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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)
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RoyalStarHawaii.com  StarsofParadise.com

ロイヤルスター®オリジナル:  1996年創業以来の保証。     　バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

★ オンタイム保証®： 時間順守。遅れた場合には、最初の１時間が無料。                 

★ 全車100%シートベルト & ドライブレコーダー装備フリート： 安全第一。

★ 全て込みタリフ価格 ＆ 15分間隔の価格： 追加料金なしに、他にはない15分刻みで追加料金を設定でベストプライス！

★ シグネチャーデラックスゴールド大型バスフリート：全て製造後5年以内、車内トイレ付きの最新型車両、ミントとおしぼりのサービス他。
 最善の改良を加え、最高の快適さを実現。60人乗り、58人乗り、34人乗りのチョイス。車両のプロファイル参照：RS1、RS2。

★ スマートシルバー大型バスフリート： お得な料金。55人乗りと63人乗りのチョイス。車両のプロファイル参照：RS3。

★ アロハ on Wheels®： お客様にアロハをお届けする送迎会社。

これまでの実績：当社が獲得した幾つかの成果をご覧ください。

★ トリップアドバイザーのエクセレンス認証： ５年連続受賞！

★ トリップアドバイザー、イエルプ、ザ・ノット： トップ口コミサイトで５点中５点獲得。

  ロイヤルスターハワイ® デラックスツアー　　　　  ロイヤルスターハワイ®　　　　  ロイヤルスターハワイ®　

★ USSミズーリ、アリゾナメモリアル ＆ シティ（毎日催行ツアー、英語のみ）： トリップアドバイザーのホノルル内ツアーの436件中で４位に 
 ランクイン! 

当社のオハナ / 姉妹会社： シップからショアまで全ての場面で、当社の姉妹会社は、思い出作りのステージをご提供。

2020

OAHU
10.09.19

ABOUT US

目次: 手早く情報を確認するには、ウェブサイトのRoyalStarHawaii.com/jp/frequently-asked-questionsをご覧ください。

Page RS-TOP / TOP’ Terms & Operation (2pages) 予約の際に必要な事項 （2ページ）
Page RS-CF / RS-CF’ Charter Fleet / Tariff Price Chart 車両の一覧表 / 料金早見表
Page RS-DT / RS-DT’ Deluxe Tour / Custom Enhancement デラックスツアー / カスタムエンハンスメント
Page RS1-RS4 Vehicle Profiles 車両のプロファイル
Page RST1-RST４ Daily Deluxe Tour Fact Sheets 各デラックスツアーの詳細 / 他。

VT

ロック・ア・フラ®： ワイキキ最大のハワイアンショー®、
グルメダイニング、イベントコンサートを750席の 
マルチメディアシアターで提供する品質の高い 
エンターテイメントオペレーター。

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：
ハワイで唯一オンタイム保証®、100%シートベルト 
とドライブレコーダー装備のオリジナルサービスを
提供するトランスポーテーションオペレーター。

パラダイスキッチン®： パラダイスカレー® 
から7コースのシグネチャーディナーまで 
味覚と見た目も楽しめるグルメのハワイ 
のお料理を直営キッチンで提供。

パラダイス・イメージ®： ハワイの思い出
作りにかかせない写真サービスをツアー・
アトラクションに提供する写真会社。

パラダイスTo-Go®社： フラダンサーに
よるオーキッドレイのグリーティングなど
“アロハの体験”をお届けする
エンターテイメントホスピタリティの会社。

ドルフィンスター®号: 野生のイルカ
ウォッチングやパラダイスでの 
スノーケリング体験を提供する
オアフ島最大のドルフィン船舶。

新登場！

スターオブホノルル・クルーズ＆イベント®： ハワイの 
定番サンセットディナークルーズから、ホエール ＆  
ドルフィンウォッチのエコクルーズ、ホリデーや
ウェディング、プライベートパーティーを提供するオアフで
1957年に創立のプレミアクルーズオペレーター。
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見積りとご予約に関するご連絡は、いつでも可能です。週7日営業で、24時間以内にお返事します。（ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語と 
なりますのでご了承ください）。RoyalStarHawaii.com/jp/frequently-asked-questions: よくある質問・答えはこちらをご参照ください。

Quote / Confirmation / Payment / Cancellation Terms                                                                                     　　　　　　　　 
見積もり / コンファメーション / 支払い / キャンセル条件に関して。

• 見積もりに必要な情報： チャーターの日時、出発地と目的地、乗客数、お客様の連絡先（Eメール、電話番号）、ご希望の車両と台数。

• 見積もり： ファックスまたはEメールでいただいたご注文と、州の公益事業委員会（PUC 1505-C）に提出したタリフ価格に基づき見積もりを行います。

• デポジット / お支払い： すべて返金不可となります。小切手の宛名/住所は上記をご参照ください。

• コンファメーション： 50％のデポジット（返金不可、入金後）で車両の予約となります。予約完了後は、コンファメーションナンバーを発行いたします。

• 残金： チャーターされる日の15日前までに残金50％お支払いとなります。

• お支払い： 現金、現金小切手、社用小切手、ビザ、マスター、ディスカバー、銀行送金となります。

•	 異論のある場合： 請求書の領収日より10日以内にお申し立てください。 また、支払いを延滞した場合には、月1.5％の利子がかかります。

•	 全フリートキャンセル（６台以上）： ９０日以内＝50％、30日以内＝100％

•	 全フリートキャンセル（5台以内）： 30日以内＝50％、1５日以内＝100％

•	 専用のデラックスツアー： お尋ねください。

Airport / Pier Terminal Pick-Up Information　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  
空港/港到着配車時間に関して。

•	 国際線の場合： 飛行機到着予定時刻の1時間後。国内線の場合、飛行機到着予定時刻の30分後となります。

•	 電話 (808)832-5572までご連絡ください： チャーターの車両番号と待ち合せ場所をお知らせします。ご連絡後、約7～10分で車両が到着します。

•	 現地ツアーオペレーターの皆様： お客様の集合に合わせ、御社の空港 / ピアターミナルのスタッフの方から電話(808)832-5572 までご連絡ください。

•	 アメリカ本土のツアーオペレーター、直接予約、カマアイナのグループの皆様： お客様（荷物も含め）の集合に合わせ、電話 (808)832-5572 まで 
 ご連絡ください。

Our All Inclusive Tariff Price: No ｈidden costs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                  
全て込みタリフ価格：追加料金なし。
“空港到着/出発（ワイキキ）”価格には税金（州税/PUC税4.9869％、空港税７％）、チップ（$6.00/時間）などが含まれます。注：空港税は７％（到着時の
最初の２時間にかかります）。

2020 RS-TOP

OAHU
6.28.19

TERMS & OPERATION
1 OF 2

チャーター： 規約 & 手配 (1-2)

部　　署 営業時間（ハワイ時間） 電話番号 ファックス Eメール

セールス 8:00AM～5:00PM （808）841-7827 （808）832-5574 sales@royalstarhawaii.com

予約課 5:00AM～9:30PM

米国内トールフリー 
（800）334-6191

（808）832-5574 reservations@royalstarhawaii.com
（808）832-5572

住所 Royal Star Hawaii Motorcoach Tours & Destination Services®
2277 Kamehameha Highway, Honolulu, Hawaii 96819

郵便住所 ATTN: Accounting、“Royal Star Hawaii”
1540 South King Street, Honolulu, HI 96826-1919
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OAHU
11.13.19

2020 RS-TOP’

Parking / Entrance Fees                                                                                                                                                                      
駐車料金 / 入場料に関して。

下記の場所には駐車料金、入場料、入場チケット料金がかかります。価格と内容は予告なしに変更される場合もございます。

Reservations Required For Special Requests and Accessible Transportation                                                                         
スペシャルリクエストとバリアフリー送迎は予約が必要です。

クルーズ、ショー、ツアーの24時間前までにお申し出ください。歩行が困難なお客様は、車椅子用リフトを備えた送迎会社をご利用くださるようお願い 
いたします。歩行が可能なお客様で22.6kg以下の通常の車椅子（電動を除く）または電動カートをご利用の場合は、車椅子やカートを荷物収容スペースに 
入れて運ぶことが可能です（収容台数には限りがあります）。その際、免責同意書に署名する必要があります。お客様の人数が多い場合、できるだけ早い
段階でのご連絡をお願いしています。事前に予約確認の取れない場合は、お受け出来ない場合もございますのでご留意ください。

Smoke-Free / Consumables Policy　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
喫煙 / 外からの食べ物、飲み物のお持込みに関して。

当社では完全禁煙の環境をご提供しており、飲食物も乗車前にお召し上がりいただくようお願いしています。

Luggage / Lost and Found                                                                                                                                                
お忘れ物、遺失物に関して。

