
１年中セレブレーション！
ホリデークルーズのアップデートは、StarofHonolulu.com/jpで。

ホリデークルーズ 船/
ロケーション

希望小売価格 催行日
出航
下船

内容 REF.
コード送迎なし ワイキキ送迎付き

母の日
“シャンペン” 

スターディナー
スター号

アロハタワー
大人 $132.00
子供 $79.00

大人 $150.00
子供 $97.00

2023年 
5/14 日
5:30PM
7:30PM

母の日の“シャンペン”スターディナー！ ３コースのカニ、テンダーロインビーフ 
＆ BBQチキンにスターシグネチャーマイタイ。お母さんにはグラススパークリング
ワインをプレゼント！ “アロハの65年®”ショー付き。セレブレーションプラン（追加
$33.00）もお勧め。

SH0514

父の日
ビュッフェディナー

スター号
アロハタワー

大人 $109.00
子供 $65.00

大人 $127.00
子供 $83.00

2023年 
6/18 日
5:30PM
7:30PM

父の日はパシフィックスターサンセットビュッフェ ＆ ショー®クルーズでお祝いしよ
う。 家族みんなで楽しめるトロピカルイブニングのクルーズは、ローストビーフの 
ビュッフェ、ポリネシアンショーにお父さんにはお飲物プレゼント。

SH0618
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ノバ ファイブスター
サンセットディナー

ジャズ®＆ 花火
スター号

アロハタワー
大人 $252.00
子供 $176.00

大人 $270.00
子供 $194.00

2023年 
7/4 火

6:15PM
9:15PM

アメリカ独立記念を祝うクルーズはスターオブホノルルの最上階の最高の眺め
と共に。５コースのシグネチャー活メインロブスターとプライムテンダーロイン 
ビーフディナーはプライベートのお席で。 スパークリングワイン、スーパープレミアム
ドリンク付き。 ライブジャズショーを海の眺めと花火と共に。  
セレブレーションプラン（追加$33.00）もお勧め。

SH0704

セレブレーション
サンセットディナー

ショー ＆ 花火
スター号

アロハタワー
大人 $207.00
子供 $145.00

大人 $225.00
子供 $163.00

2023年 
7/4 火

6:15PM
9:15PM

アメリカ独立記念を祝うクルーズ。５コースの丸ごとメインロブスター１匹と 
テンダーロインビーフディナー、スパークリングワイン、プレミアムドリンク。  
ライブジャズに洋上最大キャストで贈る“アロハの65年®”ショー。 船上から見る 
サンセットと花火は最高。 セレブレーションプラン（追加$33.00）もお勧め。

パーティーサンセット 
ディナーショー ＆ 

花火
スター号

アロハタワー
大人 $165.00
子供 $116.00

大人 $183.00
子供 $134.00

2023年 
7/4 火

6:15PM
9:15PM

アメリカ独立記念を祝うクルーズ。 ３コースのカニ、テンダーロインビーフ ＆ BBQ
チキンディナー、スターシグネチャーマイタイ。 洋上最大キャストで贈る“アロハの
65年®”ショー付き。 船上から見るサンセットと花火は最高。  
セレブレーションプラン（追加$33.00）もお勧め。

カクテルサンセット 
ミュージック＆ 花火

スター号
アロハタワー

大人 $110.00
子供 $77.00

大人 $128.00
子供 $95.00

2023年 
7/4 火

6:15PM
9:15PM

アメリカ独立記念を祝うクルーズ。 スパークリングワイン、ライトププ（軽いおつまみ、
ライブハワイアンエンターテインメント。 船上から見るサンセットと花火は最高。
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ノバ ファイブスター
サンセットディナー

ジャズ®＆ 花火
スター号

アロハタワー
大人 $273.00
子供 $192.00

大人 $291.00
子供 $210.00

2023年 
12/31 日
10:15PM
12:30PM

船上で新年を迎えるクルーズを最上階のスーパーノバ®ルームで。 4コースの 
シグネチャーメインロブスターとプライムテンダーロインビーフディナーは、 
プライベートのお席で。スパークリングワイン、スーパープレミアムドリンク１杯付き。  
ライブジャズショー、パーティーフェイバーと共に最高の花火の眺めを。  
ニューイヤーズイブプラン（追加$35.00又は$50.00）もお勧め。

SH1231
セレブレーション
ディナー、ショー

＆ 花火
スター号

アロハタワー
大人 $224.00
子供 $157.00

大人 $242.00
子供 $175.00

2023年 
12/31 日
10:15PM
12:30PM

船上で新年を迎えるクルーズ。 3コースの丸ごとメインロブスター1匹とテンダーロ
インビーフディナー、スパークリングワイン、プレミアムドリンク１杯付き。 
“アロハの65年®”ショー、ライブジャズ、パーティーフェイバーと共に最高の花火の
眺めを。 ニューイヤーズイブプラン（追加$35.00又は$50.00）もお勧め。

