
大人 子供

2 ¥11,300 ¥9,900 ○ ドリンク 7時間
12:00～12:30
18:15～18:45

毎日

初めてのL.A.旅行の方には特におすすめ!ロサンゼルスの主要ポイントを効率的に半日で回り
ます。
映画撮影スポットなど映画の話をおりまぜながら、サンタモニカ、センチュリーシティ、ビバ
リーヒルズ、メルローズ、ファーマーズマーケット、ハリウッドなどガイドブックに掲載され
ている主要な観光スポットを一気に回ります。
ベテランガイドが旬のＬ.Ａ.の情報をお伝えするなど、リピーターの方も今まで知らなかった
ロサンゼルスを発見できるツアーです。
人気のグローブ＆ファーマーズマーケット、ハリウッドなど、Ｌ.Ａ.きたなら絶対に抑えたい
スポット目白押しです!
今話題のメルローズ通りでも嬉しい自由時間!!話題の壁画の前は写真映え間違いなし!参加
者全員に搾りたてジュースプレゼント♪

2 ¥17,100 ¥15,800 〇 ※1 昼食 10時間
8:30～9:30

18:15～18:45
毎日

★サンタモニカランチ＆自転車レンタル（1時間）無料特典付き!
プレミアム市内観光にサンタモニカでの滞在がゆったり3時間ついたデラックスツアー!
サンタモニカで3時間、思い思いにお過ごし頂いた後はロサンゼルスの人気の名所をたっぷり巡ります。
サンタモニカではランチクーポンとレンタル自転車（1時間）が利用可能です。
午後からはロサンゼルス主要ポイントを一気に廻ります。
話題の壁画の前で写真を撮ろう!今話題のメルローズ通りでも嬉しい自由時間!!

大人 子供

2 ¥17,200 ¥15,900 〇 ※1 無 5時間
17:00
22:30

月・水・金・土

夜のパサデナで遊ぶ人気ショッピングツアー!
ロサンゼルスの北東に位置し、アメリカンフットボールの聖地であるローズボールや高級住宅地で有名な
パサデナ地区を訪れるます。
地元でも人気の高いオールドパサデナにて自由行動とショッピングをお楽しみいただけます。ショッピン
グはトレーダージョーズ、ノードストロームラックと人気２つの異なるショップをセレクト。
オールドタウンにも下車するので、パサディナの夜を楽しむことも可能です。
夜までとことん遊びたい方におすすめです。

2 ¥15,900 ¥15,900 〇 ※1 無 11時間
8:30
20:00

火、木、土

ロサンゼルスから行ける日本でも話題のデザートヒルズアウトレットモーへお送りします。
本場アメリカのアウトレットはスケールが違います。
180以上ものテナントが入った巨大アウトレットの「デザートヒルズ」。グッチ、プラダ、ナイキ、コー
チなど、高級ブランドからカジュアルブランドまで揃います。
アウトレットで使えるお得なクーポンブックプレゼント!

2 ¥15,900 17歳以下参加不可 〇 ※1 無 11時間
8:30
20:00

火、木、土
カジノで一攫千金!カリフォルニアのカジノは18歳以上からプレー可能!
「モロンゴカジノ」へお送りいたします。
※カジノツアーには17歳以下のお子様はご参加いただけません。

2 ¥13,200
12歳未満子供参加不

可
× 無 2時間 - 毎日

サンタモニカをセグウェイで駆け抜けよう!
ブッシュ元大統領が小泉元首相にプレゼントしたあの例の電動立ち乗り二輪車、セグウェイ。日本では公
道を走る事ができませんが、アメリカでは体験できてしまいます!
初めての方でも乗る前に英語のDVＤによる説明や予行練習があるから誰でも簡単に乗ることができます。
ガイド（英語）と一緒にサンタモニカのビーチ沿いをセグウェイで駆け抜けてみよう!

2 ¥13,100 ¥11,800 〇 ※1 夕食 6時間
17:00
23:00

毎日(月、祝に関してはグ
リフィスの天文台が休館
のため、天文台には入れ
ませんが、夜景のみは鑑

賞可能)

夜の人気NO1ツアー
きらめくロサンゼルスの夜の絶景を!グリフィス天文台はたくさんの映画のロケに使用されており、大人
気の夜景スポット。
ダイナミックなディナーを堪能した後は、グリフィス天文台からロマンチックなロサンゼルスの夜景をご
覧いただけます。
メニューには本場「プライムリブステーキ」も含まれています。

2 ¥27,800 ¥27,800 〇 ※1 夕食 6時間
17:00～18:00
22:00～23:00

毎日(月、祝に関してはグ
リフィスの天文台が休館
のため、天文台には入れ
ませんが、夜景のみは鑑

賞可能)

夜の人気NO1ツアー!
世界各国に出店しているプライムリブ専門店「Lawry's the Prime Rib」本店にて、本場ならではのオリジ
ナルのお味をお楽しみください。優雅なディナーを堪能した後は、グリフィス天文台からロマンチックな
ロサンゼルスの夜景をご覧いただけます。
本場「プライムリブステーキ」を含むセットメニューをご賞味いただけます。

