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CHARTER FLEET
新登場!

チャーター 車両一覧表： ロイヤルスター®オリジナル
バーチャルツアー： RoyalStarHawaii.com/jp/virtualtour

エンハンスメント!
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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

MCI 大型バス

１時間
＄162.00
全て込み＊ ＄176.08
到着/出発＊ ＄636.13

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

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

１時間
＄123.00
全て込み＊ ＄135.13
到着/出発＊ ＄488.03

少人数のグループに最適なサイズ、全て新車
• 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

１時間
＄79.00
全て込み＊ ＄88.94
到着/出発＊ ＄320.96

スタイリッシュなトラベル、快適な乗り心地のラグジャリー
• ミントとおしぼりサービス
• 冷たい無料ボトルウォーターに新聞付き
• 安全装備： ドライブレコーダー、TPMS、ASC、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、ソフトレザー張りの内装
• ＵＶ防止の車窓

RS5

MCI 大型バス

63人乗り
１時間
＄179.00
全て込み＊ ＄193.93
到着/出発＊ ＄700.67

55人乗り
１時間
＄168.00
全て込み＊ ＄182.38
到着/出発＊ ＄658.90
14/12/4
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１時間
＄196.00
全て込み＊ ＄211.77
到着/出発＊ ＄765.23

34/28/4

63/88/12
55/70/4

特

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

VT
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デラックスゴールド

車
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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。時間/価格は、税抜き価格です。
2) ＊追加料金なし：“全て込み”と“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）に配車時間が含まれます。アウラニ価格は
お尋ねください。
3) 空港送迎１３％節約。
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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’)もご覧下さい。
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) VT 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。

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
7.23.19

速報 ！
５年続けて、スターオブホノルル®、
スター号の５スターサンセットダイニング＆ジャズ®、
ロック・ア・フラ®、ドルフィンスター®、
ロイヤルスターハワイ®トランスポーテーションで、
トリップアドバイザーのエクセレンス認証を
頂けたこと本当に嬉しく思います。
皆様のご支援に感謝いたします。
２０１９年以降も引き続きお客様に
“最高のサービス”
と“感動のハワイ”
をお届け
できるよう努力していきたいと思います！

NewsWheel 2019

常に前進するロイヤルスターハワイ®。 でも、ちょっと立ち止まって最新情報をチェック！

• 新登場 •

• キ ャ ストメ ン バ ー •

新デラックスゴールドバス6台

新スマートシルバーバス6台

新ワゴン４台

オールスターチーム

チームで最も輝いた最優秀賞は…

デラックスゴールド大型バスは合計で19台に。
全て製造後５年以内、快適な車内トイレ付き！

合計16台のスマートシルバー大型バスは
ベストバリューをご提供！

新ワゴンは全て新車！ 車内で
立てるタイプにアップグレード！

ステージの裏方から舞台上のメインキャストのごとく、
メンテナンスにリザベーション、
ドライバーが
一体となったロイヤルスターハワイ®チームが、ハワイでの最高の思い出作りをお手伝い！

2018年ベストドライバー
アーヴィン

• プ ロ ダク シ ョン デ ザイン ＆セ ット •

• ハ ワ イ ア ン エ フ ェ クト •

カスタム

夜の街での輝き

車体降下装置

フラダンサーによるオーキッドのレイ

ウクレレ

シェルレイのグリーティング

ゴールドとシルバーを使った、
完璧なルックスのカスタムデザイン。

輝く星のようにきらめきを放ち、
ひと際目を引くデラックスゴールド大型バス。

乗降を簡単にする車体降下装置付きの
デラックスゴールド大型バス。

ハワイの始まりは空港到着時から！
お1人様$19.00 • 20名様より

“まさにハワイ”の出迎えの音色は空港で。
奏者１人$350.00

ドライバーが空港でお出迎え。
お1人様$10.00 • １名様より

パーフェクトマッチ

全車両シートベルト

それぞれの方向へ

冷たいハワイアンウォーター

ミントとおしぼりのサービス

当社が誇るドライバー

大型バスからワゴン、SUVまで
全車両100％シートベルト完備！

どこにでもアクセスが可能な
細かいコントロールができる前輪と後輪。

最もリクエストが多いエンハンスメント！
1本$3.50 • １名様より

お客様に喜ばれる大人気サービス！
デラックスゴールドバスに付きます。

“アロハ on Wheels®”をモットーに
プライスレスなサービスをご提供！

６台のMCI新車両のシートベルトは
贅沢な旅を演出するゴールドカラー。

