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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

希望販売価格
デラックスゴールドMCI大型バス（58/60席） ワイキキ１アワースペシャル $225.00
スマートシルバーMCI大型バス（63席） ワイキキ１アワースペシャル $206.00
ホテルによっては使用料がかかる場合もございます。上記の価格には税金、サービス料が含まれております。

内容
ワイキキでダイニングの団体様用、超お得な特別価格３時間節約！　ロイヤルスターバス会社のワイキキ片道１時間スペシャル価格で、ワイキキ対象エリア内、5：30PM〜9：30PMの時間帯の 
ホテルからレストランの送迎に是非ご利用ください。

対象エリア/時間帯/車種
ワイキキ対象エリア： アラモアナショッピングセンター（ピイコイ通りの東側）からコロニーサーフホテル、 
アラワイ運河（カピオラニ通り、ハワイコンベンションセンターを含む）、海岸沿い（アラモアナビーチパークを除く）に 
囲まれたエリア。右地図参照。

時間帯： 5：30PM〜9：30PMの間の送迎終了。

車種 ： デラックスゴールドMCI大型バス（58/60席）又はスマートシルバーMCI大型バス（63席）のどちらかと 
なります。

チャータータイプ： トランスファーのみとなります。  注）バゲージや他のエンハンスメントサービスの選択は 
出来ません。デラックスゴールド大型バスの“ワイキキ１アワースペシャル”には、ミントとおしぼりのサービスは 
付きません。

予約時に： ピックアップ、ドロップオフの場所、時間（上記の対象エリア、時間帯参照）を確定の上、“ワイキキ 
１アワースペシャル”でお申込みください。

ジェネラルインフォメーション
全て込みタリフ価格： 追加料金なしで、州税/PUC税4.9869％とチップが含まれています。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ざいます。
車種： デラックスゴールドMCI大型バス（58/60席）又はスマートシルバーMCI大型バス（63席）、車種指定なし。
時間/対象エリア： 時間帯は5：30PM〜9：30PMの間、毎日催行。条件は上記参照。
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（米本土のみ）1-800-334-6191、ハワイから808-841-7827、ファックスでのお問い合わせは 
808-832-5574、Eメールは sales@royalstarhawaii.com へ。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。

新登場
往復で

３時間節約！

OAHU
6.18.21

ロイヤルスターハワイ®チャータートランス： ワイキキ １アワースペシャル
Waikiki 1-Hour Special

ワイキキ１アワースペシャル対象エリア
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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 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'


