
ロイヤルスターハワイ  トランス ＆ ツアー®︎社 ★ (PUC1505-C)
予約（英語）(808)841-7827 ★ FAX 001-1-808-832-5574

RoyalStarHawaii.com ★ StarsofParadise.com

ロイヤルスターハワイ®チャータートランス： 車両プロファイル
デラックスゴールド Temsa中型バス  座席数 /フリート数： 34席 / ４台

最新のカスタムデラックス中型バスフリートは当社のシグネチャーフリート
ロイヤルスター®オリジナル： 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、15分間隔のチャージ
ミントとおしぼりサービス： デジタル電光サインもプラス
車内トイレ付き： 使用無料
広い荷物収容スペース： 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： 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。

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。

エンハンスメント

値下げ！
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ロイヤルスターハワイ トランス ＆ ツアー® 
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。
毎日催行。オアフ島。

ワイキキ / ワイケレ / ミリラニ： チャータータリフ料金早見表

カテゴリー デラックスゴールド スマートシルバー

車種 MCI大型バス TEMSA中型バス MCI大型バス ワゴン

座席数 60 or 58 34 63 14

最大バゲージ数 90 28 88 12

フリート数 23（ ＝1） ４ 12 ４

１時間：全て込み 
タリフ価格 $225.00 $167.00 $206.00 $143.00

15分：全て込み 
タリフ価格 $56.25 $41.75 $51.51 $35.75

トランスファー チャージ
する時間

全て込みタリフ価格
ワイキキ / ワイケレ / ミリラニ

空港到着 1.75 $419.30 $311.03 $383.85 $266.24

空港出発 1.75 $393.75 $292.24 $360.51 $250.25

空港到着＋２時間 2.75 $647.96 $480.71 $593.18 $411.52

空港到着＋３時間 3.75 $872.96 $647.71 $799.18 $554.51

空港到着＋４時間 4.75 $1,097.96 $814.71 $1,005.18 $697.51

空港到着＋５時間 5.75 $1,322.97 $981.70 $1,211.18 $840.51

空港到着＋６時間 6.75 $1,547.97 $1,148.70 $1,417.18 $983.51

空港到着＋７時間 7.75 $1,772.97 $1,315.70 $1,623.18 $1,126.50

空港到着＋８時間 8.75 $1,997.97 $1,482.69 $1,829.18 $1,269.50

空港到着＋９時間 9.75 $2,222.98 $1,649.69 $2,035.18 $1,412.50

１時間 2 $450.01 $333.99 $412.00 $285.99

２時間 3 $675.01 $500.99 $618.00 $428.99

３時間 4 $900.01 $667.99 $824.00 $571.99

４時間 5 $1,125.01 $834.99 $1,030.00 $714.99

５時間 6 $1,350.02 $1,001.98 $1,236.00 $857.98

６時間 7 $1,575.02 $1,168.98 $1,442.00 $1,000.98

７時間 8 $1,800.02 $1,335.98 $1,648.00 $1,143.98

８時間 9 $2,025.02 $1,502.98 $1,854.00 $1,286.98

９時間 10 $2,250.03 $1,669.97 $2,060.00 $1,429.97

OAHU
12.3.21

3) ADAの審査にかなったリフト、訓練されたドライバーが付きます。詳細はOperationsページ。
4) 空港送迎13％節約。
5) 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。
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。

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）。 

アロハ on Wheels®
ウェブサイトはこちらから： RoyalStarHawaii.com/jp/buses

ワイキキ 
１アワースペシャル
お尋ねください！

ベスト
プライス

新登場!
60人乗り

63人乗り
増加!

全て新車!
立てるタイプ

エンハンスメント！

CHARTER TRANS TARIFF 2022 RS-DT'


