
クッキーのお土産プレゼント！

おすすめポイント

JTB貸切 プチ星空観賞イベントを開催！

あさパラ！限定
オリジナルディナー１回付き！

っと発見！っと発見！

クワクいっぱいの
ビッグアイランドへ！

マこそ行こう！

ハ

ワ

イ
ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ／ラグーン（イメージ）

169,000円～

239,000円
燃油サーチャージ込みでこの価格！

現地係員がご案内する 「あさパラ！」特別企画 ハワイ島＋ホノルル 6日間
〈2名1室利用／Ｙクラス席／おとなお１人〉

ルック
JTB
特別企画

ルック
JTB
特別企画

※空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空港諸税）
が必要となります。

満足が見える旅へ

2019．9月1日～2020．3月31日
関空発



ハワイ島こだわりのポイント

あさパラ！特別企画
「ハワイ島＋ホノルル 6日間コース」限定
当コース専用観賞エリアで星空を満喫！

当パンフレット限定
クッキー詰め合わせプレゼント！

旅の始まりから終わりまで、充実のサポートラインで皆様の旅に寄り添う「ルックJTB安心パック」についてはP.14参照

今やハワイ土産の定番とも言える大人気のクッキー店「ビッグ・アイランド・キャンディーズ」
あさパラ！オリジナル詰め合わせセット（お1人様におひとつ１０個入り）をプレゼント！

Point

2

ロイヤルコナ
コーヒー工場

ハワイ島の過ごし方 番組で紹介したスポットも訪れる！

ハワイ島サークル・アイランド・ツアー
ハワイ島で有名な落差約134mの壮大なアカカ滝や、
キラウエア・ハワイ火山国立公園、黒砂海岸などご案内します。
ハワイ島の大自然の魅力を楽しみください。
■出発時間：6：55～8：40　
■所要時間：約12時間　■最少催行人員：2名　
■�含まれるもの：往復送迎、国立公園入場料、昼食、お飲み物　
■�実施日：毎日（ただし、10/12を除く）　
■運行事業者：ロバーツ・ハワイ
■ガイド：日本語を話すガイドまたはドライバーガイド

●日本語を話すガイドまたはドライバーガイドのご案内となります。　●ハワイ島の火山活動状況により、ルート変更や国立公園への入場規制が発生する場合があります。　
●当ツアーでは流れている溶岩を見ることはできません。　●18歳未満の方は保護者の同伴が必要となります。　●4歳未満のお子様は無料となります。　●歩きやすい服装
と運動靴でご参加ください。

ご注意

コーヒー豆（イメージ）
©Hawaii Tourism Authority (HTA) / 

Heather Goodman

ウミガメ（イメージ）
©Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson

追加料金要

追加代金不要

日本事前予約要

ルックJTB
特別企画

Point

1

〜太公望ハワイ代表より〜
地球の溢れ出るエネルギーで今も成長を続けてい
るハワイ島は一部の人にとってのパワースポットで
はなく地球のパワースポットです。宇宙のリズムか
ら外れた都会生活で溜まったストレス、疲れを癒し、
元気なエネルギーをチャージしに来て下さい。

太公望ハワイ代表
サニー武石氏

■�対象コース：「特別企画�ハワイ島＋ホノルル�6日間コース」（P.4参照）に参加のお客様
■お渡し場所：ホテル到着時�ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ内�JTBカウンター
●ノーベッドこども・幼児のお客様には含まれません。
●クッキーの種類は指定できません。

●天候により、催行中止となる場合もありますので、予めご了承くださ
い。また自然現象のため天候状況等により星空を観賞いただけない場合がありま
す。その場合でも返金はありません。

ご注意

ルックJTB×あさパラ！特別企画ハワイ島星空ツアーの老舗「太公望」によるプチ星空観賞イベント！
ハワイ島の星空を気軽にホテル内でお楽しみいただける
JTB貸切のイベントとなります。

〈P.4 あさパラ！特別企画 ハワイ島＋ホノルル 6日間コースにご参加のお客様限定〉
■実施日：3日目　
■開催場所：�ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ内�パレスローン〈野外会場〉� �

オーシャン・タワーとパレス・タワーの間
■開催時間：19：30開始　■所要時間：約1時間
■含まれるもの：太公望ガイドによる日本語の案内

1

プナルウ・ベーカリー（マラサダ試食）2

プナルウ黒砂海岸3
運が良ければ

ウミガメに会えるかも？

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ内 
JTBカウンター（イメージ）

当コース専用星空観賞エリア（イメージ）

コナコーヒーの
試飲もできる！

通常オプショナルツアー料金：
7/1現在 おとな１２６ドル こども107ドルのところ…

8,000円（お1人様／
おとな・こども同額） 

クッキー（イメージ）

ランド分類  OP

P.4コース
限定価格

※ ウミガメは野生動物のためご覧いただけな
い場合があります。

星空（イメージ）

天体望遠鏡
（イメージ）

星空
（イメージ）

2 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。



に行くならやっぱりルックＪＴＢ！

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジにてあさパラ！限定！
オリジナルディナー１回付！

100周年を迎えた
ヒルトンホテル！

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ＆ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
ハワイの２つのヒルトンホテルに泊まるコースをご用意！
ヒルトンは2019年5月31日に創立100周年を迎えました。

