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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。裏面のクリエイト ユア オウン ツアー®チャートをご覧下さい。
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下さい。

クリエイト ユア オウン ツアー® (チャーター）
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。もっとも人気のある
ツアーは： アリゾナメモリアル ＆ シティー（5時間）、グランドサークルアイランド（8時間）とノースショア ＆ ハレイワ（5時間）です。当社のお薦めは、
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”体験を満喫して下さい。荷物も収容。その後、皆様を空港あるいは、最終集合地点まで
お送りします。

含まれる物

● グループサイズで車両のチョイス:  同日サービス！ ワゴン又はSUVは、その日の10AMまでのお申し込みで催行。 
   — Temsa (34人乗り)： 車内トイレ、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、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。 
   — SUV (7人乗り)： 冷たい無料ボトルウォーターに新聞付き。 
● 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。
● ミントとおしぼりのサービス： リフレッシュメントに。
  追加の入場料 / 駐車料金： ヌウアヌパリ、モアナルアガーデン、ダイヤモンドヘッドクレーター、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。
  追加の入場料： モアナルアガーデン、アリゾナメモリアルとUSSミズーリ号。 

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。
 自分流にオアフ島をお楽しみ下さい。いつでも、どこでも。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： Temsa大型バス、ワゴン、SUV。
● バリアフリー設備（送迎時 ＆ 停車地）： 　 車椅子用リフト付き車両は24時間前までに。
● 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、お尋ね下さい。
● 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@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
 関してはお尋ね下さい。

 

Royal Star Deluxe Tour – Exclusive

Create Your Own Tour®
100％シートベルト ＆ ドライブレコーダー装備同日サービス オンタイム保証®

新登場!

立てるタイプ

2019 RSTE6
(ZONE B)



車種

デラックスゴールド スマートシルバー エキゼクティブ

駐車料金
込み

入場料
追加料金

Ref.
コード

MCI 大型バス Temsa 大型バス ワゴン SUV

最大乗車人数（席/バゲージ数） (60 又は 58 / 90) (34 / 28) (14 / 12) (7 / 5)

人
気

の
ツ

ア
ー

ミニサークルアイランド
(3時間) $1,128.99 $950.51 $726.94 $492.83 ヌウアヌパリ N/A RSTE5

アリゾナメモリアル ＆ シティ
(5時間) $1,550.40 $1,300.53 $1,013.92 $690.56 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) $1,545.40 $1,295.53 $1,008.92 $685.56 N/A N/A RSTE4

アリゾナメモリアル、シティ
＆ USSミズーリ

(8時間)
$2,212.71 $1,855.76 $1,446.31 $984.37 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
(8時間) $2,232.84 $1,875.89 $1,447.59 $982.51 ヌウアヌパリ N/A RSTE3

ク
リ

エ
イ

ト
 ユ

ア
 オ

ウ
ン

 ツ
ア

ー
®

１５分間隔のチャージ $55.19 $46.27 $36.03 $24.48 N/A N/A N/A

２時間 $883.09 $740.31 $576.53 $391.75 N/A N/A RSTE6

３時間 $1,103.86 $925.38 $720.66 $489.69 N/A N/A RSTE6

4時間 $1,324.63 $1,110.45 $864.78 $587.62 N/A N/A RSTE6

5時間 $1,545.40 $1,295.53 $1,008.92 $685.56 N/A N/A RSTE6

6時間 $1,766.17 $1,480.61 $1,153.05 $783.50 N/A N/A RSTE6

7時間 $1,986.95 $1,665.69 $1,297.18 $881.44 N/A N/A RSTE6

8時間 $2,207.71 $1,850.76 $1,441.31 $979.37 N/A N/A RSTE6

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）
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CREATE YOUR OWN TOUR® 
 PRICE CHART (ZONE B)

2019 RSTE6'

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ます。クリエイト ユア オウン ツアー®2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(11/28/19)、真珠湾リメンバランスデイ(12/7)、ホノルルマラソン（12/8/19）、クリスマス(12/25)。
6) 他の休日、閉館日: お尋ね下さい。

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® “クリエイト ユア オウン ツアー®” チャーター料金早見表  コオリナ（Ｂゾーン）
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