THE TOUR & ACTIVITY CO.
Starwood Hotels in Waikiki
Tel: 808-931-8072 FAX: 808-923-8657
RESERVATIONS/CREDIT CARD AUTHORIZATION FORM
For STARWOOD DOLPHIN CONNECTION PROGRAM
2017 年度スターウッド・ドルフィン・コネクション・プログラムお申し込み用紙

Cardholder’s name on credit card (クレジットカード名義人のお名前):________________________________________
Cardholder’s billing address:

___________________________________________________________
Cardholder’s Phone #s: Home （ご自宅電話番号）:________________ Cel （携帯番号）:_____________________
クレジットカード名義人のご住所

Email address (クレジットカード名義人のメールアドレス):_______________________________________________
Credit Card Type (種類):______ #（番号）:______________________ CVV（CVV 番号）:____ Exp（期限）:____
クレジットカード情報

Cardholder’s Signature:_____________________________________ Date （日付）:____________________
クレジットカード名義人のご署名

Total Amount of charge （合計金額): _$_______________________________
Please book the following activities （ご予約内容）:
Date (ご希望日 - 第 3 ご希望日まであればご記入下さい): 1._______________ 2._______________3._______________
Time (ご希望時間帯): Morning (8:30am–3:15pm) / Afternoon (11:30am–5:30pm) / No Preference (時間帯希望なし)
Please circle (ご希望の時間帯をお選び下さい)

Name (プログラムご予約代表者名):________________________________________________________________
Hotel (ホノルルでのご滞在先ホテル名):______________________________ Dates （ご滞在日程）:_______________
Cell Phone# (ホノルルでご使用になる携帯番号):_______________ Email address (メールアドレス): ______________
Program （ご予約ご希望プログラム － ご参加者・ご見学者人数をご記入下さい）:
Dolphin Connection Encounter （ドルフィン・コネクション・エンカウンター）
Number of Participants:
_____ 13 years & up @ $157.06 / $167.53 per person （13 歳以上の参加者）
_____ 8 - 12 years @ $157.06 / $167.53 per person （8 歳から 12 歳の参加者） Age （年齢）:_______
_____ 3 - 7 years @ $157.06 / $167.53 per person （3 歳から 7 歳の参加者）
Age （年齢）:_______
*エンカウンタープログラムのご参加対象年齢は 3 歳以上です。
**3 歳から 7 歳のお子様がプログラムにご参加される場合、お子様１人につき 18 歳以上の大人１人の同伴（有料）が必要です。
***2017 年 6 月 1 日から 8 月 31 日はサマー料金（＄167.53）となります。

Dolphin Connection Swim Adventure （ドルフィン・コネクション・スイム・アドベンチャー）
Number of Participants:
_____ 13 years & up @ $219.88 /$230.35 per person （13 歳以上の参加者）
_____ 8 - 12 years @ $219.88 / $230.35 per person （8 歳から 12 歳の参加者） Age （年齢）:_______
*スイムアドベンチャープログラムのご参加対象年齢は 8 歳以上です。
**8 歳から 12 歳のお子様がプログラムにご参加される場合、お子様１人につき 18 歳以上の大人１人の同伴（有料）が必要です。
***2017 年 6 月 1 日から 8 月 31 日はサマー料金（＄230.35）となります。

Dolphin Connection Royal Swim （ドルフィン・コネクション・ロイヤル・スイム）
Number of Participants:
_____ 13 years & up @ $287.95 / $298.42 per person （13 歳以上の参加者）
_____ 8 - 12 years @ $287.95 / $298.42 per person （8 歳から 12 歳の参加者） Age （年齢）:_____
*ロイヤルスイムプログラムのご参加対象年齢は 8 歳以上です。
**8 歳から 12 歳のお子様がプログラムにご参加される場合、お子様１人につき 18 歳以上の大人１人の同伴（有料）が必要です。
***2017 年 6 月 1 日から 8 月 31 日はサマー料金（＄298.42）となります。

Dolphin Connection Observers （プログラム見学者）
Number of Observers: _____ 13 years & up @ $41.87 per person （13 歳以上の見学者）
_____ 3 - 12 years @ $26.17 per person （3 歳から 12 歳の見学者）
_____ 2 years & under – Free 無料 （2 歳以下の見学者）

Age （年齢）:_______
Age （年齢）:_______

Special Requests（その他リクエスト）_________________________________________________________
05/2017