「地球という星をおもてなしの心であたたかく照らし続けます」
創業者の言葉を継承し、今日まで皆様に常に卓越した体験をお届けしてきました。
これからの100年も今まで以上の体験と最高の滞在をお届けいたします。

Point

3

Point

4

メニュー
◆前菜
・シーザーサラダ
◆メインディッシュ
・�ローマ風ピザ（生地が厚目のピザ）� �
キッチンのディスプレイより１テーブルにつ
き2種類お選びいただけます。
・フェットチーネ・アルフレッド（パスタ）
◆デザート
・  あさパラ！オリジナルティラミス 
・�100%ハワイ島産カウコーヒーまたは紅茶

・場所：ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ内
・営業時間：17：00〜22：00

オープンエアのダイニングエリアとキアヴェ炭で焼くピザ釜を備え、 
イタリア人シェフがつくるイタリア料理をお楽しみいただけます。
あさパラ！のためのセレクトメニューをご用意しました！

ヌイ・イタリアン

ハレマウマウ火口（イメージ）
溶岩（イメージ）

写真提供：ハワイ州観光局

ビッグ・アイランド・キャンディーズ工場（イメージ） アカカの滝（イメージ）

レストラン「ヌイ・イタリアン」（イメージ）

ピザの一例（イメージ）

スペシャルディナー（イメージ）

■�対象コース：「特別企画�ハワイ島＋ホノ
ルル�6日間コース」（P.4参照）に参加の
お客様

● チェックインの際にクーポンをお渡しします。
● クーポンを利用されなかった場合の払い戻し

はありません。
● 滞在中のお好きな日にご利用ください。事前

予約をご希望の場合はチェックイン後に日本
語ゲストサービスで予約可能です。

● スペシャルディナーの写真は１名様分です。

ビッグ・アイランド・
キャンディーズ工場
にてお買物

6

Sキラウエア・ハワイ国立火山公園4

イミロア・
スカイガーデン・
レストランにて
昼食

5 アカカの滝7

パーカー
牧場センター
（お手洗い休憩）

8
２０１８年5月の火山噴火による
閉園を乗り越えて、
再び観光が可能となりました。
雄大な自然をお楽しみください。

ビジターセンター（下車）、
ハレマウマウ火口（下車）、
スチームベント（車窓）

ヒルトン・ワイコロア・
ビレッジ帰着

18：45〜20：15

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ／リゾ
ート全景（空撮／イメージ）

当コースの日程表・
旅行代金表はP.4に
掲載しています。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ／花火
（イメージ）

3



コースNo. R3VZ6-HA3-H736

出発日・旅行代金（おとな旅行代金）	 単位：円

燃油サーチャージを含む（P.15参照）
出発日
（曜日）

Yクラス席
旅行代金

出発日
（曜日）

Yクラス席
旅行代金

9月
15（日） 189,000 12月 18（水） 219,000
22（日） 189,000

1月
16（木） 189,000

26（木） 169,000 22（水） 199,000

10月
12（土） 219,000 28（火） 239,000
23（水） 199,000

2月

13（木） 219,000
26（土） 219,000 19（水） 199,000

11月
17（日） 189,000 26（水） 219,000
26（火） 219,000 29（土） 239,000
29（金） 219,000 3月

4（水） 219,000
12月 13（金） 169,000 9（月） 239,000
こども代金 おとな旅行代金より一律	-10,000

幼児代金
エコノミークラス席 往復	 40,000
上級エコノミークラス席 往復	 46,000
ビジネスクラス席 往復	 93,000

ノーベッドこども代金 こども旅行代金より一律	-20,000
お１人部屋追加代金（相部屋不可） 	88,000
トリプル割引代金 	-12,000

別途、約11,700円を販売店にお支払いください。
空港税等について（裏表紙参照）

運行事業者 ： ドルフィン・クエスト・ハワイ（現地法人）
● 対象：10歳以上  
（18歳未満の方は保護者の同意書が必要です）　

●料金：おひとり219USドル（税込み）　●実施日：毎日　
● 開始時間：11：00、12：00、15：00、16：15  
（開催の時期により異なります）　

●所要時間：約30分（イルカとの触れ合いは約20分）　
●最少催行人員：1名

■�ドルフィン・クエスト・エンカウンター
ヒルトン・ワイコロア・ビレッジのラグーンに棲む愛嬌
たっぷりのイルカ達。水中でイルカを観察したり、イル
カに触ったり餌付けをする“ふれあい体験”を通してイ
ルカの世界を覗いてみませんか？

運行事業者 ： ドルフィン・クエスト・ハワイ（現地法人）
● 対象：5歳以上（10歳未満の方がご参加の場合、参加者1

名に対してアクティビティーに参加されるおとなの方１名の
付き添いが必要です。10歳以上18歳未満の方は保護者
の同意書が必要です）　

●料金：おひとり280USドル（税込み）　●実施日：毎日　
● 開始時間：10：00、11：45、13：45、15：15、16：00  
（開催の時期により異なります）　