カクテル  
ミュージック＆ 花火

スター号
アロハタワー

大人 $120.00
子供 $84.00

大人 $138.00
子供 $102.00

2023年 
12/31 日
10:15PM
12:30PM

船上で新年を迎えるクルーズ。 高さ18.2mの展望デッキからホノルルの夜景と花火
の忘れられない眺めを。スパークリングワイン１杯とライトププ（軽いおつまみ）、
ライブハワイアンエンターテイメント付き。

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 
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  ★  StarsofParadise.com

HOLIDAY CRUISE

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人様価格で、税金が含まれています。 
3)  価格や内容は変更される場合もございます。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があります。

4)  往復送迎（お1人様価格）： ワイキキ $18.00。 ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。 
5) スペシャルリクエストは24時間前までに： 又は代替えアントレ（魚、チキン、ビーガン）。 外からの食べ物、 
 飲み物お持込ご遠慮ください。

OAHU
02.14.23

 From 4/1/23  SH-HC

スペシャル
オーパスワン

2011 $625.00
2012 $550.00



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 
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  ★  StarsofParadise.com

2023年の新紹介： 毎週金曜の花火と、よりリラックスしたリゾート雰囲気をお楽しみいただけるノバ ファイブスター®パッケージが 新登場。さらに、 スターオブホノルル®の最上階の美しい 
スーパーノバ®ルームは特別なプライベートレセプションに 60名からご利用いただけます。 スター号の改装が終了し、化粧室やバーが生まれ変わりました。また、チェックインオフィスやフラット 
スクリーンTVを船内に設置し、ますます便利に。1957年創立以来アロハのおもてなしをお届けしているスターオブホノルル クルーズ＆イベント®社は、これからもお祝いやウエディング、会社の 
スペシャルパーティーなどに最適な場を提供し続けてまいります。最新情報は、StarofHonolulu.com/newsletter をご覧ください。

船について： フラッグシップの1,500人乗り“スターオブホノルル®号”を所有。 詳細は、スターフリートラインナップをご覧ください。

会社概要 / 姉妹会社 65年の伝統： 当社は、1957年に真珠湾クルーズの催行会社として発足して以来、バリューフォーマネーとアロハの体験を提供するというビジネス理念のもと、高品質と 
安全基準にかなった“ハワイの定番ツアー”を提供し、ハワイを訪れるツーリストとカマアイナのお客様にご愛顧いただいております。 

これまでの実績：
スターオブホノルル®号： ホノルルスターブルテン紙とミッドウィーク紙、ホノルルスターアドバタイザー紙の“ハワイのベストサンセットディナークルーズ”、 
“ハワイのベスト・ウエディング・ヴェニュー”、“ローカル・アトラクション”に選ばれました。
ファイブスター サンセットダイニグ＆ジャズクルーズ®： ハワイの船上グルメダイニングを確立したスター号は、フードネットワークを始め、 
トラベルチャンネル、ローカルメディア、海外メディアなどで紹介されています。
コースタルリビングマガジン誌： 全米４位のサンセットクルーズに選ばれました。
1992年“優秀客船デザイン賞”受賞： スター号は、ハワイでいち早くバリアフリーの設備を導入しました。
2015年〜2019年度トリップアドバイザーでエクセレンス認証を受賞： スターオブホノルル®、ロック・ア・フラ®、ロイヤルスター®。
ラグジュアリートラベルガイド： アメリカズ・ホリデー＆ツアースペシャリストの2018年クルーズ・カンパニー・オブ・ザ・イヤー賞を受賞。
ハワイマガジン： 2019年ベスト・オブ・ハワイリーダーズチョイス賞を受賞。
パシフィックビジネスニュース： 2018年ハワイで一番訪れたアトラクションとして記載。
“ベスト・サンセットディナークルーズ” ：2022年ハワイマガジン リーダーズチョイス賞を受賞。

NEW!

