディングをパーフェクトに仕上げて、忘れられない

最高の思い出となるよう、私たちがお手伝いいたします。受賞に輝くクルーズを初めとする数々のサービスで、お客様に愛され続けているハワイ生まれの

カマアイナカンパニーは、海と陸でのアロハ体験“シップ to ショア®”︎を皆様に提供するワンストップハワイショップ®︎として、1957年より成長を続けています。

One-Stop Hawaii Shop®

RoyalStarHawaii.jp

StarofHonolulu.com/jp
StarofHonolulu.com/jp/virtualtour

RoyalHawaiianLounge.com/jp

Dolphin-Star.jp
Dolphin-Star.jp/virtualtour

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

RockAHulaHawaii.com/jp
RockAHulaHawaii.com/jp/virtualtour

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

StarofHonolulu.com/jp/event-to-go

さらなる詳細はこちらから
催行商品について：クルーズやツアーの詳細は下記サイトをご参照ください。
StarofHonolulu.com/jp/travel-partners/informational-materials

よくある質問と回答：ドレスコードやキャンセルポリシーなどについては、
StarofHonolulu.com/jp/about-us/faqs をご覧ください。

メールでのお問い合わせ：info@starofhonolulu.com
• アメリカ国内からの無料電話番号：1-800-334-6191（ハワイ時間 毎日9AM〜 5PM）
• 電話でのお問い合わせ：808-983-7879（日本語ライン）
• ファックス：808-983-7780
• トランスポーテーションに関するお問い合わせ：sales@royalstarhawaii.com

お支払いについて（全てのデポジットとお支払いは返金できません）
：
キャプテンズ ウエディング®︎  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。
バウ リニューアル︎  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。

セレブレーション ＆ 各ツアー︎  ９名様までのグループの場合は、
コンファメーション時に全額のお支払いとなります。
10名様以上のグループの場合は、
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。

3.29.22