●所要時間：約45分（イルカとの触れ合いは約30分）　
●最少催行人員：1名

■�ドルフィン・クエスト・エンカウンター・��
デラックス

「ドルフィン・クエスト・エンカウンター」プログラムより
長い時間イルカとふれあうことができるデラックス・
バージョンです。

〈ご注意〉●上記情報は2019年7月1日現在のものです。内
容や時間は予告なく変更となる場合がありますのでご予約時
にご確認ください。　●P.7「オプショナルツアー」記載のご案
内もあわせてご覧ください。

「あさパラ！特別企画」

〈実施日：9月1日〜2020年3月31日〉
ランド分類 OP

ハワイ島＋ホノルル 6日間

ドルフィンプログラム\o

ドルフィンプログラム（イメージ）

ハ
ワ
イ
島

ホ
ノ
ル
ル

アレンジ
できます

P.13

上 級
エコノミー
P.13

レンタ
カ ー
P.8

（※1）専用車は‘OLI‘OLIタクシー利用予定です。コースお申し込みのグループの人数やお荷物の量により
分乗いただく場合や、荷物を別車両で運ぶ場合があります。スーツケース等の積載可能荷物数（目安）は、ノーベッ
ドこどもおよび幼児を除くお1人様あたり1つです。　

ご注意

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

●発着地／日本発着時利用航空会社	
発着地 日本発着時利用航空会社 国内線特別代金プランのご案内
関空 ハワイアン航空（HA） 設定なし

●利用ホテル	：	〈ハワイ島〉ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ（部屋指定なし）（Aグレード）（P.5参照）
〈ホノルル〉�ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート（部屋指定なし）		

（Aグレード）（P.9参照）
ホノルル バスタブ付きのお部屋をご用意
ハワイ島 シャワーのみのお部屋となります

ただし、一部バスタブ付きのお部屋となる場合があります
●食事	：�朝食0回・昼食0回・夕食1回
●添乗員	：��同行しません　現地係員がご案内します
●最少催行人員	：�1名
●渡航手続き	：�P.15の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

日次 スケジュール 食事
朝昼夕

1

20：45 	：		関空（HA450便）a　
関空aホノルル間は並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）

（日付変更線通過）
08：55〜09：55 	：		ホノルル（乗継）� �

ホノルルの空港ではハワイ島への乗継のご案内をいたします
JTBカウンター（空港団体専用出口外）にて'OLI'OLIキット、'OLI'OLIフォン
（日本にてお申し込みの方のみ）をお渡しします
ハワイ島への乗り継ぎを日本語でサポートしてくれるから、ホノルルの空港での
乗り継ぎも安心です

11：55〜15：30 	：		ハワイ島（コナ空港）着
ハワイ島にて日本語係員がお出迎えします
滞在中のご案内やオプショナルツアーのお申し込み・お支払いなども承ります
その後、ヒルトン・ワイコロア・ビレッジまでお送りします
夜 	：	●�	あさパラ！特別企画限定ホテル内レストラン「ヌイ・イタリアン」にて		 	

	オリジナルディナーをお楽しみください（P.3参照）	　� �
滞在中お好きな日にご利用いただけます　

254

2

１日 	：		自由行動
ハワイ島サークル・アイランド・ツアー

（日本事前申込要／追加料金要／P.2参照）
当コース限定の特別価格をご用意しています！　　

555

3

1日 	：		自由行動
●�オプショナルツアーをご用意しています	 	
（日本事前申込要／追加料金要／P.6参照）

19：30〜20：30 	：		●�	あさパラ！特別企画	星空観賞（P.2参照）	　� �
満天の星空をお楽しみください！　

555

4

05：00〜08：00 	：		空港へ
08：00〜10：30 	：		ハワイ島aホノルル

●�係員がハワイ島でのお見送り、ホノルル空港でのお出迎え、ご案内
●�ホノルル空港到着後、お客様ごとに専用車（※1）でご宿泊ホテルへご案内します
●�ルックJTBルアナラウンジが利用可能！朝食やドリンク、おつまみもご用意！
●�お得な食事プランをご用意しています	 	
（日本事前申込要／追加代金要／P.7参照）
●�火曜日出発のお客様はヒルトン・ハワイアン・ビレッジにて花火の観覧席を
追加代金なしでご用意！（P.9参照）　

555

5

08：00〜12：00 	：		'OLI'OLIエアポートエクスプレスにて空港へ
13：15〜14：40 	：	ホノルル（HA449便）a

ホノルルa関空間は並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）
（日付変更線通過）

　
525

6
18：45 	：	関空着　

3連泊 ハワイ島

ハワイ島

ハワイ島

ホノルル

機中

4 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。
2019年7月20日 改



 

 

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ　リゾートマップ

コナ国際空港⇔ホテル間はホテル直行混乗送迎

広大な敷地は色鮮やかなトロピカルガーデンで彩ら
れ、巨大プール、テニスコート、イルカと触れ合えるラ
グーンや充実のレストランまで、リゾート内で心ゆく
まで楽しむことができます。