•	 お荷物は、チャーターが継続している間、あるいは、最終目的地に到着するまでのどちらかが先に発生する時点までは、車内に置いておけます。

•	 ロイヤルスターハワイ®は、お忘れ物、遺失物についての責任は負いかねます。車内に置き忘れた物が見つかった場合でも、返送にかかる価格はご自身 
 でご負担いただきます。

•	 チャーターをされるグループは、降車時に忘れ物がないかどうか、良くお確かめください。

Damage and Protection　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       
破損 / 賠償に関して。

ロイヤルスターハワイ®では場合によってチャーターをお断りする権限を有します。また当社の権限において、警備、追加料金、デポジット、弁償金などを 
チャージすることがあります。

Force Majeure　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     
不可抗力に関して。

ロイヤルスターハワイ®は、同社が責めを負うべき範囲を超えた制御不能な原因あるいは事由によって、直接的あるいは間接的に生じた遅延やチャーターの
不実行、あるいはサービス提供不能などのあらゆる事象に関し一切の責任を負いません。これら事由には、天災、戦争、ストライキ、営業の妨げとなる交通
渋滞や悪天候、労働争議、郵便遅滞、爆発、政府の命令、規制、機械の故障、事故、サービスの提供を不可能にするその他の予期せぬ事由を含むがこれらに
限らないものとします。どのような場合においても、ロイヤルスターハワイ®当事者側は契約上の保証の不履行にあたるか否かを問わず、相手方当事者に
発生した利益の喪失、あるいは類似のまたは非類似の付随的あるいは派生的に生じた損害に関して一切の責任を負わず、また、相手方当事者によって 
支払われた金額を超える額を支払う責任はありません。

TERMS & OPERATION
2 OF 2

チャーター： 規約 & 手配 (2-2)

場所 大型バス ワゴン

ヌウアヌパリ駐車料金 $25.13 $12.57

モアナルアガーデン駐車料金 $41.88 $6.28

モアナルアガーデン入場料 $5.24 大人

ダイヤモンドヘッドクレーター入場料 $41.88 $10.47

State Harbor入場料 $20.61 車両につき

VALR / アリゾナメモリアル入場料 $5.00 車両につき

アリゾナメモリアル予約済みチケット $1.50 お1人様につき

USS ミズーリチケット $30.37 大人

ミリタリーベース入場料 $25.00 車両につき

ホテル使用料 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。
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ロイヤルスターハワイモーターコーチ®社 (PUC1505-C)
ハワイで唯一、オンタイム保証®、100％シートベルト ＆ ドライブレコーダー装備に15分間隔のチャージのオリジナル®サービス提供。

またミントとおしぼり付きデラックスゴールドとお得なシルバー車両のユニークなサービスレベルのチョイス有り。
オアフ島、いつでも どこでも

車　　　種
座席数/バゲージ数/台数

全て込み
タリフ価格

  （空港/ワイキキ）
特　徴

デ
ラ

ッ
ク

ス
ゴ

ー
ル

ド

M
C

I 
大

型
バ

ス
　

 　

60/90/6  
58/90/13

最大のカスタムデラックス大型バスフリートは全て製造後5年以内
• ミントとおしぼりサービス、デジタル電光サイン
• 車内トイレ付き (使用無料）
• 広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、ABS、ASC、ミシュラン®タイヤ
 （再生タイヤ不使用）
• デラックスで快適な乗り心地： 乗降が簡単な車体降下装置と螺旋階段、エアコン、
  シートベルト、パノラマウインドウ、リクライニングシート、調節可能なヘッドレスト、
  フットレスト、他
• 最新のオーディオ/DVDビデオシステムは、マイクロフォン、フラットスクリーン付き

RS1

TE
M

S
A

 大
型

バ
ス

34/28/4 最新のカスタムデラックス大型バスフリート
• ミントとおしぼりサービス、デジタル電光サイン
• 車内トイレ付き (使用無料）
• 広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、ABS、ATC、 ミシュラン®タイヤ 
 （再生タイヤ不使用）
• デラックスで快適な乗り心地： 乗降が簡単な車体降下装置、エアコン、シートベルト、
  パノラマウインドウ、リクライニングシート、調節可能なヘッドレスト、フットレスト、他
• 最新のオーディオ/DVDビデオシステムは、マイクロフォン、フラットスクリーン付き

RS2

ス
マ

ー
ト

シ
ル

バ
ー

M
C

I 
大

型
バ

ス
　

　

63/88/12
55/70/4

お得なMCI大型バスフリート
• デジタル電光サイン
• 広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、ミシュラン®タイヤ （再生タイヤ不使用）
• 快適な乗り心地： エアコン、シートベルト、リクライニングシート、他
• 最新のオーディオ/DVDビデオシステムは、マイクロフォン、フラットスクリーン付き 

RS3

ワ
ゴ

ン
　

14/12/4

全て立てるタイプの新車。少人数のグループに最適なサイズ
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、AdvanceTrac ロールスタビリティ 
  コントロール、ミシュラン®タイヤ（再生タイヤ不使用）、バックアップビジョン 
  システムとアラート、全ての列にサイドカーテンエアバッグ付き
• 快適な乗り心地： エアコン、シートベルト、車内は、1.93mの人が立てる十分な 
  高さ、プライバシーガラス、乗降が簡単なランニングボード
• DVDビデオシステム

RS4

チャーター 車両一覧表： ロイヤルスター®の違いを体験
バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

REF.
コード

１時間 ＄220.01
到着/出発  ＄794.99

63人乗り
１時間 ＄201.44
到着/出発 ＄727.86

55人乗り
１時間 ＄189.43
到着/出発 ＄684.42

１時間 ＄163.48 
到着/出発 ＄590.56

１時間 ＄140.30
到着/出発 ＄506.71

新登場!

６０人乗り

値下げ！

2020 RS-CF

OAHU
11.21.19

エンハンスメント!

VT

VT

VT

1) タリフ価格はPUCに申請許可されたものです。（PUC 1505-C） 価格は予告なしに変更
 される場合もございます。
2) 全て込みタリフ価格：追加料金なし、“空港到着/出発（ワイキキ）”価格には税金（州税/ 
 PUC税4.9869％、空港税７％）、チップ（$6.00/時間）などが含まれます。注：空港税は 
 ７％（到着時の最初の２時間にかかります）。
3) 空港送迎１３％節約。
4) ハワイの旅がより楽しくなるエンハンスメントリスト(RS-DT’)もご覧ください。

5) 安全装備： TPMS（タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム）、ABS（アンチロック・ブレーキ・
 システム）、ASC（オートマチック・スタビリティ・コントロール）、ATC（オートマチック・トラクション・
 コントロール）
6)       バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour
7) 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。 
8) コオリナ/タートルベイエリアの価格はお尋ねください。

VT

CHARTER FLEET

新登場!

立てるタイプ

新登場!

６3人乗り増加

1/1/20より

ワイキキ 

１アワースペシャル 

お尋ねください!
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 ZONE A
SAMPLE with Retail Rate RETAIL
2020  Wholesale Price Contract   
Page 3,  Waikiki (Zone A)

CHARTER
PRICE 

(per hour)
ARRIVAL DEPARTURE

EACH 
ADDITIONAL 
15 Minutes

60/58 90 203.84 203.84 6.00 220.01 409.98 385.01 55.00

34 28 150.00 150.00 6.00 163.48 304.47 286.09 40.87

63 88 186.16 186.16 6.00 201.44 375.33 352.53 50.36

55 70 174.72 174.72 6.00 189.43 352.91 331.51 47.36

14 12 127.92 127.92 6.00 140.30 261.19 245.52 35.07

1.75

1.75

2.75

3.75

4.75

5.75

6.75

7.75

8.75

9.75

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Notes:

Temsa Motorcoach                  

$1,184.36

$286.09

$470.57

$409.98 

$1,307.84 $1,611.55

$490.44

$653.92

$817.40

$1,492.57

$1,682.00

$1,124.49

$1,287.97

$1,451.45

$1,303.13

$634.05

$797.53

$961.01

$1,385.80

$1,587.25

$1,788.69

$781.47

$982.92

$545.40

$734.83

$924.27

$1,113.70

$352.53

$352.91

$331.51

10.17

9.28

8.71

Arrival Airport 

$580.03

YOUR ALL INCLUSIVE WHOLESALE PRICE - Waikiki (Zone A)
INCLUSIVE WHOLESALE PRICE TOTAL   

Deluxe Gold
YOUR ALL INCLUSIVE WHOLESALE PRICE CHART (with tax and gratuity) - Waikiki (Zone A)

VEHICLE TYPE / SEATS / BAGGAGE
TARIFF              
PRICE                  

(per hour)

WHOLESALE 
PRICE TAX GRATUITY 

7.48

6.38

De
lu

xe
 G

ol
d

Sm
ar

t S
ilv

er

MCI Motorcoach 

Temsa Motorcoach

MCI Motorcoach

MCI  Motorcoach

Van 

4 Hour 

$1,733.58 

$2,200.05 

CHARTER HOURS 
CHARGE MCI MotorcoachMCI Motorcoach

$385.01 

$633.55 

$1,073.57 

$853.56 Arrival Airport + 3 Hours

Arrival Airport + 2 Hours

Arrival Airport + 4 Hours

Departure Airport 

$375.33$304.47

$2,014.44

$1,471.32

$1,293.57 

$1,513.58 

9 Hour 

8 Hour 

7 Hour 

$1,980.05 

6 Hour 

$1,953.59 

Arrival Airport + 5 Hours

Arrival Airport + 8 Hours

Arrival Airport + 6 Hours

2 Hour $660.02 

$880.02 

$1,100.03 

1 Hour 

Arrival Airport + 7 Hours

$701.50

$841.80

$982.09

$1,122.39

1)  Terms & Agreement: Refer to page 1 for Cancellation Policy. For Operational
      notes, refer to attached published "Contact, Terms & Operations."
2)  15-Minute Increment Charge: Applies to over 2 hour minimum. 