2 ¥29,100 ¥25,800 〇 ※1 夕食 4時間
17:00
22:00

祝日を除く毎日

記念日旅行の決定版!
まず最初にロングビーチ港停泊のクイーンメリー号に。あのタイタニック号を上回る大きさを誇る豪華客
船でのディナー!
ディナーの後は豪華な船内を散策して豪華客船の旅を疑似体験できます。
その後ロングビーチ空港のチャーター機専用ターミナルから夜景遊覧飛行へ。感動のロサンゼルス夜景イ
ルミネーションをゆっくりお楽しみください。豪華客船クイーンメリー号ディナー＆夜景フライトツアー

※地域外送迎料金:ユニバーサル(ユニバーサルスタジオ

NTV1 グリフィス天文台夜景ツアー（ステーキディナー付き）
※注意事項※
【催行不可日】7/4,11/28,12/25,12/31,1/1,2/14
※季節によっては、グリフィスからの夜景を鑑賞して頂く為、天文台とレストランの順序が入れ替わる事もございます。
※グリフィス天文台はイベント等で予告なし閉館となる場合がございます。その場合、別の夜景スポットへご案内いたします。
※ダウンタウン・ハリウッド以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※夕食時に同じツアーでご参加のお客様と相席になることがあります。
※グリフィス天文台は非常に混雑しているため、ガイドが常にお客様と一緒にいられない場合がございます。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

NTV2
グリフィス天文台夜景観賞&名物ローリーズディナー

（Lawry's the Prime Rib)ツアー

※注意事項※
【催行不可日】7/4,11/28,12/24,12/25,12/31,1/1,2/14
※季節によっては、グリフィスからの夜景を鑑賞して頂く為、天文台とレストランの順序が入れ替わる事もございます。
※グリフィス天文台はイベント等で予告なし閉館となる場合がございます。その場合、別の夜景スポットへご案内いたします。
※月曜・祝日は天文台の閉館日となっております。館内には入場できませんが周りから夜景をお楽しみいただけます。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※アルコール類はツアー料金には含まれません。アルコール類ご注文の際には別途個人負担となります。
※ドレスコードは特に厳しくありませんが、ご参考までに地元の人は接待、記念日などでよく利用されるレストランです。
※グリフィス天文台は非常に混雑しているため、ガイドが常にお客様と一緒にいられない場合がございます。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

MRNGO モロンゴカジノツアー

※注意事項※
【催行不可日】11/28,12/25,12/31/2019
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※カジノ代は含まれておりません。
※カジノツアーには17歳以下のお子様はご参加いただけません。
※お子様（17歳以下）はカジノのプレイ、またプレイする場所への立ち入りできかねます。
※他のツアーと混載となる場合がございます。予めご了承ください。
※必ずパスポートのご持参をお願いします。

SEGWY サンタモニカセグウェイツアー ※注意事項※
※ご参加中におきた事故、怪我は全てご自身の責任の範囲となります。一切の責任を負いませんのでご了承の上ご参加ください。
※ご出発前の海外旅行保険のご加入をおすすめいたします。
※外を走りますので日よけや風よけとなる⾧袖や運動しやすいシューズでのご参加をおすすめいたします。（ヒールや半袖、短パンでのご参加はおすすめできません）
※集合場所はサンタモニカとなります。（そこまでの送迎は含まれておりません。サンタモニカシャトルをご利用ください）

内容詳細

PASAN パサデナイトショッピングツアー
※注意事項※
【催行不可日】11/28,12/25
※ハリウッド地区はルーズベルトホテル出発・ユニバーサル地区はユニバーサルスタジオ前からの出発のみとなります。
※ダウンタウン、ハリウッド以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※現地到着後、現地支店にて集合場所・時間の再確認をお願いします。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び 、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

DESFO デザートヒルズ・アウトレット・ショッピングツアー

※注意事項※
【催行不可日】11/28,12/31
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※現地到着後、現地支店にて集合場所・時間の再確認をお願いします。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※商品の購入時にきちんと商品を確認しないと、色やサイズが違っていた…というトラブルもあります。ホテルに戻った後 気付いても市内と異なるので、容易に返品や交換ができません。返品の代行もこちらではできません。
※このツアーはオンタリオまたはアナハイム経由の可能性があります。
※日本語ドライバーがご案内させていただきますが、日本語以外のお客様とツアーが混載となる場合には日本語とともに、同時に英語でもご案内させていただく場合がございます。
※このツアーは、他のオプショナルツアー（ディズニーツアー・テメキュラワイナリーツアー等）との混載送迎になる場合がございます。

■ロサンゼルス観光

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

催行日 内容詳細

PRMSS/SSAM ロサンゼルス市内観光

※注意事項※
【催行不可日】11/28,12/1/,2/9,3/8
※下車されない場合は車窓からのご案内となります。
※当日の車輌・道路状況によって、周り順が変更になる場合がございます。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※現地到着後、現地支店にて集合場所・時間の再確認をお願いします。
※サンタモニカ地区ご滞在のお客様は13:30頃サンタモニカプレイス前からのご出発となります。
※昼食は含まれておりません。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