リゾート全景（空撮）

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ バーチャルツアー
はこちら！

ホテル外観と
施設の画像はこちら！

Aグレード
チェックアウト	12：00ハワイ島

チェックイン 13：00
客室面積：約39〜42㎡
ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数：
●おとな+こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども+幼児含めて4名まで（ただし、おとなは
最大2名まで ※1）
※1 おとな3名でトリプル利用の場合、ノーベッドこども、幼
児はお受けできません。
● 客室のバスはシャワーのみです。お部屋によって

はバスタブ付きとなる場合があります。

部屋指定なし

◆	高速インターネットと無線LAN（Wi-Fi）のご利用　
◆客室内からの市内通話無料　
◆	ハワイアンカルチャースクール（フラ、レイメイキ
ング、ウクレレ他うち1日1つ参加）
◆海水ラグーンでのビーチ用品レンタル20％割引
　など

ルックJTBなら
〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
※�情報は2019年7月1日現在のものです。ホテル都合に
より予告なく変更となる場合があります。

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆	ホテル内レストランにてスパークリングワイン1本
またはカクテルをお1人様に1杯差し上げます。

リゾート内を移動するボート（イメージ）

ボート水路　　　モノレール　 　レストラン
ローワーロビー(1階)

JTBデスクが
あります
上記参照

ウォーターズ・エッジ
（アメリカ料理）

オーキッド・
マーケット・プレイス

（アメリカ料理）

カムエラ・
プロビジョン・
カンパニー

（アメリカ料理）

ラグーン・グリル
（アメリカ料理）

コハラ・スポーツ・
クラブ＆スパ

ドルフィン・
ラグーン

ラグーン

ワイルア湾

フラミンゴ
保護区

コハラ・プール コナ・
プール

メインロビー(2階)

レンタカー会社
がありますNational

ヌイ・イタリアン（イメージ）

ヌイ・イタリアン

リゾート内を移動するトラム（イメージ）

リゾート内はボートやトラムで
移動できます！

コハラ・プール（イメージ）

イルカ（イメージ）

ウォータースライド
（イメージ）

カムエラ・プロビジョン・カンパニー（イメージ）

小さなスライダーが
あるので小さな
お子様にはこちらが
おすすめ。

ルックJTBのおすすめポイント

◆ ビーチアクティビティー無料レンタル（滞在中のうち1日）
※数に限りがあります。
［営業時間]8：00〜16：00　
※�営業時間内、お好きな時間に� �
ご利用いただけます。

［レンタル＆アクティビティー]
シュノーケルセット
（マスク・シュノーケル・フィン）、
スタンドアップ・パドル、
ブギーボード、カヤック、
パドル・サーフボード（こども用）、
ハイドロバイク、パドル・ボート、
フロート・マット

・ラグーンでご利用いただけます。　・1回／1部屋につき、ひとつのレンタルグッズのご利用となります（同時に複数の
レンタルはできません）。　・レンタルの際、免責同意書へのサインが必要です。　・お子様のみのご利用はできません。

カヤック
（イメージ）ラグーン（イメージ）

スライダーや
つり橋が
あります。

滞在中24時間日本語でサポート！

ホテルのお部屋から内線番号で直接‘OLI‘OLIインフォ
メーションセンター（日本語）につながります。

‘OLI‘OLI直通ダイヤル

ルックJTBなら滞在も快適サポート

ホテル内に「JTBデスク」があります！
■�営業時間：毎日／09：00〜17：00
（時間は変更となる場合があります）
■�場所：ローワーロビー１階

JTBデスク（イメージ）

ホテルからの移動に便利！

●無料　
●運行ルート：�
ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ
（ローワーロビー：1階）／
ワイコロア・ビーチ・
マリオット／
キングス・ショップス／
クイーンズ・マーケットプレイス巡回

リゾート内の移動に便利な巡回シャトル！�
ワイコロア・ショッピング・シャトルが
停車します！

JTBのお客様なら（宿泊ホテル問わず）、乗車時に‘OLI
‘OLIカードを提示するだけで滞在中乗り放題！
※運行スケジュールなど詳細は現地にてご確認ください。　
※車両はイメージです。変更となる場合があります。　
※ 上記の情報は2019年7月1日現在のものです。ホテル