$604.33 $568.30

$805.77 $757.73

5 Hour 

3 Hour 

$1,320.03 

$1,540.04 

$1,760.04 

3)  *No Hidden Costs. Our All Inclusive prices and Airport Arrivals includes all applicable taxes 
    (4.9869% State/PUC, 7% Airport), gratuity ($6.00 per hour) and more! Note: Airport tax = 7%
    (applicable to arrivals only for the first 2 hours).

$1,812.99

$544.03

$684.33

$824.63

$964.93

$1,105.23

$1,245.53

$280.60

$420.90

$561.20

Smart Silver

Van

$261.19

$245.52

$403.73

$1,262.69

$1,402.99

Arrival Airport + 9 Hours $2,173.59 $1,614.93 $1,990.14 $1,871.43 $1,385.83

$947.17

$1,136.60

$1,326.03

$1,515.46

$1,704.90

$440.01 $326.96 $402.89 $378.87

$1,208.66

$1,007.22

$1,410.11

$980.88

$1,144.36

$1,634.80 $1,894.33

CATEGORY DELUXE GOLD SMART SILVER

VEHICLE MCI MOTORCOACH TEMSA MOTORCOACH MCI MOTORCOACH VAN

Seat Capacity 60 or 58 34 63 55 14

Baggage Capacity 90 28 88 70 12

Fleet Size 19 4 12 4 4

Per Hour: ALL INCLUSIVE
TARIFF PRICE $220.01 $163.48 $201.44 $189.43 $140.30

Per 15 Minutes: ALL INCLUSIVE
TARIFF PRICE $55.00 $40.87 $50.36 $47.36 $35.07

Charter Waikiki Hours ALL INCLUSIVE TARIFF PRICE
Waikiki / Waikele / Mililani / Kaneohe

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

2020 RS-CF’

OAHU
11.21.19

1) タリフ価格はPUCに申請許可されたものです。（PUC 1505-C）価格は予告なしに変更される
 場合もございます。
2) 全て込みタリフ価格：追加料金なし。“空港到着”価格には税金（州税/PUC税 4.9869％、 
 空港税７％）、チップ（$6.00/時間）などが含まれます。注：空港税は７％（到着時の最初の 
 ２時間にかかります）。 
3) 空港送迎１３％節約。

4) 空港到着配車時間；国際線の場合、飛行機到着予定時刻の1時間後。国内線の場合、飛行機到着
 予定時刻の30分後。
5) コオリナ/タートルベイエリアの価格はお尋ねください。
6) 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。

エンハンスメント!

ロイヤルスター®チャーター 送迎料金早見表：
ワイキキ／ワイケレ／ミリラニ／カネオヘ

バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

QUICK TARIFF CHART
Waikiki / Waikele / Mililani / Kaneohe

カテゴリー デラックスゴールド

車　　種

座席数

最大バゲージ数

フリート数

MCI 大型バス

スマートシルバー

ワゴンMCI 大型バスTEMSA 大型バス

製造後

5年以内 ベスト

プライス

全て込みタリフ価格
ワイキキ / ワイケレ / ミリラニ / カネオヘ

チャージ
する時間チャーター ワイキキ

空港到着

空港出発

空港到着 ＋ 2時間

空港到着 ＋ 3時間

空港到着 ＋ 4時間

空港到着 ＋ 5時間

空港到着 ＋ 6時間

空港到着 ＋ 7時間

空港到着 ＋ 8時間

空港到着 ＋ 9時間

2時間

1時間

3時間

4時間

5時間

6時間

7時間

9時間

8時間

 1時間：全て込み 
タリフ価格

15分：全て込み 
タリフ価格

新車!

立てるタイプ

新登場!

６０人乗り

新登場!

６3人乗り増加

1/1/20より

ワイキキ 

１アワースペシャル 

お尋ねください!



ドール
プランテーション

ヌウアヌパリ
ハワイ
平等院

ハナウマ湾

ハロナ
潮吹き穴

ダウンタウン

ハレイワ

ワイアルア コーヒー/
ソープファクトリー

ノースショアビーチ

ダイヤモンドヘッド

トロピカルファーム

ダウンタウン
パンチボール

パール
ハーバーUSS

ミズーリ

ワイキキ

ダウンタウン
パンチボール

パール
ハーバー

ワイキキ
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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

DAILY DELUXE-BUS TOUR

デイリー 
デラックス-バス

ツアー

希望
小売価格 時間帯 内　容 地　図 REF.

コード

USS 
ミズーリ、

アリゾナメモリアル 
& シティ

リザーブ 
チケットなし

大人 $94.00
子供 $63.00

リザーブ 
チケット付き

大人 $99.00
子供 $67.00

8時間
8:00AM～
4:00PM

完璧な第2次世界大戦の歴史を体験。
● パールハーバーをフルに体験（75分）リザーブチケット 
  付きまたはなし。リザーブチケット付きにはドキュメンタリー 
  フィルム、アリゾナメモリアルツアー付き。
● USS ミズーリ号（２時間）入場のリザーブチケット付き。
● 歴史ツアー（車窓） パンチボール国立記念墓地と
  ダウンタウン。
● 歴史のオリジナルビデオ、ハンドアウト、ミント、おしぼり。
● ドライバーガイド：アロハでサービス。

RST1

アリゾナ
メモリアル

＆ シティ

リザーブ 
チケットなし

大人 $44.00
子供 $30.00

リザーブ 
チケット付き

大人 $49.00
子供 $33.00

5時間
8:00AM～ 
1:00PM

ハワイのNo.1 アトラクションをお見逃しなく。
● パールハーバーをフルに体験。（75分）リザーブチケット 
  付きまたはなし。リザーブチケット付きにはドキュメンタリー
  フィルム、アリゾナメモリアルツアー付き。
● 歴史ツアー（車窓） パンチボール国立記念墓地と
  ダウンタウン。
● 歴史のオリジナルビデオ、ハンドアウト、ミント、おしぼり。
● ドライバーガイド：アロハでサービス。

RST2

グランド
サークル
アイランド
＆ ハレイワ

大人 $109.00
子供 $74.00

9時間
7:00AM～
4:00PM

オアフ島体験にハレイワの街の散策を１日で！
● 朝食：ローカルに人気のカメハメハベーカリーの 
  ポイマラサダと冷たいハワイアンウォーター。
● 他より多い人気スポット巡り：ダイヤモンドヘッド、
  ハナウマ湾、ハロナ潮吹き穴、ヌウアヌ パリ、 
  ハワイ平等院テンプル、トロピカルファーム、ノースショア 
  ビーチ、ハレイワタウン、ドールプランテーション、
  ダウンタウン。
● ハレイワタウン：90分の滞在時間でゆっくりと散策。 
  ランチの時間も。又はハレイワとワイアルア両方の
  チョイスも可能。
● 車内オリジナルビデオ上映、散策マップ、ミント、おしぼり。
● ドライバーガイド：アロハでサービス。

RST3

ロイヤルスター®
カスタム

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。

最少2時間
より

オアフ島を自分流に楽しもう！
● 到着日または遅い出発ツアー：時間を有効に使って
  “パラダイス”を満喫！
● ワゴンは同日サービス！ その日の10AMまでの 
  お申し込みで催行。

ご希望やニーズを
リクエストしてください。 RST4

5) ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。
6) 毎日催行のツアーは英語となっております。
7） デラックス大型バスのバーチャルツアーは、RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtourをご覧ください。 
8) スケジュール / ルートは変更となる場合もございます。　は停車、　は車窓となります。

1) 子供は３歳以上11歳以下。２歳以下の子供は無料。
2) 上記の価格には税金、サービス料が含まれております。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
　  場合もごさいます。
3) 不催行日については、各ファクトシートをご覧ください。
4) 書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

2020 RS-DT

OAHU
11.5.19

人気

車内トイレ付き 
デラックスバス

デラックス-バス ツアー：ワンランク上のツアーを体験
快適な乗り心地に安心車内トイレ付き

新登場!

