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取締役社長からのメッセージ

ホリデースケジュール

アロハ。
2018年は、観光業界に身をおく私たちに様々なチャレンジを与え
続けてます。その状況下弊社では、数々の目標に向かい前進が続い
ています。今年のいくつかのゴールの達成の例には、より多くの
若年層、幅広い客層にアピールする、
ミュージックとダンスを通した
“ハワイアンジャーニー”の新しいショーをロック・ア・フラ®に
導入から、ディリンハム地区のロイヤルスターハワイ®バス会社の
新施設ビルなどがあげられます。

ホリデーシーズンのオプションをお見逃しなく！ ご予約はオンライン又は（808）
983-7827で！ 子供料金、送迎はお尋ね下さい。料金は税込価格です。
サンクスギビング
ロック・ア・フラ®、ロイヤルハワイアンセンター4階
• 11/22/18 6:00 ～ 9:30PM
• 3つのディナーチョイスは＄109から
マジカルクリスマス
ロック・ア・フラ®、ロイヤルハワイアンセンター4階

私たちがもっとも誇りに思う成果は、
“アロハ”の精神をモットーとした安定した
サービスのためのトレーニングプログラムの強化とその結果が、お客様の声に反映
されることです。

• 12/24と12/25/18、6:00 ～ 9:30PM
• 3つのディナーチョイスは＄109から

4年連続で“エクセレンス認証”に私たちを認定してくれているトリップアドバイ
ザー、そして認定のための高評価レビューをトリップアドバイザーに投稿してくだ
さるすべてのお客様に心より感謝します。

ニューイヤーズイブ ミッドナイトクルーズ
スターオブホノルル®号、アロハタワー

マハロ！

• 12/31/18 10:15PM ～ 1/1/19 12:30AM
• 3つのディナークルーズは＄197から

代表取締役社長 & CEO

ミッドナイト ニューイヤーズ ロッキンイブ カウントダウン
ロック・ア・フラ®、ロイヤルハワイアンセンター4階

ロナルド・D・ハワード

• 12/31/18 9:45PM ～ 1/1/19 12:45AM
• 2つのディナーチョイスは＄149から

ホエールウォッチクルーズ 子供無料プロモ

ニューイヤーズイブ ミッドナイトクルーズ
ドルフィンスター®号、ケワロ湾

ホエールウォッチング新シーズンは、2019年１月２日から４月５日！ 料金は税込み
価格。往復送迎のサービスもあります。

• 12/31/18 10:30PM ～ 1/1/19 12:15AM
• お1人様＄91。21歳以上限定。

オペレーションアラート
以下の閉鎖日にご注意ください：
感謝祭
11/22/18

• ドルフィンスター®号クルーズ
• アリゾナ / アリゾナ ＆ USSミズーリ

ドルフィンスター®号 ドライドック
12/10 ～ 12/14/18

• ドルフィンスター®号クルーズ

真珠湾リメンバランス
12/7/18

• アリゾナ / アリゾナ ＆ USSミズーリ

ロック・ア・フラ® メンテナンス
12/7 ～ 12/9/18

• ロック・ア・フラ®の全てのディナーとショー

アーリーバードホエールウォッチ®

プレミアホエールウォッチ®

12:00 ～ 2:30PM

ホノルルマラソン
12/9/18

• ドルフィンスター®クルーズ
• アリゾナ / アリゾナ ＆ USSミズーリ

クルーズのみ：大人 $40、子供 $0
ブレックファスト付き：大人 $53、子供$9

クルーズのみ：大人 $55、子供 $0
ランチ付き：大人 $73、子供$10

クリスマス & 元旦
12/25/18 & 1/1/19

• ドルフィンスター®号クルーズ
• アリゾナ / アリゾナ ＆ USSミズーリ

8:45 ～ 10:45AM
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ハワイの思い出作りのステージに®
当社はお客様からのお声を大事にしております。ここで、トリップアドバイザーに寄せられたお客様の声の幾つかをご紹介しましょう。