都合により予告なく変更となる場合があります。

ワイコロア･シャトル
（イメージ）

パレスローン

5



★�日本出発前に日本円で� �
お支払いが完了できます！
★�現地でのお支払いがないので��
ご旅行の予算も立てやすい！

7日前申込要

●オニヅカ・ビジター・センターは日曜日は営業しておりません。その場合、休憩を別の
場所でご案内する場合がございます。　●16歳未満の方、健康管理と高山病予
防のため、また減圧症予防として24時間以内にスキューバ・ダイビングをさ
れた方（シュノーケリング、潜水艦ツアー参加者を除く）、飲酒されている方、
心臓疾患や呼吸器系疾患、体調の悪い方、高血圧の方、妊娠中の方はご参
加いただけません。また85歳以上の方はご出発前に医師にご相談の上、
承諾書をお持ちください。　●ご参加の際には免責同意書への署名が必要です。　
●山頂付近の気温はマイナスになることがありますので、長袖、長ズボン、運動靴を必
ずご着用ください。貸し防寒ジャケットなどはご用意しています。また、サングラス、帽
子（風に飛ばされにくいもの）のご用意をおすすめします。　●季節によりサンライズ、
サンセットの時間が変わるため、ホテル出発時間が最大で2時間異なります。　●積雪
やその他の現地事情により、マウナケア山頂までの道路が通行できず、ツアー内容変
更または催行中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。　●マウナケア
山頂までは状態の良くない道路を通過します。乗り物に酔いやすい方は事前に酔い止
めの薬を服用されることをおすすめします。　●スバル天文台内には立ち入りません。　
●天候によりサンセット、星をご覧いただけない場合があります。　●18歳未満の方
は親権者の同伴が必要です。

●8歳未満の方、呼吸器系疾患、循環器系疾患、耳、鼻などの疾患、アレル
ギー、てんかんなどの既往症のある方、妊娠中の方はご参加いただけませ
ん。また、インストラクターの判断により安全管理上の理由でお断りする場
合もあります。　●季節により日没の時間が変わるため、ホテル出発時間、ボート出
港時間が最大１時間異なります。お申し込み時にご確認ください。　●タオル、日焼け
止め、お帰りの際の着替え服は各自ご用意ください。予め水着を着用してご参加くだ
さい。　●夜はかなり冷えますので、上着をご持参ください。　●船に酔いやすい方は
事前に酔い止めを服用される事をおすすめします。　●度付きマスクをご希望の方は、
お申し込み時にお申し出ください。　●泳ぎに自信のない方にはおすすめできません。
また、安全管理上の理由によりツアー催行中はライフベストをご着用いただきます。　
●このツアーには、夕食は含まれません。ハワイ島のレストランやスーパーの閉店時間
は早く、ホテルお戻りの時間には閉店している場合があります。ツアー参加前にお食事
されるかお買い物しておくことをおすすめいたします。　●貴重品や多額の現金などは
お持ちにならないことをおすすめします。　●当日の天候や交通状況、その他の現地事
情により、ツアー時間が変更または中止となる場合がございます。　●マンタは野生動
物の為、ご覧いただけない場合もあります。　●同行者にはアクティビティーは一切含
まれません。同行者の年齢制限は6歳以上となり、保護者の方の常時付き添いが必要
です。　●本ツアーにご参加の際には免責同意書への署名が必要です。18歳未満の
方は保護者の同伴と保護者による同意書への署名が必要です。

●4歳未満の方、心臓疾患や呼吸器系疾患、体調の悪い方、飲酒されている
方はご参加いただけません。　●当日の天候およびその他現地事情により観光場
所が変更される場合があります。また催行中止となる場合もありますので予めご了承
ください。　●18歳未満の方は保護者の同伴が必要となります。　●火～金:ウチダ
ファーム、土･日:グリーンウェルファームへの立ち寄りとなります。但し、諸事情により予
告無く他のファームへ変更の場合があります。

マウナケア山頂のスバル天文台付近から幻想的なハワイアン・サンセットを
観賞します。その後、世界中で最も星が美しく見えるといわれているマウナ
ケア山中腹のオニヅカ・ビジター・センター付近で星空観測。おなじみの星座
から聞いたことのない星団、そして夜空に煌く人工衛星や流星など、大自然
のプラネタリウムを眺めながらロマンチックなひとときをお過ごしください。

マンタとの出会いを求めて夜の海でナイト・シュノーケルに挑戦。ベテランの
日本語ガイドが案内してくれるので安心！マンタは光に集まるプランクトンを
求めて集まります。ライトがついた大きな浮きにつかまり、水中で軽快に身
を翻しながら優雅に泳ぐマンタの姿を眺めます。身近に感じるマンタの存在
は迫力満点！大興奮の忘れられない体験をハワイ島でお楽しみください。

日系移民の歴史が色濃く残る、コーヒー農園やハワイ島の街を巡るツアー。
100年近い歴史を持つマナゴホテルでは名物料理のポークチョップをお召
し上がりください。ガイドブックだけではわからない奥深いハワイ島を探求
できるツアーです。

■出発時間：12:00～15:15前後　
■所要時間：約11時間　
■最少催行人員：2名
■�含まれるもの：往復送迎、防寒ジャ
ケットと手袋の無料レンタル、ボト
ルウォーター、スナック、温かいお
飲み物、夕食（お弁当)
■�実施日：毎日� �
(ただし、10/12、12/6・7を除く)
■�運行事業者：太公望ハワイ マウナケア山頂（イメージ）