 

OAHU
11.2.22

Aloha on Wheels®

 From 4/1/23  SH-HC’ABOUT US



インディペンデンスデイ クルーズ

7 / 4 / 2 3（火）6 : 1 5 P M ～ 9 : 1 5 P M  ・ アロハタワーマーケットプレイス ピア８

★	往復送迎（お1人様価格）：	ワイキキ	$18.00を追加。	ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。
★	スペシャルリクエスト：	 	 や代替えアントレ（魚、チキン、ビーガン）は24時間前までに。
価格には州税4.712％と港使用税3％が含まれます。価格や内容は変更される場合もございます。	
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。

窓際席の 
セレブレーション

プランを追加！
お１人様$33.00

2023
	SH0704
02.10.23

A . D . A .
Compliantアメリカ独立記念日をスター号で祝おう！ 大人$110.00から

Copyright	©	2023	Star	of	Honolulu	Cruises	&	Events

お申し込みは旅行社
または予約課へ！
808-983-STAR(7827)・StarofHonolulu.com/jp

ノバ
シグネチャーダイニング

5コースシグネチャーディナー
メインロブスター＆	

プライムテンダーロインビーフ

スパークリングワインと
スーパープレミアムドリンク2杯

ライブジャズショー

スーパーノバルームで
プライベートテーブル

CELEBRATION
セレブレーション
デラックスディナー

5コースディナー
丸ごと１匹ロブスター＆	
テンダーロインビーフ

スパークリングワインと
プレミアムドリンク2杯

ライブジャズ

“アロハの65年®”ショーは
洋上最大キャスト

PARTY
パーティー

カジュアルエレガンス

3コースディナー
カニ、テンダーロインビーフ		

＆	BBQチキン

スターシグネチャーマイタイ

“アロハの65年®”ショーは
洋上最大キャスト

COCKTAIL
カクテル

カジュアルで楽しい

スパークリングワイン１杯

軽いおつまみ

プレミアム	ドライスナック

ライブハワイアンエンターテイメント

NOVA

大人	$25200  子供	$17600 大人	$20700  子供	$14500 大人	$16500  子供	$11600 大人	$11000  子供	$7700



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
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  ★  StarsofParadise.com

Independence Day Cruises
インディペンデンスデイ クルーズ

2023年７月４日（火） 6：15～9：15PM

OAHU
02.10.23

スターオブホノルル®号
ハワイで一番大きな1,500人乗りクルーズ船、３種の安定装置付きで、スムースセイリング。

ハワイで唯一バリアフリー、４デッキと６つのダイニングルームを備えた広い船は最高の眺めとクルーズチョイスができます。
アロハタワーマーケットプレイスのピア８より毎日出航。

ホリデークルーズ
希望小売価格 出航

下船 メニュー／お飲物 内容
送迎なし ワイキキ

送迎付き

ノバ
サンセットディナー

ジャズ ＆ 花火
大人	$252.00
子供	$176.00

大人	$270.00
子供	$194.00

6:15PM
9:15PM

5コースシグネチャーディナー
メインロブスター＆プライムテンダーロ
インビーフのアントレ、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１杯、
スーパープレミアムドリンク2杯

アメリカ独立記念を祝うクルーズは、スター号最上階の360°パノラマ
ビューと、船上から見るサンセット、花火、夜景は最高。美しいスーパー
ノバ®ルームで、5コースのシグネチャーメインロブスターとプライムテ
ンダーロインビーフディナーはプライベートのお席で。スパークリング
ワイン、スーパープレミアムドリンク、ライブジャズショー。

セレブレーション
サンセットディナー 

ショー ＆ 花火
大人	$207.00
子供	$145.00

大人	$225.00
子供	$163.00

6:15PM
9:15PM

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匹とテンダーロインビーフのアントレ、
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１杯、
プレミアムドリンク２杯

アメリカ独立記念を祝うクルーズで、船上から見るサンセットと夜景は
最高。５コースの丸ごとメインロブスター１匹とテンダーロインビーフ	
ディナー、スパークリングワイン、プレミアムドリンクにジャズ、洋上最大
キャストで贈る“アロハの65年®”ショー。

パーティー
サンセットディナー 

ショー ＆ 花火
大人	$165.00
子供	$116.00

大人	$183.00
子供	$134.00

6:15PM
9:15PM

３コースディナー
カニ、テンダーロインビーフ	＆		
BBQチキンのアントレ
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

アメリカ独立記念を祝うクルーズで、船上から見るサンセット、花火、
夜景は最高。３コースのカニ、テンダーロインビーフ	＆	BBQチキン	
ディナー、スターシグネチャーマイタイに、洋上最大キャストで贈る	
“アロハの65年®”ショー。

カクテル
サンセット ＆ 花火

大人	$110.00
子供	$77.00

大人	$128.00
子供	$95.00

6:15PM
9:15PM

チーズとフルーツの軽いおつまみ、 
ハワイアンポテトチップスとマカダミア
ナッツのプレミアムドライスナック
スパークリングワイン１杯

アメリカ独立記念日をスターオブホノルル®号で祝おう！ 高さ18.2mの
展望デッキからの眺めは最高。スパークリングワイン、おつまみ、ライブ
ハワイアンエンターテイメント付き。