「スターオブホノルルのファイブスター®でのディナー
は、何も言うことがない10点満点の体験でした。船の
最上階に位置するエアコンの効いたくつろぎの空間、
そしてサンセットを望む専用の散策デッキ。私は頻繁
に小旅行に行くことが多い仕事をしていますが、この
クルーズはすべての観点において、他を抜きん出る
素晴らしさでした。」
投稿者 DanaBa4321

「このクルーズは、地球に生まれた歓びを教えてくれ
る。美男美女揃いのダンサー達、炎より熱いダンス、
親戚の子のようにフレンドリーなスタッフ達、吟味され
た素材、適切な調理。船上でこれらを包み込むのは、
緩急自在のベテラン達が紡ぎ出す音楽だ。そしてさらに
これら全てを、太平洋と沈みつつある太陽と瞬き始め
たホノルルの夜景やダイヤモンドヘッドの黒い影が包み
込む。クルーズの最後に、ゲスト（観客達）とホストの
垣根は取り払われる。このときゲストは、何のために
自分達がこの島を訪れたのかを知る。そのために、この
クルーズはある。」

「素晴らしくて楽しいクルーズ。ビュッフェは美味で
スタッフは皆よく気が付く。そして美しいサンセット。
ショーは見応え満点。一番リーズナブルなパッケージを
選びましたが、最高の結果となりました。すべてが最高！
友人や家族との旅行にぴったりです。」
投稿者 ChrisRodd

投稿者 BURGERPRINCE

「予約したグリーンルーム®は一番値段の高い選択
でしたが、その価値がありました。入り口はＶＩＰ専用
に用意され、特別室グリーンルーム®のカクテルレセプ
ションでスパークリングワインを傾けながら過ごす
優雅な30分は格別。バックステージツアーを案内
するプロダクションマネージャーは深い知識を持ち、
テーブルに並ぶ料理はクオリティの高いものばかり
でした。ポリネシアのひねりが利いたショーは素晴ら
しく、卓越したパフォーマーばかり。最高の夜となり
ました。」

「私たちは、このルアウが本当に好きです。その理由
は、伝統的なルアウとロックンロールカルチャーが融
合しているからです。見事なダンスと、ショーの前に
いただくビュッフェスタイルのディナーも最高です。
ショーの後にキャストメンバーと写真を撮るのも大好
きです。とてもいい夜を過ごすことができました。」
投稿者 Anthony W

「素晴らしい一日でした。知識豊富なドライバーが運転
する立派なバスで船に到着し、バーベキューの焼き立て
バーガーランチ。そして美しいドルフィンを眺める。まだ
小さい赤ちゃんイルカもたくさんいました。その後、
スノーケルエリアに移動。スノーケルは綿密に計画され
た安全なアクティビティで、非常におすすめです。クル
ーズのスタッフは皆、とても親切でフレンドリー。船は
清潔で開放感があり、用意された軽食や設備も申し分
ありませんでした。」
投稿者 Donna E

投稿者 Robert G

「このツアーは今回のオアフ旅行で一番のアクティビ
ティであり、他に類を見ないパールハーバーでの体験
を求めている人々に、自信を持っておすすめします。
私たちのガイドを務めたカラニは経験豊富でプロフェッ
ショナル。彼の細やかな気遣いは今回の旅を特別なも
のに仕立ててくれました。」
投稿者 mzamir2018

Vow Renewal

「非常に印象的なクルーズでした。食事もスタッフも
最高で、結婚2周年を祝う感動的な時間を過ごしな
がら、結婚の誓いを新たにすることができました。
素晴らしい体験を求めるすべての人にすすめます。」
投稿者 Teresa B

「今まで行った中で一番のホエールウォッチクルーズで、
たくさんのクジラを見ることができました。船上では
非常に快適に過ごすことができ、ランチも最高。豊富な
メニューの中からチョイスすることができました。ハワイ
旅行中に体験するべき、おすすめクルーズです。」
投稿者 Jennie F

ソーシャライズしよう！
どうかフェイスブックで“いいね！”ボタンをクリック又は、インスタグラムのフォロワーになってください。マハロ！
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