カイルア・コナの街（イメージ）

ハワイ島で有名な落差約134mの壮大なアカカ滝や、キラウエア・ハワイ火
山国立公園、黒砂海岸などご案内します。ハワイ島の大自然の魅力を楽し
みください。

P.4 あさパラ！特別企画コースへご参加のお客様はお得な追加料金をご用
意しています（P.2参照）

■出発時間：6：55～8：40　
■所要時間：約12時間　
■最少催行人員：2名　
■�含まれるもの：往復送迎、国立
公園入場料、昼食、お飲み物　
■�実施日：毎日� �
（ただし、10/12を除く）　
■運行事業者：ロバーツ・ハワイ

●日本語を話すガイドまたはドライバーガイドのご案内となります。　●ハワイ島の火
山活動状況により、ルート変更や国立公園への入場規制が発生する場合があります。　
●当ツアーでは流れている溶岩を見ることはできません。　●18歳未満の方は保護者
の同伴が必要となります。　●4歳未満のお子様は無料となります。　●歩きやすい服
装と運動靴でご参加ください。

人気のオプショナルツアーを

日本申込・日本円払いでご用意しました！

日本事前予約要 ランド分類��OP

10,000円追加料金（お1人様）
（おとな・こども同額）

19,000円追加料金（お1人様）
（おとな・こども同額）

キラウエア・ハワイ火山国立公園／
ハレマウマウ火口（イメージ）

■出発時間：16：30～17：30　
■�所要時間：約5時間
■最少催行人員：2名
■�含まれるもの：往復送迎、シュノー
ケル用具、ウェットスーツのレン
タル、お飲み物
■�実施日：月～金曜� �
(ただし、10/12を除く)　
■運行事業者：ネイチャー・スクール

■出発時間：08:30～09:30　
■所要時間：約７時間
■最少催行人員：2名　
■�含まれるもの：往復送迎、昼
食、ボトルウォーター、ギフト
■�実施日：火～日曜(ただし、
10/12・13、11 /28、
12/7・8・25、1/1を除く)
■�運行事業者：太公望ハワイ

おとな18,000円 こども12,000円追加料金
（お1人様）

おとな14,000円 こども10,000円追加料金
（お1人様）

マンタ（イメージ）

ハワイ島 半日観光 コナコーヒー
農園と名物・マナゴホテルのランチ

ハワイ島 マサシの
マンタじゃナイトツアー（送迎付き）

ハワイ島 ハワイ島サークル・
アイランド・ツアー ハワイ島 太公望マウナケア山頂と

スター・ゲイジング（天体観測）

数に限りがあるため早めのお申し込みをおすすめします！

夕食付
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21日前申込要

●2019年9月1日～2020年3月31日の実施となり、2020年4月1日以
降は対象となりません。　●現地でのお申し込みはできません。　●日本出発の21日前までに販売
店にお申し込みください。代金は日本出発前に日本円にてお支払いください。ご利用されなかった場
合の払い戻しはできません。　●ルックJTB以外のお客様とご一緒になる事があります。　●数に限
りがあるため、満席の場合があります。お早めのお申し込みをおすすめします。　●ホノルル／ダニエ

ル・K・イノウエ国際空港到着時にクーポンをお渡しします。　●送迎は付きませんのでご自身でレスト
ランまでお越しください。　●追加のお飲み物やお食事は別料金（税金およびチップ要）となります。　
●メニュー内容・休業日・クーポン利用可能時間は予告なく変更となる場合があります。　●クーポン
はいかなる場合でも再発行できません。　●ノーベッドこども代金でご参加のお子様もお申し込みい
ただけます。　●P.15記載の「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。

食事プラン共通のご注意

●P.6掲載の追加料金およびオプショ
ナルツアーの諸条件は、2019年9月1日～2020年3月31日の適用となり、２０２０年4月1日以降は対象
となりません。現地でのお申し込みはできません。　●日本出発7日前までに販売店にお申し込みくださ
い。また日本にて日本円でお支払いください。ご利用されなかった場合の払い戻しはできません。　●オ
プショナルツアーごとに明記している現地法人が実施します。各ツアーはそれぞれの運行事業者が所在
する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また旅
行契約は当社らがお客様に予約完了となった旨を通知した時に成立します。　●表示の料金およびオ
プショナルツアーの諸条件はルックJTBの旅行のコースに適用されます。また、記載の実施日まで適用さ
れます。料金については、特に記載のない限りおとなお１人様の料金となります。　●特に記載のない場
合、こども料金は、オプショナルツアー実施日当日を基準に、満2歳以上12歳未満のお子様に適用しま
す。また、ノーベッドこども代金でご参加の場合でもオプショナルツアーにお申し込みの場合はこども料
金が必要となります。幼児（2歳未満）の料金は、一部のオプショナルツアーを除いて無料ですが予約は必
要です。また、座席、ツアー中の食事は提供されません。　●オプショナルツアーではお子様のみの参加
はできません。12歳未満の方は必ず親権者同伴にてお申し込みください。18歳未満の方は親権者の同
伴または同意書が必要となります。　●表示の料金にはご宿泊のホテル（または最寄りのホテル）からの
往復の交通費、ガイド料、チップ、入場料、税金、ならびに空港税等、明記された食事代が含まれます（原
則としてお飲物代はお客様負担となります）。ただし、一部送迎やガイドが付かないツアーもあります。　 
●税金ならびにアメリカ合衆国が定める空港税等は2019年7月1日現在のものです。　●ツアーによ
り、お申し込み後の手配となる場合があります。　●日本にてお申し込みいただいたオプショナルツアー