セレブレーション
プラン 上記に追加で（お１人様$33.00） プライベートテーブル（窓際席は８名様迄、９名様からは内側エリア）と記念写真（お２人に１枚）、２名様より。

カクテルパッケージには適応されません。

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。子供は３歳以上11歳以下。２歳以下の子供は無料。
エンハンスメント：	クルーズに追加して特別な日をセレブレート！	ケーキ、ワイン各種から記念写真ｎなど。	詳細はウェブサイトで。
送迎：		ワイキキからバスによる往復送迎がご利用いただけます（カッコの中はピックアップ時間）。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。			
アロヒラニリゾート（4:50PM）、ラクロワ（4:50PM）、ハレコア（4:50PM）、ヒルトンハワイアンビレッジ（5:00PM）、ホテルラクロワ	（4:50PM）、	ハイアットリージェンシー（5:00PM）、	
プリンスワイキキ（4:50PM）、	シーサイドアベニュー・ロスドレスフォーレス（4:50PM）、	シェラトンワイキキ（5:00PM）、ワイキキビーチマリオット（5:00PM）。
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。
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。出港の45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。
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：	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／キャンセルポリシー：	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。	
ウェブサイトは、StarofHonolulu.com/jpをご覧ください。ファックスでのお問い合わせは、808-983-7780、Eメールはinfo@starofhonolulu.comへ。クルーズ前の24時間以内のキャンセル、または
当日お見えにならなかった場合には、100％のクルーズ料金をお支払いいただきます。10名様以上のグループの予約キャンセルに関してはお尋ねください。

アメリカ独立記念日を祝うクルーズはスターオブホノルル®号で船上から見るサンセット、花火、夜景は最高！　4つのクルーズチョイスはライブエンターテイメント付き。	窓際のプライベート
テーブルと記念写真付きセレブレーションプランの追加はディナーパッケージに。		フェスティバルな夜を数々の賞に輝く、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！

2023 SH0704HOLIDAY CRUISE



★	往復送迎（お1人様価格）：		ワイキキ$18.00を追加。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。
★ プライベートテーブル（窓際席は８名様迄、９名様からは内側エリア）とボトルスパークリングワイン（お２人に１本）、	
	 記念写真（お１人に１枚）：	$35.00	２名様より。
★	スペシャルリクエスト：	 	 や代替えアントレ（魚、チキン、ビーガン）は24時間前までに。
価格には州税4.712％と港使用税3％が含まれます。価格や内容は変更される場合もございます。	
天候により、クルーズをキャンセル/変更したり、また花火が見られない場合もあります。

スターオブホノルル ®号で新年を迎えよう！ 大人$120.00から

ニューイヤーズイブミッドナイトクルーズ

12/31/23（日）10:15PM～1/1/24（月）12:30AM・アロハタワーマーケットプレイスピア８

A . D . A .
Compliant

セレブレーション
デラックスディナー

３コースディナー
１パウンド以上の丸ごと１匹ロブスター＆	

テンダーロインビーフ

スパークリングワインと
プレミアムドリンク１杯

ライブジャズ

“アロハの65年®”ショーは
洋上最大キャスト

パーティーフェイバー

お申し込みは旅行社
または予約課へ！
808-983-STAR(7827)・StarofHonolulu.com/jp

Copyright	©	2023	Star	of	Honolulu	Cruises	&	Events

プライベートテーブルと 
ボトルスパークリング 

ワインを追加！
お１人様$35.00

2023
SH1231
02.13.23

カクテル
カジュアルに楽しむ

スパークリングワイン

軽いおつまみとプレミアムドライスナック

ライブハワイアンエンターテインメント

パーティーフェイバー

CELEBRATIONNOVA COCKTAIL

4コースシグネチャーディナー
メインロブスター＆	

プライムテンダーロインビーフ

スパークリングワインと
スーパープレミアムドリンク2杯

ライブジャズショー

スーパーノバルームで
プライベートテーブル

パーティーフェイバー

ノバ
シグネチャーダイニング

大人$27300  子供$19200 大人$22400  子供$15700 大人$12000  子供$8400



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
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  ★  StarsofParadise.com
OAHU

02.14.23

New Year’s Eve Midnight Cruises
ニューイヤーズイブミッドナイトクルーズ
2023年12月31日（日）10:15PM～2024年1月1日（月）12:30AM