DLXSS ロサンゼルス・デラックス市内観光

※注意事項※
【催行不可日】11/28,12/1,12/25,12/31,1/1,2/9,3/8
※自転車には保険が含まれておりません。万が一、ツアー中におきた事故、怪我は全てご自身の責任の範囲となります。一切の責任を負いませんのでご了承の上ご参加ください。ご出発前の海外旅行保険のご加入をおすすめいた
します。
※PERRY'SまたはSEAMIST:営業時間09:00/日没まで
※天候などにより自転車レンタルができない場合がございます。尚、その場合の返金はございません。
※当日の車輌・道路状況によって、周り順が変更になる場合がございます。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかりますのでご予約時にお問い合わせください。
※現地到着後、現地支店にて集合場所・時間の再確認をお願いします。
※サンタモニカ地区ご滞在のお客様は13:30頃サンタモニカプレイス前からのご出発となります。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

ハッピーホリデー ロサンゼルス・アナハイムオプショナルツアー料金表 2019年10月～2020年3月 
■ロサンゼルス市内観光

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）



3 ¥23,800 ¥23,800 〇 ※1 夕食 4時間
17:00-18:00
20:00-21:00

毎日

絶品プライムリブを堪能!
ビバリー・ヒルズの高級ステーキハウス 『ローリーズ』までの送迎をいたします。落ち着いた雰囲気の店
内はロスのグルメ達でいつも満席状態。 シェフが目の前で切り分けてくれるプライムリブをご堪能いただ
けます。
・食事内容は、170gの特選プライムリブ（カリフォルニアカット）、サラダ、ベイクドポテト、3種類の
中から選べる野菜（コーン、マッシュドポテト、ほうれん草のクリーム煮）、コーヒーまたは紅茶、アイ
スクリーム。

大人 子供

2 ¥29,100 ¥29,100 〇 ※1 無 12時間
8:00
20:00

毎日

カタリナ島で1日過ごすツアー
カリフォルニアに在住の方であれば誰もが知っているリゾート地、カタリナ島。地中海風の町並みは、全
くアメリカらしくない雰囲気を醸し出しています。
追加代金にてカタラナ島でリゾート地に相応しい豊富なアクティビティをお楽しみいただけます。【ダイ
ビング、パラセーリング、セミサブマリン（潜水艦から魚を観察）、グラスボトムボート、ケープキャニ
オンツアー、夕日クルーズ、カヤック、レンタルゴルフカート（国際免許証必要、２1歳以上。）、ゴル
フ、サイクリング、ハイキングなど】

2 ¥27,800 ¥27,800 〇 ※1 無 9時間
9:00
18:00

毎日

カジュアルなワイナリーで休日を過ごしてはいかがですか?
ロサンゼルスから南に２時間の距離にある南カリフォルニアを代表するワインの産地、テメキュラ地方に
てワイナリーを３軒巡ります。オリーブオイルテイスティング付き!
西部情緒のあるテメキュラ地方のオールドタウンも散策します。
葡萄を豊かにはぐくむそのなだらかな丘陵、広がる葡萄畑を見てるだけで優雅な気分になれます!クオリ
ティの高さが証明されている今や世界のカリフォルニアワインを堪能してみませんか。

大人 子供

1 ¥5,600 ¥3,500 × 朝食 - - 毎日
ディズニーランド・パーク内 の USAメインストリート内にあるレストラン「プラザ・イン（Minnie &
Friends Breakfast Buffet）」にてアメリカンブレックファーストをビュッフェ形式でお楽しみくださ
い。ミニーとミニーのお友達が続々とテーブルに遊びに来るので、カメラは必須アイテムです。

1 ¥6,900 ¥4,300 × 朝食 - - 毎日

下記レストランでご利用できます。
★Goofy's Kitchen  - DISNEYLAND® Hotel
★Donald Duck's Seaside Breakfast at Disney's PCH Grill - DISNEY'S PARADISE PIER® Hotel
★Mickey's Tales of Adventure at Storytellers Café - DISNEY'S GRAND CALIFORNIAN HOTEL® and
Spa
・ ビュッフェ様式です
・営業時間は日によって異なりますのでご確認ください。

1 ¥37,000 ¥35,000 × 無 - - 毎日
「ディズニーランド」と「カリフォルニア・アドベンチャー」の2つのテーマパークに何度も入場可能な
チケットです。（2日間ご利用可能）

1 ¥46,900 ¥44,300 × 無 - - 毎日
「ディズニーランド」と「カリフォルニア・アドベンチャー」の2つのテーマパークに何度も入場可能な
チケットです。（3日間ご利用可能）

1 ¥50,200 ¥47,600 × 無 - - 毎日
「ディズニーランド」と「カリフォルニア・アドベンチャー」の2つのテーマパークに何度も入場可能な
チケットです。（4日間ご利用可能）

1 ¥52,200 ¥49,500 × 無 - - 毎日
「ディズニーランド」と「カリフォルニア・アドベンチャー」の2つのテーマパークに何度も入場可能な
チケットです。（5日間ご利用可能）

1 ¥14,600 ¥13,800 × 無 - - 毎日

ユニバーサルハリウッドの1デーチケット。
日本には未上陸のアトラクションのあり、迫力満点な乗り物の数々をお楽しみください。
ハロウィンの時期には特別ツアーとして夜のみユニバーサルスタジオ全体がホラーバージョン（別途チ
ケット購入必要）に変わったりと、本場だからこそできる映画のテーマパーク、ユニバーサルスタジオを
存分に満喫ください。