新登場!

新登場!
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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

1) 価格は特別に記載のない限り、１人につきです。
2) 上記価格には、税金が含まれています。価格と内容は、変更される場合もございます。 
3) コンファメーション、キャンセルの条件はエンハンスメントにより異なりますのでお尋ねください。

4) ボトルウォーター持ち込み料は、$100.00。
6) ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

チャーターエンハンスメント 希望
小売価格 内　　　　容 イメージ

グ
リ

ー
テ

ィ
ン

グ

フラダンサーによる 
オーキッドのレイ

$１9．００
お1人様

空港で美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。２０名
様より。100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。 N/A

ハワイアン
ウェルカム：
レイ、フラ＆ウクレレ

$29．００
お1人様

空港で 美しいフラダンサーがフレッシュレイでお出迎え。 ウクレレ 
演奏とフラダンスも。まさに“ハワイ！”写真のチャンス。２０名様より。 
100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。

N/A

ウクレレ $350.00
奏者１人 空港でウクレレ演奏によるお出迎えのハワイ。 N/A

ドライバーによる 
シェルレイ

$１０．００
お1人様

お客様の到着時にドライバーがシェルレイでお出迎え。
ハワイアンバケーションの素敵な始まり！ 1名様より。 N/A

冷たいハワイアン
ウォーター

$3.５０
１本

最もリクエストが多いエンハンスメント。長時間のフライトの後に
最適！ １名様より。 N/A

バ
ゲ

ー
ジ

 ＆
ポ

ー
タ

ー

バゲージサービス
片道

$5.00
お1人様

車の止まっている道路脇から、
車の荷物収容スペースへの荷物の
出し入れ。

最大収容荷物：
● デラックスゴールド：90個
● デラックスTemsa：28個
● シルバー63人乗り：88個
● シルバー55人乗り：70個
● ワゴン：12個

N/A

ポーターサービス
片道

$5.00
お1人様

空港のターンテーブルから、 車の
止まっている道路脇まで。または、
道路脇からエアラインカウンター
までの荷物の移動。（アメリカ
国内線のみ）

デ
ラ

ッ
ク

ス
サ

ー
ビ

ス

デラックス ゴールド
サービス

無料の
サービス ミントとおしぼりのサービスはデラックス ゴールドに含まれます。 N/A

デジタル電光サイン 無料の
サービス

“お客様のグループ名”の表示にきっと感動するでしょう。
４８時間前までに予約。最高３２文字で英語のみ。 N/A

マグネット サイン $３２０．００ 
（２セット）

４色、マグネット式サイン、持込手数料。正面用サイン：縦２５.４cm 
ｘ 横89cm、サイド用のサイン：縦36cm x 横89cm。１０日以内
にベクターファイルを提出。手数料、ご自分のマグネット式サインを
使用する際の詳細はお尋ねください。

N/A

ガ
イ

ド

ドライバーガイド $10.00
追加１時間につき

ナレーション付きツアー用のできる
プロフェッショナルなドライバー。
英語または日本語。 最小必要時間がかかります。

詳細はお尋ねください。 N/A

ガイド お尋ねください。 ガイドを手配することもできます。

ツ
ア

ー

ツアー ＆ アクティビティ お尋ねください。

ディナー、アクティビティで思い出のハワイを： 人気のスターオブ
ホノルル®号のサンセットディナー、ホエールウォッチングクルーズ、
ドルフィンスター®号のドルフィンウォッチとスノーケリングクルーズ、
ワイキキでロック・ア・フラ®のルアウビュッフェ ＆ ショーなど。

N/A

CHARTER ENHANCEMENT 2020 RS-DT’

OAHU
11.5.19

エンハンスメントで簡単カスタムチャーターを！
ロイヤルスター®でオアフ島を自分流に楽しもう。

REF.
コード

人気！

新登場！

新登場！

新登場！

トリップアドバイザー
5 OUT OF 5

新登場！
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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

2020 RS1

OAHU
10.2.19

Deluxe Gold MCI Motorcoach

エンハンスメント

 デラックスゴールド MCI大型バス 60席 / 6台 58席 / 13台 

VT
最新のカスタムデラックス大型バスフリートは全て製造後５年以内 -
当社のシグネチャーフリート

• ミントとおしぼりサービス、デジタル電光サイン
• 車内トイレ付き（使用無料）
• 広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS（タイヤ・プレッシャー・
 モニタリング・システム）、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）、
 ASC（オートマチック・スタビリティ・コントロール）、ミシュラン®
 タイヤ（再生タイヤ不使用）
• デラックスで快適な乗り心地： 乗降が簡単な車体降下装置と
 螺旋階段、エアコン、シートベルト、パノラマウインドウ、
 リクライニングシート、調節可能なヘッドレスト、フットレスト、他。
• 最新のオーディオ / DVDビデオシステムは、マイクロフォン、
 フラットスクリーン付き 

車両の最新技術仕様
• 車体サイズ： 全長13.7m、幅 2.6m、高さ 3.6m
• エコフレンドリー： 自動車、飛行機、電車より二酸化炭素排出量が少ない。
• アーティキュレート式タグ・アクスル(車軸)： 最小回転半径2.5m
• 430馬力のターボチャージ： 1200フットパウンドのトルク。
• 6つの車内コンピュータでコントロール： エンジン、トランス
 ミッション、サスペンション、ブレーキ、エアコン、タイヤモニタリング
• 変速ショックの少ない６段階オートマチック・トランスミッションと
 エンジンブレーキ付き。

オペレーション インフォ & 他
• デジタル電光サイン： 48時間前までに予約。最高32文字で英語のみ。

• バゲージ： 荷物90個。手荷物は車内持ち込み可。

•  　　バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtourVT

ロイヤルスター®オリジナル：
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

新登場!

６０人乗り



2019 RS1'Deluxe Gold MCI Motorcoach Lift Bus
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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

1)	 価格は特別に記載のない限り、１人につきです。
2)	 上記価格には、税金が含まれています。価格と内容は、変更される場合もございます。	
3)	 コンファメーション、キャンセルの条件はエンハンスメントにより異なりますのでお尋ねください。

4)	ボトルウォーター持ち込み料は、$100.00。
6)	ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

チャーターエンハンスメント 希望
小売価格 内　　　　容 イメージ

グ
リ

ー
テ

ィ
ン

グ

フラダンサーによる	
オーキッドのレイ

$１9．００
お1人様

空港で美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。２０名
様より。100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。 N/A

ハワイアン
ウェルカム：
レイ、フラ＆ウクレレ

$29．００
お1人様

空港で	美しいフラダンサーがフレッシュレイでお出迎え。	ウクレレ	
演奏とフラダンスも。まさに“ハワイ！”写真のチャンス。２０名様より。	
100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。

N/A

ウクレレ $350.00
奏者１人 空港でウクレレ演奏によるお出迎えのハワイ。 N/A

ドライバーによる	
シェルレイ

$１０．００
お1人様

お客様の到着時にドライバーがシェルレイでお出迎え。
ハワイアンバケーションの素敵な始まり！	1名様より。 N/A

冷たいハワイアン
ウォーター

$3.５０
１本

最もリクエストが多いエンハンスメント。長時間のフライトの後に
最適！	１名様より。 N/A

バ
ゲ

ー
ジ

 ＆
ポ

ー
タ
ー

バゲージサービス
片道

$5.00
お1人様

車の止まっている道路脇から、
車の荷物収容スペースへの荷物の
出し入れ。

最大収容荷物：
●	デラックスゴールド：90個
●	デラックスTemsa：28個
●	シルバー63人乗り：88個
●	シルバー55人乗り：70個
●	ワゴン：12個

N/A

ポーターサービス
片道

$5.00
お1人様

空港のターンテーブルから、	車の
止まっている道路脇まで。または、
道路脇からエアラインカウンター
までの荷物の移動。（アメリカ
国内線のみ）

デ
ラ

ッ
ク

ス
サ

ー
ビ

ス

デラックス ゴールド
サービス

無料の
サービス ミントとおしぼりのサービスはデラックス	ゴールドに含まれます。 N/A

デジタル電光サイン 無料の
サービス

“お客様のグループ名”の表示にきっと感動するでしょう。
４８時間前までに予約。最高３２文字で英語のみ。 N/A

マグネット サイン $３２０．００	
（２セット）

４色、マグネット式サイン、持込手数料。正面用サイン：縦２５.４cm	
ｘ	横89cm、サイド用のサイン：縦36cm	x	横89cm。１０日以内
にベクターファイルを提出。手数料、ご自分のマグネット式サインを
使用する際の詳細はお尋ねください。