新年を迎えるクルーズはスターオブホノルル®号で！	船上からの花火と夜景は最高！	2つのクルーズチョイスはライブエンターテインメントとスペシャルニューイヤーズイブ	パーティーフェイバー付き
窓際のプライベートテーブルとボトルスパークリングワインを追加してさらにフェスティブに。	ハワイで最大のクルーズ船、スターオブホノルル号で！	

スターオブホノルル®号
ハワイで一番大きな1,500人乗りクルーズ船、3種の安定装置付きで、スムースセイリング。

ハワイで唯一バリアフリー、4デッキと6つのダイニングルームを備えた広い船は最高の眺めとクルーズチョイスができます。
アロハタワーマーケットプレイスのピア8より毎日出航。

ホリデークルーズ
希望小売価格

出航
下船 メニュー／お飲物 内容

送迎なし ワイキキ
送迎付き

ノバ
ディナー、ショー 

＆花火

大人	$273.00
子供	$192.00

大人	$291.00
子供	$192.00

10:15PM
12:30AM

4コースシグネチャーディナー	
メインロブスターとプライムテンダーロ
インビーフのアントレ、コナブレンド
コーヒー、紅茶

スパークリングワイン、	
スーパープレミアムドリンク1杯

新年を祝うスターオブホノルル®号へようこそ！	
4コースのシグネチャーメインロブスターとプライムテンダーロインビ
ーフディナーはプライベートのお席で。スパークリングワイン、スーパ
ープレミアムドリンク、ライブジャズショー。パーティーフェイバーと花
火の眺め。

セレブレーション
ディナー、ショー 

＆花火

大人	$224.00
子供	$157.00

大人	$242.00
子供	$175.00

10:15PM
12:30AM

3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匹とテンダーロインビーフ
のアントレ、コナブレンドコーヒー、紅茶

スパークリングワイン、	
プレミアムドリンク1杯

新年を祝うスターオブホノルル®号へようこそ！	
3コースの1パウンド以上の丸ごとメインロブスター1匹と	
テンダーロインビーフディナー、スパークリングワイン、ライブジャズ	
“アロハの60年®”ショー、パーティーフェイバーと花火の眺め。

カクテル
ミュージック＆花火

大人	$120.00
子供	$84.00

大人	$138.00
子供	$102.00

10:15PM
12:30AM

チーズ、フルーツの軽いおつまみ
プレミアムドライスナック 
ハワイアンポテトチップスと	
マカデミアナッツ

スパークリングワイン

スターオブホノルル®で新年を祝おう！ 
高さ18.2mの展望デッキからの忘れられない眺めを楽しもう。	
スパークリングワイン、軽いおつまみ、ハワイアンエンターテインメントと
パーティーフェイバーが含まれます。

プライベートテーブルと 
ボトルスパークリング

ワイン
お１人様$35.00 プライベートテーブル（窓際席は8名様迄、9名様からは内側エリア）とボトルスパークリングワイン（お2人に2本）：	2名様より。

カクテルパッケージには追加不可。

プライベートテーブルと
ボトルスパークリング 

ワイン ＆ 記念写真
お１人様$50.00 プライベートテーブル（窓際席は8名様迄、9名様からは内側エリア）とボトルスパークリングワイン（お2人に1本）、	

記念写真（お2人に1枚）：	2名様より。	カクテルパッケージには追加不可。

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。子供は3歳以上11歳以下。2歳以下の子供は無料。
エンハンスメント：	クルーズに追加して特別な日をセレブレート！　ケーキ、ワイン各種から記念写真など。	詳細はウェブサイトで。
送迎：	ワイキキからバスによる往復送$18.00がご利用いただけます（カッコの中はピックアップ時間）。ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。			
アロヒラニリゾート（4:50PM）、ラクロワ（4:50PM）、ハレコア（4:50PM）、ヒルトンハワイアンビレッジ（5:00PM）、ホテルラクロワ	（4:50PM）、	ハイアットリージェンシー（5:00PM）、	
プリンスワイキキ（4:50PM）、	シーサイドアベニュー・ロスドレスフォーレス（4:50PM）、	シェラトンワイキキ（5:00PM）、ワイキキビーチマリオット（5:00PM）。
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。
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。
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、また花火が	
見られない場合もあります。
ドレスコード：	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／キャンセルポリシー：	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。	
ウェブサイトは、StarofHonolulu.com/jpをご覧ください。ファックスでのお問い合わせは、808-983-7780、Eメールはinfo@starofhonolulu.comへ。クルーズ前の24時間以内のキャンセル、または
当日お見えにならなかった場合には、100％のクルーズ料金をお支払いいただきます。10名様以上のグループの予約キャンセルに関してはお尋ねください。

HOLIDAY CRUISE  2023  SH1231


