
20Y ear

Anniversary

th

2 0 1 6

ロイヤルスター ハワイ モーターコーチ ツアー ＆ デスティネーションサービス社  (PUC1505-C)
予約（英語）(808)841-7827  FAX 001-1-808-832-5574

RoyalStarHawaii.com  StarsofParadise.com

OAHU
Rev 9.12.19

2020 RST4

Royal Star® Custom

DAILY DELUXE-BUS TOUR

新登場！

立てるタイプ

ご希望やニーズを
リクエストしてください

希望販売価格 / 最少人数          
● １名様より / 最小２時間より車両をチョイス。
● ホテルによってはピックアップまたはドロップオフに使用料がかかる場合もございます。
　　 ツアースケジュールの延長は、１５分間隔でチャージ。裏面のロイヤルスター®カスタムツアー®をご覧ください。
注）ツアーの基本は英語となっております。日本語、他に関してはお尋ねください。

デイリー デラックスバスツアー： ロイヤルカスタム
自分流のオアフ島の楽しみ方。いつでも、どこでも快適に、しかも効率的に皆様が期待するハワイをそのままに楽しんで頂ける方法です。新しいワゴンや 
デラックスバスなどから車種をお選びください。もっとも人気のあるツアーは、東海岸（３時間）、アリゾナメモリアル ＆ シティ（5時間）、グランドサークル 
アイランド（９時間）他。当社のお勧めは、空港到着からホテルチェックインまでの間でのツアーや、遅い出発ツアーです。ホテルチェックアウト後も、“パラダイス”体験
を満喫してください。荷物も収容。その後、皆様をピックアップし、空港あるいは最終集合地点までお送りします。アロハスピリットあふれる当社ドライバーガイドが、
忘れられない思い出作りのお手伝いをします。

含まれる物
● 新しいワゴンやデラックスバス車両：100％シートベルト、ドライブカム設備。安全重視！
  — デラックスゴールドバス (34人/58人/60人乗り)： 車内トイレ、車内ビデオ、ミントとおしぼりのサービス、乗降が簡単な車体降下装置、調節可能な 
  ヘッドレスト、フットレスト、他。 
 — ワゴン(14人乗り)： エアコン、車内は1.93mの人が立てる十分な高さ、車内ビデオ、プライバシーガラス、乗降が簡単なランニングボード、
  調節可能なシート。 
● ドライバーガイド： 当社の誇るプロフェッショナルなドライバー（トリップアドバイザーやイエルプのお客様の声を参照）は、単に詳しく説明ができるというだけ 
  でなく、全ての停車地で、お客様のお手伝いをさせていただきます。（英語のみとなります）
● 追加の入場料 / 駐車料金がかかる場合もございます。詳細は裏面参照。
● 同日サービス：ワゴンは、その日の10AMまでのお申し込みで催行。

エンハンスメント
● ドライバーによるシェルレイ： お１人様$10.00、１名様より。
● 冷たいハワイアンウォーター：１本$3.50、１本より。
● バゲージサービス：お１人様$5.00(片道）

スケジュール / ルート
● タイムリーカスタムツアー： 自由に時間を設定ください。当社のプロフェッショナルなドライバー達が、皆様のご要望に喜んでお応えします。
● 遅い出発ツアー： 何故、ホテルや空港で長い時間待つ必要があるのですか？ ここオアフでの滞在を、ユニークなツアーを入れることで最大限活用できます。
 いつでも、どこでも自分流にオアフ島をお楽しみください。更に荷物も一緒に持ち込め、空港や最終集合地点での降車の際にドライバーが皆様の
 お手伝いを致します。

ジェネラルインフォメーション
● 車種： デラックスゴールドバスまたはワゴン。 
● 追加料金： 入場料や駐車料金がかかる場合もございます。
● 休日： ロケーションやアトラクションによって休日、閉館日が異なりますので、お尋ねください。
● 服装： カジュアルな服装と歩きやすいシューズ。サングラスとカメラの持参をお勧めします。
● 予約、キャンセルについて： ご予約および詳細につきましては、ロイヤルスターハワイ®通話料無料1-800-334-6191、ハワイから（808）841-
 STAR(7827)、日本語ライン（808）983-7879、又はウェブサイト RoyalStarHawaii.com/jp まで。ファックスでのお問い合わせは、
 (808)832-5574 又は、Eメール info@royalstarhawaii.comへ。価格、内容、ルートとスケジュールは予告なしに変更される場合もございます。
 ツアー前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％の料金をお支払いいただきます。10名様以上のグループの 
 ご予約に関してはお尋ねください。