N/A

ガ
イ

ド

ドライバーガイド $10.00
追加１時間につき

ナレーション付きツアー用のできる
プロフェッショナルなドライバー。
英語または日本語。 最小必要時間がかかります。

詳細はお尋ねください。 N/A

ガイド お尋ねください。 ガイドを手配することもできます。

ツ
ア

ー

ツアー ＆ アクティビティ お尋ねください。

ディナー、アクティビティで思い出のハワイを：	人気のスターオブ
ホノルル®号のサンセットディナー、ホエールウォッチングクルーズ、
ドルフィンスター®号のドルフィンウォッチとスノーケリングクルーズ、
ワイキキでロック・ア・フラ®のルアウビュッフェ	＆	ショーなど。

N/A

CHARTER ENHANCEMENT 2020 RS-DT’

OAHU
11.5.19

エンハンスメントで簡単カスタムチャーターを！
ロイヤルスター®でオアフ島を自分流に楽しもう。

REF.
コード

人気！

新登場！

新登場！

新登場！

トリップアドバイザー
5 OUT OF 5

新登場！



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

最新のカスタムデラックス大型バスフリート

•  ミントとおしぼりサービス、デジタル電光サイン
•  車内トイレ付き（使用無料）
•  広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
•  安全装備： ドライブレコーダー、TPMS（タイヤ・プレッシャー・
 モニタリング・システム）、ABS（アンチロック・ブレーキ・システム）、
 ATC（オートマチック・トラクション・コントロール）、ミシュラン®
 タイヤ（再生タイヤ不使用）
•  デラックスで快適な乗り心地： 乗降が簡単な車体降下装置、
 エアコン、シートベルト、パノラマウインドウ、リクライニング
 シート、調節可能なヘッドレスト、フットレスト、他
•  最新のオーディオ / DVDビデオシステムは、マイクロフォン、
 フラットスクリーン付き 

OAHU
10.2.19

2020 RS2

値下げ！ VT

オペレーション インフォ & 他
•  デジタル電光サイン： 48時間前までに予約。最高32文字で英語のみ。
•  バゲージ： 荷物28個。手荷物は車内持ち込み可。
•  　　バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

車両の最新技術仕様
•  車体サイズ： 全長9.4m、幅 2.4m、高さ 3.3m
•  エコフレンドリー： 二酸化炭素排出量が少ない、全てLEDライト。
•  優れた回転半径: ８．５m
•  250馬力のターボチャージ： 660フットパウンドのトルク。
•  ６つの車内コンピューターでコントロール： エンジン、トランスミッション、
 サスペンション、ブレーキ、エアコン、タイヤモニタリング。
•  ６スピードのオートマチック トランスミッション、リターダ付き
•  安全で頑強： 全てステンレススティールモーターコーチコンストラクション。

VT

ロイヤルスター®オリジナル：
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

 デラックスゴールド Temsa大型バス 34席 フリート４台 

Deluxe Gold Temsa Motorcoach

エンハンスメント



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

1)	 価格は特別に記載のない限り、１人につきです。
2)	 上記価格には、税金が含まれています。価格と内容は、変更される場合もございます。	
3)	 コンファメーション、キャンセルの条件はエンハンスメントにより異なりますのでお尋ねください。

4)	ボトルウォーター持ち込み料は、$100.00。
6)	ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

チャーターエンハンスメント 希望
小売価格 内　　　　容 イメージ

グ
リ

ー
テ

ィ
ン

グ

フラダンサーによる	
オーキッドのレイ

$１9．００
お1人様

空港で美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。２０名
様より。100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。 N/A

ハワイアン
ウェルカム：
レイ、フラ＆ウクレレ

$29．００
お1人様

空港で	美しいフラダンサーがフレッシュレイでお出迎え。	ウクレレ	
演奏とフラダンスも。まさに“ハワイ！”写真のチャンス。２０名様より。	
100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。

N/A

ウクレレ $350.00
奏者１人 空港でウクレレ演奏によるお出迎えのハワイ。 N/A

ドライバーによる	
シェルレイ

$１０．００
お1人様

お客様の到着時にドライバーがシェルレイでお出迎え。
ハワイアンバケーションの素敵な始まり！	1名様より。 N/A

冷たいハワイアン
ウォーター

$3.５０
１本

最もリクエストが多いエンハンスメント。長時間のフライトの後に
最適！	１名様より。 N/A

バ
ゲ

ー
ジ

 ＆
ポ

ー
タ
ー

バゲージサービス
片道

$5.00
お1人様

車の止まっている道路脇から、
車の荷物収容スペースへの荷物の
出し入れ。

最大収容荷物：
●	デラックスゴールド：90個
●	デラックスTemsa：28個
●	シルバー63人乗り：88個
●	シルバー55人乗り：70個
●	ワゴン：12個

N/A

ポーターサービス
片道

$5.00
お1人様

空港のターンテーブルから、	車の
止まっている道路脇まで。または、
道路脇からエアラインカウンター
までの荷物の移動。（アメリカ
国内線のみ）

デ
ラ

ッ
ク

ス
サ

ー
ビ

ス

デラックス ゴールド
サービス

無料の
サービス ミントとおしぼりのサービスはデラックス	ゴールドに含まれます。 N/A

デジタル電光サイン 無料の
サービス

“お客様のグループ名”の表示にきっと感動するでしょう。
４８時間前までに予約。最高３２文字で英語のみ。 N/A

マグネット サイン $３２０．００	
（２セット）

４色、マグネット式サイン、持込手数料。正面用サイン：縦２５.４cm	
ｘ	横89cm、サイド用のサイン：縦36cm	x	横89cm。１０日以内
にベクターファイルを提出。手数料、ご自分のマグネット式サインを
使用する際の詳細はお尋ねください。

N/A

ガ
イ

ド

ドライバーガイド $10.00
追加１時間につき

ナレーション付きツアー用のできる
プロフェッショナルなドライバー。
英語または日本語。 最小必要時間がかかります。

詳細はお尋ねください。 N/A

ガイド お尋ねください。 ガイドを手配することもできます。

ツ
ア

ー

ツアー ＆ アクティビティ お尋ねください。

ディナー、アクティビティで思い出のハワイを：	人気のスターオブ
ホノルル®号のサンセットディナー、ホエールウォッチングクルーズ、
ドルフィンスター®号のドルフィンウォッチとスノーケリングクルーズ、
ワイキキでロック・ア・フラ®のルアウビュッフェ	＆	ショーなど。

N/A

CHARTER ENHANCEMENT 2020 RS-DT’

OAHU
11.5.19

エンハンスメントで簡単カスタムチャーターを！
ロイヤルスター®でオアフ島を自分流に楽しもう。

REF.
コード

人気！

新登場！

新登場！

新登場！

トリップアドバイザー
5 OUT OF 5

新登場！



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

 スマート シルバー MCI大型バス 63席 / 12台 55席 / 4台 

車両の最新技術仕様
• 車体サイズ： 63人乗り 全長13.7m、幅 2.6m、高さ 3.5m、
 55人乗り 全長12.2m、幅 2.6m、高さ 3.5m
• 400馬力のターボチャージ、V8ディーゼルエンジン
• ４段階オートマチック・トランスミッション、エアサスペンション
• ６気筒、A/Cコンプレッサー
• 荷物収容スペース： 63人乗り 400立方フィート、
 55人乗り 319立方フィート

オペレーション インフォ & 他

• デジタル電光サイン： 48時間前までに予約。最高32文字で英語のみ。

• バゲージ： 63人乗り 荷物88個、55人乗り 荷物70個。
 手荷物は車内持ち込み可。

•  　　バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

Smart Silver MCI Motorcoach 2020 RS3

OAHU
10.2.19

お得なMCI大型バスフリート

•  デジタル電光サイン
•  広い荷物収容スペースと頭上の荷物棚
•  安全装備： ドライブレコーダー、TPMS（タイヤ・
 プレッシャー・モニタリング・システム）、ミシュラン®タイヤ
 （再生タイヤ不使用）
•  快適な乗り心地： エアコン、シートベルト、
 リクライニングシート、他。
•  最新のオーディオ / DVDビデオシステムは、マイクロフォン、
 フラットスクリーン付き 

VT

VT

ロイヤルスター®オリジナル：
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

新登場!