1 ¥16,500 ¥15,800 〇 ※1 無 -
16:00
21:00

毎日

ユニバーサルハリウッドの1デーチケット。
日本には未上陸のアトラクションのあり、迫力満点な乗り物の数々をお楽しみください。
ハロウィンの時期には特別ツアーとして夜のみユニバーサルスタジオ全体がホラーバージョン（別途チ
ケット購入必要）に変わったりと、本場だからこそできる映画のテーマパーク、ユニバーサルスタジオを
存分に満喫ください。

USTKT
ユニバーサルスタジオ１デーチケット

通常期: 4/1-6/7, 9/3-12/13, 2020/1/6-3/31

※注意事項※
通常期:対象日程: 4/1-30,5/1-31,6/1-7,9/3-30,10/1-31,11/1-30,12/1-13/2019, 1/6-31,2/1-29,3/1-31/2020
繁忙期:対象日程:6/8-30,7/1-31,8/1-31,9/1-2,12/14-31/2019,1/1-5/2020
※チケットの種類によって、入園できる日程が異なります。お申し込み時、必ず参加日を選択ください。
※チケットをお渡しした後、再発行はいたしかねます。
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
※送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
※パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
※チケットをお渡しした後、再発行はいたしかねます。

ULPS4
ディズニーランド・リゾート・パーク・ホッパーパス＜4

日券＞

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
・送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
・ホッパーパスは最初の利用日から14日以内にご利用することができます。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
【ハロウィンイベント日程と時間】
※ハロウィンパーティー期間中はパークの入場が制限され通常のパークチケットではハロウィンイベントにはご参加いただけません。

ULPS5
ディズニーランド・リゾート・パーク・ホッパーパス＜5

日券＞

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
・送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
・ホッパーパスは最初の利用日から14日以内にご利用することができます。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
【ハロウィンイベント日程と時間】
※ハロウィンパーティー期間中はパークの入場が制限され通常のパークチケットではハロウィンイベントにはご参加いただけません。

ULPS2
ディズニーランド・リゾート・パーク・ホッパーパス＜2

日券＞

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
・送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
・ホッパーパスは最初の利用日から14日以内にご利用することができます。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
【ハロウィンイベント日程と時間】
※ハロウィンパーティー期間中はパークの入場が制限され通常のパークチケットではハロウィンイベントにはご参加いただけません。

ULPS3
ディズニーランド・リゾート・パーク・ホッパーパス＜3

日券＞

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
・送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
・ホッパーパスは最初の利用日から14日以内にご利用することができます。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
【ハロウィンイベント日程と時間】
※ハロウィンパーティー期間中はパークの入場が制限され通常のパークチケットではハロウィンイベントにはご参加いただけません。

CATBF

ディズニーキャラクター ブレックファースト クーポン
※お席の予約は含まれておりません。ご自身でご予約下さ

い。
※チケットお渡しの関係で、オプショナルオンリーでの手

配不可

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
・上記キャラクター･ダイニングから選択可能。ビュッフェ形式となります。
・各レストランの朝食営業時間内にお好きなレストランへ直接お越しください。
・お求め頂きましたグルメ・チケットの払戻し、紛失された場合などの再発行は出来ませんのでご了承ください。
※レストラン予約代行は含まれておりません。

CATPB/CATDN

ディズニープレミアムキャラクター ブレックファースト/
ディナークーポン

※お席の予約は含まれておりません。ご自身でご予約下さ
い。

※チケットお渡しの関係で、オプショナルオンリーでの手
配不可

※注意事項※
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。
・パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
・上記キャラクター･ダイニングから選択可能。ビュッフェ形式となります。
・各レストランの朝食営業時間内にお好きなレストランへ直接お越しください。
・お求め頂きましたグルメ・チケットの払戻し、紛失された場合などの再発行は出来ませんのでご了承ください。
※レストラン予約代行は含まれておりません。

CATAN カタリナアイランド1日クルーズ

※注意事項※
※ツアーご参加12日前から50%、7日前から100％チャージがかかります。
※ロングビーチまたはサンペドロ港より大型船のカタマラン（双胴船）船に乗って行きます。船酔いする方は事前に酔い止めをご持参ください。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。

TEMEX 南カリフォルニアワイナリー巡りツアー
※注意事項※
【催行不可日】:11/28,12/25,1/1
※身分証明書となるパスポートをお持ちください。
※途中アナハイムエリアに立ち寄る場合もございます。（他のツアーとの混載となる場合がございます）
※ワイナリー試飲代は含まれません。1軒5杯前後、５～1５ドル程度別途かかりますのでご注意ください。
※子供、幼児とも参加可能ですが、ワイナリーは21歳以下の試飲はできかねます。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※当日の車輌・道路状況によって、周り順が変更になる場合がございます。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートや時間の変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