でも最少催行人員に満たない場合は催行中止となる場合があります。催行の可否は参加日の前日17時
までに決定し、その後のご連絡となります。　●利用運輸機関はそれぞれツアー別にご案内している場
合を除き、バスを利用します。また、人数によりミニバス、セダンなどになる場合があります（一部送迎なし
ツアーあり）。　●表示している出発時間・所要時間は目安であり、変更になる場合があります。また、宿
泊先のホテルにより出発時間が異なります。詳細は現地にてご確認ください。　●天候、交通事情、その
他の事情により、実施日、場所、食事内容、スケジュールなどの変更、またはツアーを中止することがあり
ます。　●ルックJTB以外のお客様とご一緒になることがあります。あらかじめご了承ください。　●運
行事業者は実施するツアーの安全管理に万全を期しておりますが、各種アクティビティーの性質上、危険
を伴う場合もありますので、ご参加に際しては現地にて同意書をいただく場合もあります。　●到着日・
移動日のオプショナルツアーの日本申し込みは基本的にはお受けできません。　●1日に複数のオプショ
ナルツアーに参加される場合、時間的に無理な場合もありますので、お申し込みの販売店にご相談くだ
さい。　●アルコール飲料の提供は21歳以上の方が対象となります。写真付身分証名書の提示を求め
られる場合があります。　●原則として食事特典付きコースにご参加の場合や、グルメクーポンをお申し
込みの場合のご利用いただかなかった食事は、払い戻しいたしません。　●参加コースによりオプショナ
ルツアー参加条件が異なる場合があります。　●屋外でのアクティビティーを行う各ツアーにご参加の
場合、水着、タオル、日焼け止め、サングラス、虫除けスプレーなどはご自身でご用意ください。

オプショナルツアー取消料
●お申し込み後に取り消された場合は取消料が必要となります。
◎掲載のオプショナルツアー：実施日の7日前以降…料金の100％

P.6記載オプショナルツアー\o共通のご案内とご注意

■営業時間：16：30～22：00
■定休日：11/28
■除外日：�11/28、12/24・25・31、��

2020年1/1、2/14～16
■場所：アラモアナ・ホテル36階

■営業時間：�火～土曜：17：00～21：00� �
8月：18：00～22：00

■定休日：日・月曜
■除外日：�11/28、12/24・25・31、� �

2020年1/1、2/14、月曜
■場所：�ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・��

ビーチ・リゾート内

メニュー
◆自家製ブレッド
◆�シーフードトリオ（ジャンボシュリンプ� �
カクテル、生牡蠣、まぐろのお刺身）
◆スープまたはサラダより１品
＊フレンチオニオンスープ
＊�特製チョップドサラダ� �
（ロメインレタス、アボカド、トマト、� �
ヤシの新芽、ベーコン、ブルーチーズ、� �
きゅうり、バルサミコヴィネグレット）
＊シーザーサラダ
◆メインディッシュより１品
＊プライム・リブアイ・ステーキ
＊黒豚のロースト　
＊キングサーモンのフィレ
◆サイドディッシュより２品
＊トリュフ入り・マッシュドポテト
＊クリームコーン
◆デザートより１品
＊アイランド・シャーベットと季節のベリー
＊�リリコイ・クリーム・ブリュレと� �
季節のベリー

◆�コーヒー、紅茶、緑茶、またはアイスティー

メニュー
◆�シーフード・プラッター� �
（ジャンボシュリンプ、� �
キングクラブ、オイスター）
◆ロブスター・ビスク
◆メインディッシュより1品
＊ニューヨーク・ステーキ
＊本日の魚料理
＊プチ・フィレミニオン
◆チーズケーキ
◆コーヒーまたは紅茶

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ
36階にあるシグネチャーは、高層
階ならではの絶景パノラマビュー
が楽しめるレストラン。純白のベ
ビーピアノによる生演奏を聴きな
がら、最高級の熟成ステーキと新
鮮なシーフードが味わえ、地元のお
客様にも大人気。

店内（イメージ） 店内（イメージ）

専用の熟成庫にて熟成させたドライエイジ
ング・ビーフは旨みが凝縮され、肉本来の
美味しさが味わえます。フィレとサーロイン
が一緒に楽しめるポーターハウス・ステー
キは是非試していただきたい一品です。

メニューの一例（イメージ）

■営業時間：�11：00～15：30／� �
15：30～23：30

■場所：�ロイヤル・ハワイアン・センターＣ館��
3階

メニュー
◆�ジャンボ・シュリンプ・カクテル、� �
ジャンボ・クラブミート・カクテル、��
生ガキの盛り合わせ
◆本日のスープ
◆メインディッシュより１品
＊フィレミニヨン・ステーキ
＊�ニューヨーク・� �
サーロインステーキ
＊本日のお魚料理
◆ほうれん草クリーム煮
◆マッシュドポテト
◆デザートより１品
＊�老舗ジュニアーズの� �
ニューヨーク・チーズケーキ
＊チョコレートムースパイ
＊アイスクリーム
◆�コーヒー、紅茶、またはアイスティー