６3人乗り増加

エンハンスメント



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

1)	 価格は特別に記載のない限り、１人につきです。
2)	 上記価格には、税金が含まれています。価格と内容は、変更される場合もございます。	
3)	 コンファメーション、キャンセルの条件はエンハンスメントにより異なりますのでお尋ねください。

4)	ボトルウォーター持ち込み料は、$100.00。
6)	ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

チャーターエンハンスメント 希望
小売価格 内　　　　容 イメージ

グ
リ

ー
テ

ィ
ン

グ

フラダンサーによる	
オーキッドのレイ

$１9．００
お1人様

空港で美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。２０名
様より。100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。 N/A

ハワイアン
ウェルカム：
レイ、フラ＆ウクレレ

$29．００
お1人様

空港で	美しいフラダンサーがフレッシュレイでお出迎え。	ウクレレ	
演奏とフラダンスも。まさに“ハワイ！”写真のチャンス。２０名様より。	
100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。

N/A

ウクレレ $350.00
奏者１人 空港でウクレレ演奏によるお出迎えのハワイ。 N/A

ドライバーによる	
シェルレイ

$１０．００
お1人様

お客様の到着時にドライバーがシェルレイでお出迎え。
ハワイアンバケーションの素敵な始まり！	1名様より。 N/A

冷たいハワイアン
ウォーター

$3.５０
１本

最もリクエストが多いエンハンスメント。長時間のフライトの後に
最適！	１名様より。 N/A

バ
ゲ

ー
ジ

 ＆
ポ

ー
タ
ー

バゲージサービス
片道

$5.00
お1人様

車の止まっている道路脇から、
車の荷物収容スペースへの荷物の
出し入れ。

最大収容荷物：
●	デラックスゴールド：90個
●	デラックスTemsa：28個
●	シルバー63人乗り：88個
●	シルバー55人乗り：70個
●	ワゴン：12個

N/A

ポーターサービス
片道

$5.00
お1人様

空港のターンテーブルから、	車の
止まっている道路脇まで。または、
道路脇からエアラインカウンター
までの荷物の移動。（アメリカ
国内線のみ）

デ
ラ

ッ
ク

ス
サ

ー
ビ

ス

デラックス ゴールド
サービス

無料の
サービス ミントとおしぼりのサービスはデラックス	ゴールドに含まれます。 N/A

デジタル電光サイン 無料の
サービス

“お客様のグループ名”の表示にきっと感動するでしょう。
４８時間前までに予約。最高３２文字で英語のみ。 N/A

マグネット サイン $３２０．００	
（２セット）

４色、マグネット式サイン、持込手数料。正面用サイン：縦２５.４cm	
ｘ	横89cm、サイド用のサイン：縦36cm	x	横89cm。１０日以内
にベクターファイルを提出。手数料、ご自分のマグネット式サインを
使用する際の詳細はお尋ねください。

N/A

ガ
イ

ド

ドライバーガイド $10.00
追加１時間につき

ナレーション付きツアー用のできる
プロフェッショナルなドライバー。
英語または日本語。 最小必要時間がかかります。

詳細はお尋ねください。 N/A

ガイド お尋ねください。 ガイドを手配することもできます。

ツ
ア

ー

ツアー ＆ アクティビティ お尋ねください。

ディナー、アクティビティで思い出のハワイを：	人気のスターオブ
ホノルル®号のサンセットディナー、ホエールウォッチングクルーズ、
ドルフィンスター®号のドルフィンウォッチとスノーケリングクルーズ、
ワイキキでロック・ア・フラ®のルアウビュッフェ	＆	ショーなど。

N/A

CHARTER ENHANCEMENT 2020 RS-DT’

OAHU
11.5.19

エンハンスメントで簡単カスタムチャーターを！
ロイヤルスター®でオアフ島を自分流に楽しもう。

REF.
コード

人気！

新登場！

新登場！

新登場！

トリップアドバイザー
5 OUT OF 5

新登場！
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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

 スマート シルバー ワゴン 14席 フリート４台 

車両の最新技術仕様
•  車体サイズ： 全長6.6m、幅 1.98m、高さ 2.8m。
•  ターボディーゼルエンジンの低いrpm値によるスムーズな加速。
•  大径（ディスク）大型オルタネーター。

オペレーション インフォ & 他
•  バゲージ： 荷物12個。手荷物は車内持ち込み可。

Smart Silver Van 2020 RS4

OAHU
10.2.19

全て立てるタイプの新車。少人数のグループに最適なサイズ

• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、AdvanceTrac ロール 
 スタビリティコントロール、ミシュラン®タイヤ（再生タイヤ不使用）、 
 バックアップビジョンシステムとアラート、全ての列に 
 サイドカーテンエアバッグ付き

• 快適な乗り心地： エアコン、シートベルト、車内は1.93mの人が立てる 
 十分な高さ、プライバシーガラス、乗降が簡単なランニングボード

• DVDビデオシステム

• 同日サービスで美しいオアフ島を満喫

ロイヤルスター®オリジナル：
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

新登場!

立てるタイプ
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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

1)	 価格は特別に記載のない限り、１人につきです。
2)	 上記価格には、税金が含まれています。価格と内容は、変更される場合もございます。	
3)	 コンファメーション、キャンセルの条件はエンハンスメントにより異なりますのでお尋ねください。

4)	ボトルウォーター持ち込み料は、$100.00。
6)	ご質問、返答、電話、書面、Eメール、すべて英語となりますのでご了承ください。

チャーターエンハンスメント 希望
小売価格 内　　　　容 イメージ

グ
リ

ー
テ

ィ
ン

グ

フラダンサーによる	
オーキッドのレイ

$１9．００
お1人様

空港で美しいフラダンサーがオーキッドのお花のレイでお出迎え。２０名
様より。100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。 N/A

ハワイアン
ウェルカム：
レイ、フラ＆ウクレレ

$29．００
お1人様

空港で	美しいフラダンサーがフレッシュレイでお出迎え。	ウクレレ	
演奏とフラダンスも。まさに“ハワイ！”写真のチャンス。２０名様より。	
100名様以上のスペシャルプライスはお尋ねください。

N/A

ウクレレ $350.00
奏者１人 空港でウクレレ演奏によるお出迎えのハワイ。 N/A

ドライバーによる	
シェルレイ

$１０．００
お1人様

お客様の到着時にドライバーがシェルレイでお出迎え。
ハワイアンバケーションの素敵な始まり！	1名様より。 N/A

冷たいハワイアン
ウォーター

$3.５０
１本

最もリクエストが多いエンハンスメント。長時間のフライトの後に
最適！	１名様より。 N/A

バ
ゲ

ー
ジ

 ＆
ポ

ー
タ
ー

バゲージサービス
片道

$5.00
お1人様

車の止まっている道路脇から、
車の荷物収容スペースへの荷物の
出し入れ。

最大収容荷物：
●	デラックスゴールド：90個
●	デラックスTemsa：28個
●	シルバー63人乗り：88個
●	シルバー55人乗り：70個
●	ワゴン：12個

N/A

ポーターサービス
片道

$5.00
お1人様

空港のターンテーブルから、	車の
止まっている道路脇まで。または、
道路脇からエアラインカウンター
までの荷物の移動。（アメリカ
国内線のみ）

デ
ラ

ッ
ク

ス
サ

ー
ビ

ス

デラックス ゴールド
サービス

無料の
サービス ミントとおしぼりのサービスはデラックス	ゴールドに含まれます。 N/A

デジタル電光サイン 無料の
サービス

“お客様のグループ名”の表示にきっと感動するでしょう。
４８時間前までに予約。最高３２文字で英語のみ。 N/A

マグネット サイン $３２０．００	
（２セット）

４色、マグネット式サイン、持込手数料。正面用サイン：縦２５.４cm	
ｘ	横89cm、サイド用のサイン：縦36cm	x	横89cm。１０日以内
にベクターファイルを提出。手数料、ご自分のマグネット式サインを
使用する際の詳細はお尋ねください。

N/A

ガ
イ

ド

ドライバーガイド $10.00
追加１時間につき

ナレーション付きツアー用のできる
プロフェッショナルなドライバー。
英語または日本語。 最小必要時間がかかります。

詳細はお尋ねください。 N/A

ガイド お尋ねください。 ガイドを手配することもできます。

ツ
ア

ー

ツアー ＆ アクティビティ お尋ねください。

ディナー、アクティビティで思い出のハワイを：	人気のスターオブ
ホノルル®号のサンセットディナー、ホエールウォッチングクルーズ、
ドルフィンスター®号のドルフィンウォッチとスノーケリングクルーズ、
ワイキキでロック・ア・フラ®のルアウビュッフェ	＆	ショーなど。

N/A

CHARTER ENHANCEMENT 2020 RS-DT’

OAHU
11.5.19

エンハンスメントで簡単カスタムチャーターを！
ロイヤルスター®でオアフ島を自分流に楽しもう。

REF.
コード

人気！

新登場！

新登場！

新登場！

トリップアドバイザー
5 OUT OF 5

新登場！
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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

希望販売価格
● リザーブチケットなし： 大人 $94.00 ●　子供（3～11歳）$63.00
● リザーブチケット付き： 大人 $99.00 ●　子供（3～11歳）$67.00
● ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