催行日
内容詳細

QUEEN
※地域外送迎料金:ユニバーサル(ユニバーサルスタジオ
のみ対応)、アナハイム(ディズニーランドホテルのみ対

応) $30(最少催行人数2名)
※その他の地域は送迎不可となります

※注意事項※
※レストランは営業上の都合により変更になる場合がございます。
※天候により催行中止になる場合があります。
※ツアーご参加日当日には、当ツアー参加に関しての免責同意書にサインをいただきますのでご了承ください。
※現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可抗力の事情により、予告なしに観光ルートの変更、内容の一部省略、訪問場所の変更、及び、催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。服装は特
にファーマルである必要はありませんが、半袖・短パン・サンダルは避けた方が無難です。
【集合場所について】 このツアーの集合場所はダウンタウン、ユニバーサルスタジオ、ディズニーランドホテルの三箇所限定となります。その他の地区からのご参加は不可となります。最寄の集合場所までご自身でお越しくださ
い。ユニバーサルスタジオ、ディズニーランドホテルからのご参加はツアー料金に加え、別途4,000円お一人様がかかります。

DNRNT ローリーズ・プライムリブディナー

※注意事項※
【催行不可日】7/4,11/28,12/24,12/25,12/31/2019,1/1,2/14/2020
※Tシャツ、半ズボン、サンダルは不可。
※ダウンタウン以外の地区からご参加のお客様は、別途地域外チャージがかかります。
※このツアーにはグリフィス天文台観光は含まれておりません。ご希望の方は別ツアー”グリフィス天文台夜景観賞&ローリーズディナー（Lawry's the Prime Rib）ツアー”をお申し込みください。

■日帰りで行けるロサンゼルス近郊のツアー

■テーマパーク・チケット関連 ※子供料金の適応は3-9歳 ※チケットのみ手配は不可

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

内容詳細

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）



大人 子供

1 ¥3,300 ¥3,300 × 無 -

【オープン】
月～金 09:00
土日 08:00
【クローズ】

月～金 18:30
土日 20:00

毎日(天候の悪い日は閉
店)

カリフォルニアビーチを軽快にサイクリング! 地元っ子にまじってサンタモニカのビーチを堪能しよう!
世界一の高級ヨットハーバー、マリナデルレイや大道芸人の街、ベニスビーチまでもサンタモニカから自
転車でわずか1０分の距離。

大人 子供

1 ¥5,500 ¥5,500 × 無 - 毎日(RQベース)

バスチケット代行手配。
⾧距離ドライブが苦手・面倒・心配・・・という方にオススメなのがこちらのフリックスバス。ロサンゼ
ルスとラスベガスをお手頃かつ快適に移動できます。移動中はワイヤレスインターネットサービスもあ
り、あっという間に砂漠を駆け抜けエンターテイメントの街ラスベガス"へ到着します。
※指定集合場所までは各自お越しいただくことになりますのでご了承ください。
【往路】
ロサンゼルス⇒ラスベガス
ロサンゼルスユニオンステーション出発
途中Barstowlにてトイレ休憩（約20分）
ラスベガス到着（Fashion Show Mall Macy's の出口）

1 ¥6,700 ¥6,700 × 無 - 毎日(RQベース)

バスチケット代行手配。
⾧距離ドライブが苦手・面倒・心配・・・という方にオススメなのがこちらのフリックスバス。ロサンゼ
ルスとラスベガスをお手頃かつ快適に移動できます。移動中はワイヤレスインターネットサービスもあ
り、あっという間に砂漠を駆け抜けエンターテイメントの街ラスベガス"へ到着します。
※指定集合場所までは各自お越しいただくことになりますのでご了承ください。
【往路】
アナハイム⇒ラスベガス
アナハイム出発
※途中ロサンゼルスで乗り換えが発生する場合もございます。
ラスベガス到着（Fashion Show Mall Macy's出口）

大人 子供

1 ¥4,000 ¥4,000 × - - 11:00
毎日(特定日・特定祝祭日

を除く)

下記お好きなメニューからお選びいただけます。
【前菜】 MAMA'S GARLIC BREAD /ガーリックブレッド
【メインディッシュ】（下記５種のいずれか1つ）
■Southern Charmed Fried Shrimp /サザン チャームド フライド シュリンプ
エビフライとさくさくフライドポテト。ディッピング用のカクテルソース付。
■All American Cheeseburger /オールアメリカンチーズバーガー
シーフードが苦手な方でも定番のバーガーメニュー!フライドポテト付!
■Accidental Chiken /アクシデンタルチキン
ご飯の上にグリルした鶏肉のレモンバターソースをのせ、トマトと青ねぎをトッピング。
■Captain s Fish and Chips キャプテンズフィッシュアンドチップス
ふんわりと揚がった特性ビール衣の中には新鮮な白身魚マヒマヒ（高級シイラ）。
付け合せは定番のコールスローとフライドポテト。
■Chicken or Shrimp Caesar Salada /チキンor シュリンプ シーザサラダ
パルメザンチーズとクルトン入りで、お好みで選択して頂けるチキンかシュリンプがトップに。
【デザート】
Chef s Choice of Dessert /シェフのおすすめのデザート
【飲み物】（下記の5種類のいづれか1つ）
ペプシ / ダイエットペプシ / ルートビアー / アイスティ / コーヒー
英語が分からなくても安心。日本語メニューからお好きなメニューをお選びいただけます。 チップや税金

1 ¥5,300 ¥5,300 × - -
【クローズ】

月～木 22:00
金土 23:00

毎日(特定日・特定祝祭日
を除く)