全て込み価格、追加料金なし
 （税金 / チップ / プロフェッショナルドライバーガイド / ナレーション / 配車時間込み）

各種料金や他
1) タリフ価格: PUCに申請許可されたものです（PUC 1505-C）。 価格、ルート、スケジュールは予告なしに変更される場合もございます。
2) 駐車場料金 上記の“N/A”以外には駐車料金がすべて含まれています。ロイヤルスター®カスタム１時間からのツアーの“N/A”の部分にヌウアヌパリ、モアナルアガーデン、
 State Harbor、第2次世界大戦武勲記念史跡太平洋国立記念碑とミリタリーベースを選択した場合には駐車料金がかかります。その場で直接、駐車料金をお客様がお支払いになるか、 
 又は当社に一括精算するかの選択となります。
3) 使用料：ホテルによってはピックアップまたはドロップオフに使用料がかかる場合もございます。
4) 入場券追加１人料金: モアナルアガーデン （$3.15）、アリゾナメモリアル （$1.57）、USSミズーリ （$27.00）。
5) アリゾナメモリアル、USSミズーリ 閉館日: 元旦（1/1）、感謝祭（11/26/20）、真珠湾リメンバランスデイ（12/7）、ホノルルマラソン（12/13/20）、クリスマス（12/25）。
6) 他の休日、閉館日: お尋ねください。

全て込み価格

100％シートベルト ＆ ドライブレコーダー装備オンタイム保証® 15分間隔のチャージ

ロイヤルスター® カスタムツアー料金早見表
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DAILY ROYAL STAR® CUSTOM TOUR

車種 MCI 大型バス Temsa 大型バス 駐車料金
込み

入場料
追加料金

Ref.
コード

最大乗車人数（席/バゲージ数） (60または58 / 90) (34 / 28)
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ゾーン ワイキキ コオリナ ワイキキ コオリナ

絶景東海岸
（４時間） $1,175.13 $1,405.13 $892.50 $1,065.98 ヌウアヌパリ N/A お尋ね

ください

アリゾナメモリアル ＆ シティ
（5時間） $1,385.00 $1,615.00 $1,045.85 $1,219.32 第2次世界大戦

武勲記念史跡
アリゾナ 

メモリアル RST2

ノースショア ＆ ハレイワ
（5時間） $1,380.00 $1,610.00 $1,040.85 $1,214.32 N/A N/A お尋ね

ください

USSミズーリ、 
アリゾナメモリアル & シティ

（8時間）
$2,075.00 $2,305.00 $1,566.27 $1,739.75 第2次世界大戦

武勲記念史跡

アリゾナ 
メモリアル 

USSミズーリ
RST1

グランドサークルアイランド 
＆ ハレイワ
（９時間）

$2,325.13 $2,555.13 $1,759.88 $1,933.35 ヌウアヌパリ N/A RST3
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ル

ス
タ

ー
® 

カ
ス

タ
ム

１５分間隔のチャージ $57.50 $57.50 $43.37 $43.37 N/A N/A N/A

１時間 $460.00 $690.00 $346.95 $520.42 N/A N/A RST4

2時間 $690.00 $920.00 $520.42 $693.90 N/A N/A RST4

3時間 $920.00 $1,150.00 $693.90 $867.37 N/A N/A RST4

4時間 $1,150.00 $1,380.00 $867.37 $1,040.85 N/A N/A RST4

5時間 $1,380.00 $1,610.00 $1,040.85 $1,214.32 N/A N/A RST4

6時間 $1,610.00 $1,840.00 $1,214.32 $1,387.80 N/A N/A RST4

7時間 $1,840.00 $2,070.00 $1,387.80 $1,561.27 N/A N/A RST4

8時間 $2,070.00 $2,300.00 $1,561.27 $1,734.75 N/A N/A RST4

9時間 $2,300.00 $2,530.00 $1,734.75 $1,908.22 N/A N/A RST4

2020 RST4'