デイリー デラックスバスツアー： USSミズーリ、アリゾナメモリアル ＆ シティ （毎日運行 8時間、英語のみとなります）              　                                                                 
完璧な第2次世界大戦の歴史体験は、贅沢で快適な乗り心地のデラックスバスツアーで。8時間のパールハーバーをフルに体験するツアーに含まれるものは、
第2次世界大戦武勲記念史跡を訪れ（予約済みリザーブチケット付きにはアリゾナメモリアルツアーが含まれます）、第2次世界大戦終結の場、USS戦艦
ミズーリ号に乗船します。船上で完璧な歴史ツアーを体験しよう。パンチボール国立記念墓地と歴史のダウンタウンも訪れます。快適な乗り心地をお約束
するデラックスバスが誇るワンランク上のデラックスツアーをご体験ください。当社のデラックスバスは、車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼり
のサービス、ハンドアウト他付き。さらに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。

含まれるもの
● アリゾナメモリアル/第2次世界大戦武勲記念史跡（75分間）：ビジターセンターの２つのミュージアム、ウォーターフロントの展示品、ブックストア、 
 スナックショップなどお楽しみください。予約済みリザーブチケット付きは、アリゾナメモリアルの第２次世界大戦の23分間のドキュメンタリーフィルムや 
 アリゾナ記念館を巡ります。
● フォード島のUSS戦艦ミズーリ号に乗船してください。（2時間）予約済みチケット付きです。メモリアルの公開エリアの大部分では、当時の施設や 
 生活環境がそのまま展示されていますので、是非、戦艦上での“生活”を体験してみてください。
● 完璧な歴史ツアーを体験する為にパンチボール国立記念墓地とイオラニ宮殿、キングカメハメハ像などのあるダウンタウンを訪れます（車窓）。
● ワンランク上のデラックスバスツアー：当社のデラックスバスは、車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス、ハンドアウト他が付き、
 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。
● 当社の誇るドライバーガイド：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。

スケジュール / ルート
7:55AM ワイキキからピックアップ 
9:15AM アリゾナメモリアル（75分間）
11:00AM USS ミズーリ（2時間）
2:30PM パンチボール国立記念墓地とダウンタウン（車窓）
4:00PM ワイキキ帰着

注）スケジュール / ルートは変更となる場合もございます。　は停車、　は車窓となります。

ジェネラルインフォメーション
● 車種： デラックスバス 車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス他付き。
● ツアー時間： 7:55AM～4:00PM。休日： 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）。
● ピックアップ場所： 各ホテルとお迎え時間はトランスポテーション スケジュールを参照。ゴールドカラーの車種がお迎え、又は(808)983-7737まで。
● 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。
● 安全のため： アリゾナメモリアルにはバッグはお持込出来ませんがビジターセンターに荷物一時預かり所（有料）があります。
● 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）983- STAR(7827)、日本語ライン（808）983-7879、又はウェブサイト StarofHonolulu.com/jp まで。ファックスでの
　 お問い合わせは、(808)983-7780 又は、Eメール info@starofhonolulu.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。

2020 RST1DAILY DELUXE-BUS TOUR

USS Missouri, Arizona Memorial & City 
(8 Hours: 8:00AM – 4:00PM)

OAHU
9.12.19

価格には税金が含まれます

ダウンタウン
パンチボール

パール
ハーバーUSS

ミズーリ

ワイキキ



2020 RST1’7:55AM ワイキキお迎え
9:15AM アリゾナメモリアル
11:00AM USS ミズーリ号
2:30PM パンチボール国立記念墓地と
 ダウンタウン
4:00PM ワイキキ帰着

アリゾナメモリアルでは、リザーブ
チケットある、なしのチョイス付き。

USSミズーリの入場料は含まれます。

快適な乗り心地のデラックスバスツアーは、車内トイレ、ビデオ上映、ミントとおしぼりのサービスに、当社の誇るドライバーガイド付き

完璧な第2次世界大戦の歴史体験！

ドライバーの詳しいナレーション車内トイレ付きデラックスバス 歴史のオリジナルビデオ上映

各停車地で
お客様のお手伝い

アリゾナメモリアルの
リザーブチケットある、なしの

オプション付き
（75分間）

USS ミズーリの
リザーブチケット付き

（2時間）

ダウンタウン
（車窓）

パンチボール国立記念墓地
（車窓）

ミントとおしぼりの
サービス

ご利用に関してのガイドライン
● 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。

● 安全のため： アリゾナメモリアルにはバッグはお持込出来ませんがビジターセンターに荷物一時預かり所（有料）があります。

● ルート / スケジュール： 交通や他の事情により、ルート（道順）やスケジュールが変更される場合もございますのでご了承ください。

● 注： この毎日運行のツアーは英語のみとなります。専用チャーターの場合は日本語可能。お尋ねください。

2020
9.12.19

DAILY DELUXE-BUS TOUR

アラモアナ 
マフコナ通り 7:55 ハイアットリージェンシー

コア通り、緑色のオーニングの下 8:30

アンバサダー
ナマハナ通り 8:15 イリカイ

アラモアナ通り入口、旗竿 8:00

ハレコア
フロント入口 8:10 シーサイドアベニュー

ロス ドレス フォー レス 8:25

ヒルトンハワイアンビレッジ
グランドアイランダーのバスデポット 8:05 ワイキキビーチマリオット

パオアカラニ通り バス乗降区域 8:40

ホクラニワイキキ
ルーワーズ通り、PF Chang’sの向かい 8:20

ワイキキからの送迎スケジュール

USSミズーリ、アリゾナメモリアル ＆ シティ
（8時間： 8:00AM ～ 4:00PM）
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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
9.12.19

希望販売価格
● リザーブチケットなし： 大人 $44.00 ●　子供（3～11歳）$30.00
● リザーブチケット付き： 大人 $49.00 ●　子供（3～11歳）$33.00
● ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

デイリー デラックスバスツアー： アリゾナメモリアル ＆ シティ（毎日運行 5時間、英語のみとなります）
ハワイのNo. 1アトラクションをお見逃しなく！  5時間の“必見”デラックスツアーは、第2次世界大戦武勲記念史跡を含むオアフ島の殆どの歴史的ランドマークを 
訪れます。（予約済みリザーブチケット付きには、さらにアリゾナメモリアルツアーが含まれます） その後、パンチボール国立墓地、歴史のダウンタウンを車窓から
見学します。快適な乗り心地をお約束するデラックスバスが誇るワンランク上のデラックスツアーをご体験ください。当社のデラックスバスは、車内トイレ、 
オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス、ハンドアウト他付き。さらに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
● アリゾナメモリアル/第2次世界大戦武勲記念史跡（75分間）：ビジターセンターの２つのミュージアム、ウォーターフロントの展示品、ブックストア、 
 スナックショップなどお楽しみください。予約済みリザーブチケット付きは、アリゾナメモリアルの第２次世界大戦の23分間のドキュメンタリーフィルムや
 アリゾナ記念館を巡ります。
● 完璧な歴史ツアーを体験する為にパンチボール国立記念墓地とイオラニ宮殿、キングカメハメハ像などのあるダウンタウンを訪れます（車窓）。
● ワンランク上のデラックスバスツアー：当社のデラックスバスは、車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス、ハンドアウト他が付き、 
 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。
● 当社の誇るドライバーガイド：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。

スケジュール / ルート
7:55AM ワイキキからピックアップ
9:15AM アリゾナメモリアル（75分間）
11:30AM パンチボール国立記念墓地とダウンタウン（車窓）
1:00PM ワイキキ帰着

注）スケジュール / ルートは変更となる場合もございます。　は停車、　は車窓となります。

ジェネラルインフォメーション
● 車種：デラックスバス 車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス他付き。
● ツアー時間： 7:55AM～1:00PM。休日： 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)。
● ピックアップ場所： 各ホテルとお迎え時間はトランスポテーション スケジュールを参照。ゴールドカラーの車種がお迎え、又は(808)983-7737まで。
● 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。
● 安全のため： アリゾナメモリアルにはバッグはお持込出来ませんがビジターセンターに荷物一時預かり所（有料）があります。
● 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）983-
 STAR(7827)、日本語ライン（808）983-7879、又はウェブサイトStarofHonolulu.com/jp まで。ファックスでのお問い合わせは、
 (808)983-7780 又は、Eメール info@starofhonolulu.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。

DAILY DELUXE-BUS TOUR 2020 RST2

Arizona Memorial & City 
(5 Hours: 8:00AM – 1:00PM)