下記お好きなメニューからお選びいただけます。
【前菜】 （下記２種類より1つ選択し、テーブルごとにシェアするシステムです）
GUMP HOUSE SALAD & MAMA'S GARLIC BREAD /ミニサラダ&ガーリックブレッド
【メインディッシュ】（下記５種のいずれか1つ）
・Southern Charmed Fried Shrimp /サザン チャームド フライド シュリンプ
エビフライとさくさくフライドポテト。ディッピング用のカクテルソース付。
・BBQ Cheeseburger /バーベキューチーズバーガー
シーフードが苦手な方でも定番のバーガーメニュー!フライドポテト付!
・Accidental Fish /アクシデンタルフィッシュ
グリルした白身魚にレモンバターソース、ジャスミンライス、ローマトマト添え。
ふんわりと揚がった特性ビール衣の中には新鮮な白身魚マヒマヒ（高級シイラ）。
・Captain s Fish and Chips キャプテンズフィッシュアンドチップス
 付け合せは定番のコールスローとフライドポテト。
・Chicken Scampi /チキンスキャンピ
柔らかいチキンをケッパーとレモンガーリックバターソースでさっと煮る。
こってりソースがリングイネパスタによくからまります。
【デザート】
Chef s Choice of Dessert /シェフのおすすめのデザート
【飲み物】（下記の5種類のいづれか1つ）
ペプシ / ダイエットペプシ / ルートビアー / アイスティ / コーヒー
英語が分からなくても安心。日本語メニューからお好きなメニューをお選びいただけます。 チップや税金

FLXBC アナハイム⇒ラスベガス(片道)フリックスバス代行手配

※注意事項※
・指定集合場所のみ発着となります。
・ラスベガスでの降車は、予告なく変更する場合がございます。（事前にお選びいただく必要はございません。）
・お荷物はお一人様スーツケース1つと手持ちバック1つまでとなっており、それ以上は追加チャージ$15/1つが発生いたします。（ご予約時に事前に荷物の数をお申し出ください。）
・ペット・喫煙・アルコールはお持ち込みいただけません。
・現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可効力の事情により、予告なしにルートや時間の変更、及び催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

SMLBB
【グルメ・クーポン】 ランチ ババガンプシュリンプ

（アメリカン)

※注意事項※
・当日はグルメクーポンをご持参ください。
・メニューにないお飲み物や料理をオーダーされた場合はレストランにてご自身でお支払いいただきます。
・ご送迎・ガイドはついておりません。
・お求め頂きましたグルメ・クーポンの払戻し、紛失された場合などの再発行は出来ませんのでご了承ください。
・メニューは予告なく変更する場合がございますので、ご確認ください。

CYC1D サンタモニカレンタル自転車１日券

※注意事項※
【企画・実施会社】PERRYS/SEAMIST
・当日は自転車クーポンを必ずご持参ください。
・海岸線は風が強く吹く場合もございます。⾧袖を一枚お持ちになることをおすすめいたします。
・保険は一切含まれておりません。
・万が一ツアー中におきた事故や怪我、自転車の盗難等は全てご自身の責任の範囲となります。当社および関係各社では一切の責任を負いませんのでご了承の上ご参加ください。ご出発前の海外旅行保険のご加入をおすすめいた
します。
・身分証明書を必ずお持ちください。例）パスポートなど写真つきのもの
・海岸線は風が強く吹く場合もございます。⾧袖を一枚お持ちになることをおすすめいたします。
・天候の関係でお店が予告なく閉まる場合もございます。（雨の日はお店がクローズとなります）
・身分証明書を必ずお持ちください。例）パスポートなど写真つきのもの
・デポジットの為クレジットカードの提示が必要な場合もございますのでお持ちください。
・自転車のご利用前に免責同意書にサインをいただきますのでご了承ください。
・子供用の自転車はないため、9歳以下のお子様は参加できません。

FLXAC ロサンゼルス⇒ラスベガス(片道)フリックスバス代行手配

※注意事項※
・指定集合場所のみ発着となります。
・ラスベガスでの降車は、予告なく変更する場合がございます。（事前にお選びいただく必要はございません。）
・お荷物はお一人様スーツケース1つと手持ちバック1つまでとなっており、それ以上は追加チャージ$15/1つが発生いたします。（ご予約時に事前に荷物の数をお申し出ください。）
・ペット・喫煙・アルコールはお持ち込みいただけません。
・現地交通事情、現地主催会社の事情、天候、その他不可効力の事情により、予告なしにルートや時間の変更、及び催行の中止となる場合がありますのであらかじめご了承ください。
※出発時間は基本的に午前中となりますが、日によって異なるためご確認ください。

USTKP
ユニバーサルスタジオ１デーチケット
繁忙期: 6/8-9/2, 12/14-1/5/2020

※注意事項※
通常期:対象日程: 4/1-30,5/1-31,6/1-7,9/3-30,10/1-31,11/1-30,12/1-13/2019, 1/6-31,2/1-29,3/1-31/2020
繁忙期:対象日程:6/8-30,7/1-31,8/1-31,9/1-2,12/14-31/2019,1/1-5/2020
※チケットの種類によって、入園できる日程が異なります。お申し込み時、必ず参加日を選択ください。
※チケットをお渡しした後、再発行はいたしかねます。
・チケットのお渡しは、現地ご到着後担当ガイドよりクーポンをお渡しします。（Eチケット対応可能）
※送迎はございませんので、会場へはご自身で行っていただきます。
※パークの閉園時間についてはその日によって異なります。
※チケットをお渡しした後、再発行はいたしかねます。