ダウンタウン 
パンチボール

パール
ハーバー

ワイキキ



2020 RST2’7:55AM ワイキキお迎え
9:15AM アリゾナメモリアル
11:30AM パンチボール国立記念墓地と  
 ダウンタウン
1:00PM ワイキキ帰着

ハワイのNo. 1 アトラクションをお見逃しなく！ 

車内トイレ付き ドライバーの詳しいナレーションロイヤルスター®デラックス
ゴールド大型バスが 
お客様をピックアップ

歴史のオリジナルビデオ上映

各停車地で
お客様のお手伝い

ミントとおしぼりの
サービス

ご利用に関してのガイドライン

● 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。

● 安全のため： アリゾナメモリアルにはバッグはお持込出来ませんがビジターセンターに荷物一時預かり所（有料）があります。

● ルート / スケジュール： 交通や他の事情により、ルート（道順）やスケジュールが変更される場合もございますのでご了承ください。

● 注： この毎日運行のツアーは英語のみとなります。専用チャーターの場合は日本語可能。お尋ねください。

2020
6.28.19

DAILY DELUXE-BUS TOUR
アリゾナメモリアル & シティ®

（５時間： 8:00AM ～ １:00PM）

アリゾナメモリアルでは、リザーブ
チケットある、なしのチョイス付き。

快適な乗り心地のデラックスバスツアーは、車内トイレ、ビデオ上映、ミントとおしぼりのサービスに、当社の誇るドライバーガイド付き

アラモアナ 
マフコナ通り 7:55 ハイアットリージェンシー

コア通り、緑色のオーニングの下 8:30

アンバサダー
ナマハナ通り 8:15 イリカイ

アラモアナ通り入口、旗竿 8:00

ハレコア
フロント入口 8:10 シーサイドアベニュー

ロス ドレス フォー レス 8:25

ヒルトンハワイアンビレッジ
グランドアイランダーのバスデポット 8:05 ワイキキビーチマリオット

パオアカラニ通り バス乗降区域 8:40

ホクラニワイキキ
ルーワーズ通り、PF Chang’sの向かい 8:20

ワイキキからの送迎スケジュール

ダウンタウン
（車窓）

パンチボール国立記念墓地
（車窓）

アリゾナメモリアルの
リザーブチケットある、なしの

オプション付き
（75分間）

パールハーバーの
ビジターセンター
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希望販売価格
● 大人 $109.00 ●　子供（3～11歳）$74.00
● ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。

デイリー デラックスバスツアー： グランドサークルアイランド ＆ ハレイワ（９時間、英語のみとなります）
オアフ島体験とハレイワタウン散策を１日で巡る充実のツアー。９時間のグランドサークルアイランドツアーでは、皆様を、美しい絶景ポイントや、自分達では 
行きにくい場所へ、プロフェッショナルなドライバーのガイドが付いたロイヤルスター®社のデラックスバスでお連れします。ダイヤモンドヘッドやカハラの 
ゴールドコースト、海洋生物保護区のハナウマ湾、自然の驚異ハロナ潮吹き穴、ヌウアヌパリの熱帯雨林、ハワイ平等院テンプル、トロピカルファーム、世界的に
有名なサーフィンのメッカのノースショア、ドールプランテーションを訪れます。ハレイワタウンを最大限楽しむのに２つのチョイス付き。（ハレイワで90分、 
又はハレイワ40分にワイアルアコーヒー/ソープファクトリー20分） 快適な乗り心地をお約束するデラックスバスが誇るワンランク上のデラックスツアーを
ご体験ください。当社のデラックスバスは、車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス、ハレイワ散策マップなど付き。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。ローカルに人気のカメハメハベーカリーのポイマラサダ朝食付き！

含まれる物
● 必見の絶景スポットとドライブ： ダイヤモンドヘッド、ハナウマ湾、ハロナ潮吹き穴、ヌウアヌパリ（駐車料金込み）。
● 行きにくい場所： 世界的に有名なノースショアビーチとハレイワタウンで約90分の時間を楽しもう。
● 歴史のある場所： ハワイ平等院テンプル（入場料込み）、ドールプランテーションからダウンタウン。
● トロピカルファーム：ハワイのフレーバー、コーヒーとマカダミアナッツ試食。
● ワンランク上のデラックスバスツアー：当社のデラックスバスは、車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス、ハレイワ散策マップ他が 
 付き、アロハスピリットあふれる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。
● 当社の誇るドライバーガイド：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。
● ローカルに人気のカメハメハベーカリーのポイマラサダと冷たいハワイアンウォーター朝食付き！

スケジュール / ルート
6:55AM ワイキキからピックアップ。
7:20AM ダイヤモンドヘッド（車窓）、ハナウマ湾（約10分間：火曜閉鎖）、 
  ハロナ潮吹き穴（約５分間）、ヌウアヌパリ（約10分間）、ハワイ平等院テンプル（約20分）、
  トロピカルファーム（約20分 ハワイのフレーバー試食）、ノースショアビーチ（車窓）
11:45AM ハレイワタウンの楽しみ方 ２つのチョイス：
  A）ハレイワタウンで90分：ランチやショッピング
  B）ハレイワタウンで40分、ワイアルアコーヒー/ソープファクトリー20分
1:35ＰM ドールプランテーション（約30分)。人気のパイナップルホイップ（別途料金）。 
2:20PM ワイキキへ。途中ダウンタウン（車窓）。
4:00PM ワイキキ帰着

注）スケジュール / ルートは変更となる場合もございます。 は停車、 は車窓となります。

ジェネラルインフォメーション
● 車種：デラックスバス 車内トイレ、オリジナルビデオ上映、ミントとおしぼりのサービス他付き。
● ツアー時間： 7:00AM～4:00PM。 休日： 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)。
● 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）983-
 STAR(7827)、日本語ライン（808）983-7879、又はウェブサイトStarofHonolulu.com/jp まで。ファックスでのお問い合わせは、
 (808)983-7780 又は、Eメール info@starofhonolulu.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。

DAILY DELUXE-BUS TOUR 2020 RST3

Grand Circle Island & Haleiwa 
（9時間： 7:00AM～4：00PM）新商品

ドール
プランテーション

ヌウアヌパリ
ハワイ平等院

ハナウマ湾

ハロナ
潮吹き穴

ダウンタウン

ハレイワ

ワイアルア コーヒー/
ソープファクトリー

ノースショアビーチ

ダイヤモンドヘッド

トロピカルファーム



カメハメハベーカリーの 
朝食

デラックスバス ミントとおしぼりのサービス 車内ビデオと 
ドライバーナレーション

車内トイレ付き

ダウンタウン 
（車窓）

ドールプランテーション
（約30分間）

ノースショアビーチ 
（車窓）

（A）ハレイワタウン
（約90分間）

（B）ハレイワタウン（約40分間）と 
ワイアルアコーヒー/ソープ
ファクトリー（約20分間）

ハロナ潮吹き穴
（約５分間）

ハナウマ湾
（約10分間）

ヌウアヌパリ
（約10分間）

トロピカルファーム
（約20分）

平等院テンプル
（約20分）

オアフ島を一日で巡る充実のツアー
快適な乗り心地のデラックスバスツアーは、車内トイレ、ビデオ上映、ミントとおしぼりのサービスに、当社の誇るドライバーガイド付き

2020
Rev 10.7.19

6:55AM ワイキキお迎え
7:20AM ダイヤモンドヘッド、カハラ、 
 ハナウマ湾、ハロナ潮吹き穴、 
 ヌウアウパリ、平等院テンプル、 
 トロピカルファーム、 
 ノースショアビーチ
11:45AM ハレイワタウン：２つのチョイス
1:35PM  ドールプランテーション
4:00PM ワイキキ帰着

ご利用に関してのガイドライン
● 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。

● ハナウマ湾： 火曜日閉鎖。

● ハレイワタウン： ご自身でのランチをお楽しみいただける十分な時間がございます。ドライバーにお勧めのレストランをお尋ねください。

● ルート / スケジュール： 交通や他の事情により、ルート（道順）やスケジュールが変更される場合もございますのでご了承ください。

2020 RST3'DAILY DELUXE-BUS TOUR
グランド サークル アイランド ＆ ハレイワ

（9時間： 7:00AM～4:00PM）
英語のみのツアーとなります。

平等院テンプル入場料、ローカルに人気の
カメハメハベーカリーのポイマラサダと 

ボトルウォーターが含まれます。

アラモアナ 
マフコナ通り 6:40 ハイアットリージェンシー

コア通り、緑色のオーニングの下 7:15

アンバサダー
ナマハナ通り 7:00 イリカイ

アラモアナ通り入口、旗竿 6:45

ハレコア
フロント入口 6:55 シーサイドアベニュー

ロス ドレス フォー レス 7:10

ヒルトンハワイアンビレッジ
グランドアイランダーのバスデポット 6:50 ワイキキビーチマリオット

パオアカラニ通り バス乗降区域 7:20

ホクラニワイキキ
ルーワーズ通り、PF Chang’sの向かい 7:05

ワイキキからの送迎スケジュール
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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

2020
Rev 7.11.19

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)

人
気

の
ツ

ア
ー

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

ロ
イ

ヤ
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'