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

内容詳細

申込番号 コース名

■レンタルサイクル

■ラスベガス送迎

■ランチ・ディナークーポン

催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

内容詳細

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

内容詳細

SMDBB
【グルメ・クーポン】 ディナー ババガンプシュリンプ

（アメリカン）

※注意事項※
・当日はグルメクーポンをご持参ください。
・メニューにないお飲み物や料理をオーダーされた場合はレストランにてご自身でお支払いいただきます。
・ご送迎・ガイドはついておりません。
・お求め頂きましたグルメ・クーポンの払戻し、紛失された場合などの再発行は出来ませんのでご了承ください。
・メニューは予告なく変更する場合がございますので、ご確認ください。



大人 子供

1 ¥6,500 ¥4,000 × 無 1～24時間
09:00頃～随時

※21:00頃が最終
毎日

バスの巡回ルートは６種類!
1レッドルート（ハリウッド、ビバリーヒルズ方面） ②パープルルート（ダウンタウン、ファッション
ディストリクト方面） ③ブルールート（ユニバーサルスタジオ方面） ④イエロールート（サンタモニ
カ、ウエストウッド、ビバリーヒルズ方面） ⑤グリーンルート（サンタモニカ、マリナ・デル・レイ方
面） ⑥オレンジルート（ロサンゼルス空港＆マリナ・デル・レイ方面）
ステップ1６つの巡回ルートを吟味! ステップ②行ってみたい場所をピックアップ! ステップ③バスの時
間をチェックし、時間を有効に! ステップ④チケット事前購入で、どのストップポイントからも乗車可能
になります!!
※当日のチケット購入は、ハリウッド・チャイニーズシアター前にある、スターラインツアーズのデスク
になります。
★チケットは最初に乗車する時に運転手からスタンプを押してもらってから24時間利用可能です。
★事前に購入しておけば、現地到着後に買いに行く必要はありません!

1 ¥8,500 ¥5,300 × 無 1～48時間
09:00頃～随時

※21:00頃が最終
毎日

バスの巡回ルートは６種類!
1レッドルート（ハリウッド、ビバリーヒルズ方面） ②パープルルート（ダウンタウン、ファッション
ディストリクト方面） ③ブルールート（ユニバーサルスタジオ方面） ④イエロールート（サンタモニ
カ、ウエストウッド、ビバリーヒルズ方面） ⑤グリーンルート（サンタモニカ、マリナ・デル・レイ方
面） ⑥オレンジルート（ロサンゼルス空港＆マリナ・デル・レイ方面）
ステップ1６つの巡回ルートを吟味! ステップ②行ってみたい場所をピックアップ! ステップ③バスの時
間をチェックし、時間を有効に! ステップ④チケット事前購入で、どのストップポイントからも乗車可能
になります!!
※当日のチケット購入は、ハリウッド・チャイニーズシアター前にある、スターラインツアーズのデスク
になります。
★チケットは最初に乗車する時に運転手からスタンプを押してもらってから24時間利用可能です。
★事前に購入しておけば、現地到着後に買いに行く必要はありません!

1 ¥10,500 ¥6,600 × 無 1～72時間
09:00頃～随時

※21:00頃が最終
毎日

バスの巡回ルートは６種類!
1レッドルート（ハリウッド、ビバリーヒルズ方面） ②パープルルート（ダウンタウン、ファッション
ディストリクト方面） ③ブルールート（ユニバーサルスタジオ方面） ④イエロールート（サンタモニ
カ、ウエストウッド、ビバリーヒルズ方面） ⑤グリーンルート（サンタモニカ、マリナ・デル・レイ方
面） ⑥オレンジルート（ロサンゼルス空港＆マリナ・デル・レイ方面）
ステップ1６つの巡回ルートを吟味! ステップ②行ってみたい場所をピックアップ! ステップ③バスの時
間をチェックし、時間を有効に! ステップ④チケット事前購入で、どのストップポイントからも乗車可能
になります!!
※当日のチケット購入は、ハリウッド・チャイニーズシアター前にある、スターラインツアーズのデスク
になります。
★チケットは最初に乗車する時に運転手からスタンプを押してもらってから24時間利用可能です。
★事前に購入しておけば、現地到着後に買いに行く必要ありません!

☆送迎付きのツアーにつきましては、ホテルまたは指定場所からの送迎となります。詳しくは往路空港送迎時に担当ガイドへご確認ください。
☆上記行き先・時刻は、交通事情・現地都合により変更する場合があります。目安としていただきますようお願いたします。
☆所有時間は送迎を除くツアー開始～終了の時間となります。
 ホテルのピックアップ時間は催行開始時間より1時間以上早い場合があり、ホテル到着時間は1時間以上遅くなることもございます。
☆すべてのツアーは日本申し込み・日本払いとなります。
☆現地事情により、ご希望のお日にちのご予約がお取りできない場合もございます。

◆お申込みについて
ご出発の20日前まで受付しております。それ以降のお申込みは承れませんので、予めご了承ください。

◆お取消について
お客様都合の取消し・変更により発生する手数料はお申込いただきましたパッケージツアーと同条件となります。

※オプショナルツアーのサービスの提供に関して代理、媒介または取り次ぐものであり、サービスの提供者ではありません。
 当社はサービスの提供者の責任に帰すべき事由により起因するすべての損害に関しては一切の責任を負いません。 

◆ツアー企画・主催:SKYhub

ST1H2
乗り降り自由!ロサンゼルス観光地周遊バス（48時間バ

ス）
※注意事項※
※ツアー参加において専用バウチャー（参加券）が必要となります。手配完了の際にメールにてお送りいたします。
※全て英語案内となります。英語に自信のない方は通常の市内観光をおすすめします。
※保険は一切含まれておりません。
※停留所には目印がありませんので乗車の際はご注意ください。
※お帰りのバスや乗り継ぎのバスについては降車される際に必ずご確認ください。
※最終便のお時間は18時～21時となっております。路線によっても異なりますのでご注意ください。
※運行時間、運行間隔が予告なく変更となる場合がございます
※交通状況・交通規制などによってコース、ストップポイントなどが予告なく変更 になる場合がございます。
※この商品はスターラインツアー社の商品の代行販売となります。ツアー参加後のご質問等は直接スターラインツアー社までお問い合わせください。

ST1H3
乗り降り自由!ロサンゼルス観光地周遊バス（72時間バ

ス）
※注意事項※
※ツアー参加において専用バウチャー（参加券）が必要となります。手配完了の際にメールにてお送りいたします。
※全て英語案内となります。英語に自信のない方は通常の市内観光をおすすめします。
※保険は一切含まれておりません。
※停留所には目印がありませんので乗車の際はご注意ください。
※お帰りのバスや乗り継ぎのバスについては降車される際に必ずご確認ください。
※最終便のお時間は18時～21時となっております。路線によっても異なりますのでご注意ください。
※運行時間、運行間隔が予告なく変更となる場合がございます
※交通状況・交通規制などによってコース、ストップポイントなどが予告なく変更 になる場合がございます。
※この商品はスターラインツアー社の商品の代行販売となります。ツアー参加後のご質問等は直接スターラインツアー社までお問い合わせください。

※注意事項※
※ツアー参加において専用バウチャー（参加券）が必要となります。手配完了の際にメールにてお送りいたします。
※全て英語案内となります。英語に自信のない方は通常の市内観光をおすすめします。
※保険は一切含まれておりません。
※停留所には目印がありませんので乗車の際はご注意ください。
※お帰りのバスや乗り継ぎのバスについては降車される際に必ずご確認ください。
※最終便のお時間は18時～21時となっております。路線によっても異なりますのでご注意ください。
※運行時間、運行間隔が予告なく変更となる場合がございます
※交通状況・交通規制などによってコース、ストップポイントなどが予告なく変更 になる場合がございます。
※この商品はスターラインツアー社の商品の代行販売となります。ツアー参加後のご質問等は直接スターラインツアー社までお問い合わせください。

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日

内容詳細

■ホップオンホップオフ

※サンタモニカセグウェイツアー、パークチケット（ディズニーおよびユニバーサル）、サンタモニカレンタル自転車、フリックスバス、ババ・ガンプ・シュリンプ
ミールクーポン、ロサンゼルス観光地周遊バスはお申込み後100％のキャンセルおよび変更チャージが発生します。予めご了承ください。

ST1H1
乗り降り自由!ロサンゼルス観光地周遊バス（24時間バ

ス）

※すべてのツアーの発着場所はダウンタウン地区となっております。

それ以外の地区（サンタモニカ、ビバリーヒルズ、ハリウッド、アナハイム）からご参加の場合、

お一人様あたり4,000円（1名参加の場合は8,000円）の追加代金がかかります。予めご了承ください。

※アナハイム地区からご宿泊の場合は、上記にプラスして更に追加代金がかかる場合があります。

※ご宿泊ホテルによってご予約が承れない（送迎ができない）場合がございます。その場合は、指定の最寄りホ

テルまでお客様ご自身でご移動いただきます。

※ダウンタウン地区の指定集合場所までお客様ご自身でご集合される場合は、上記追加代金は不要です。

（解散もダウンタウン地区となります。）

※サンタモニカ、ビバリーヒルズ、ハリウッド、アナハイム地区以外からご参加される場合はご予約時にお問い

※必ずご注文の前に、係の者にクーポンをお渡しください

※ミールクーポンでお食事いただけるメニューは、各レストランにて予め設定されております。

※追加注文やお酒・お飲み物、及びそれに対する税金等は、各自で別途お支払いください。

※クーポンは金券です。紛失された場合、再発行は致しませんので、予めご了承ください。

※高級レストランでは、Tシャツ・短パン・サンダルでのご入店をお断り頂いている所がございます。

※レストランの都合により、メニュー・営業時間等が予告なしに変更される場合があります。ご了承ください。

※心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、妊娠中、投薬中、既往症をお持ちの方はご参加いただけない場合が
ございます。

※心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、妊娠中かつ安定期以外、投薬中、既往症をお持ちの方、体力に自信

のない方は、ダイビングにはご参加いただけません。

※小さなお子様や、年齢によってご参加いただけないアクティビティもございます。はご予約時にお問い合わせ

ください。