ウルフギャング・
ステーキハウス

1965年にニューオリンズで最初
のお店が開店。アメリカを代表す
る高級老舗ステーキハウスでは、
最高級の熟成肉を約980度の
オーブンで調理し、肉本来の旨み
を内側に閉じ込めたステーキが
味わえます。

メニューの一例（イメージ）

■営業時間：16：30～22：00
■場所：�ワイキキ・ビーチ・ウオーク��

2階

メニュー
◆前菜より１種類を選択してシェア
＊マッシュルームのカニ身詰め
＊バーベキューシュリンプ
＊オッソーブッコのラビオリ
◆スープまたはサラダより１品
＊本日のスープ　＊ステーキハウスサラダ
◆メインディッシュより１品
＊ルース・フェーマス・フィレステーキ
＊フィレミニヨン・ステーキとシュリンプ
＊リブアイ・ステーキ　
＊ニューヨーク・ストリップ・ステーキ　
＊本日のお魚料理
◆サイドディッシュより１品　
＊ライス　＊マッシュドポテト
＊ほうれん草のクリーム煮
◆デザートより１品
＊ブレッドプディング　＊チョコレートデュオ
＊アイスクリーム　＊シャーベット
◆�ロイヤルコナコーヒー、紅茶、� �
またはアイスティー

ルースズ・クリス・
ステーキハウス（ワイキキ店）

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内にある本場アメリカンステーキを堪能出来
るオーシャンフロントレストラン。ワイキキビーチを眺めながら、香り豊かな
肉汁溢れる旨みたっぷりのステーキをご堪能ください。

バリ・ステーキ＆
シーフード

ランド分類 食事

日本事前予約要 追加代金要

ザ・シグネチャー・プライム・
ステーキ＆シーフード２名様より

ホノルルではそれぞれ！

10,000円で楽しめるステーキの食事プラン
追加代金（お1人様／おとな・こども同額）到着日に予約時間をご案内します。
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（※1）専用車は‘OLI‘OLIタクシー利用予定です。コースお申し込みのグループ
の人数やお荷物の量により分乗いただく場合や、荷物を別車両で運ぶ場合がありま
す。スーツケース等の積載可能荷物数（目安）は、ノーベッドこどもおよび幼児を除くお
1人様あたり1つです。　

ご注意

日次 スケジュール

1 1 1

20：45 ： 関空（HA450便）a
関空aホノルル間は並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）

（日付変更線通過）
08：55〜10：05 ： ホノルルa
10：30〜18：00 ： ハワイ島到着
ホノルル空港にてルックJTBの係員が乗り継ぎの
ご案内をいたします
ハワイ島にて日本語係員がお出迎えします　

2・3 2
2・3

終日 ： 自由行動　

4 3 4

05：00〜16：00 ： 空港へ
08：00〜18：00 ： ハワイ島aホノルル
係員がハワイ島でのお見送り、ホノルル空港でのお出迎え、ご案内
ホノルル空港到着後、お客様ごとに専用車（※1）でご宿泊ホテルへ
ご案内します　

4 5
1日 ： 自由行動
お得な食事プランをご用意しています

（日本事前申込要／追加代金要／P.7参照）　

5 5 6

08：00〜12：00 ： ‘OLI‘OLIエアポートエクスプレスにて空港へ
13：15〜14：40 ： ホノルル（HA449便）a
ホノルルa関空間は並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）

（日付変更線通過）
　

6 6 7 18：45 ： 関空着

ハワイ島� 255

ハワイ島� 555

ホノルル� 555

ホノルル� 555

機中� 52

コースNo.はP.9の
旅行代金表をご覧ください

アレンジ
できます

P.13

ハワイ島＋ホノルル 6・7日間

発着地 関空

日本発着時
利用
航空会社

国内線
特別代金プラン

のご案内

ビジネスクラス
（Cクラス）席プラン、
上級エコノミークラス席

プランのご案内
ハワイアン航空(HA) 設定なし P.13参照

ホテルコース
を選ぶ

〈 〉内は
ホテル
グレード

ハワイ島 ホノルル
ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ

（パレスタワー・４階以上・パーシャル
オーシャンビュー／下記参照）〈A〉

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・
ワイキキ・ビーチ・リゾート

（オーシャンビュー／P.9参照）〈A〉

ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ
（部屋指定なし／P.5参照）〈A〉

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ
（部屋指定なし／P.9参照）〈B〉

食事 朝食0回　昼食0回　夕食0回

添乗員 同行しません　
現地日本語係員がご案内します

最少催行人員 1名
渡航手続き P.15の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

片 道
Cクラス
P.13

上 級
エコノミー
P.13

片 道
上 級
エコノミー
P.13

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

レンタ
カ ー
P.8

で滞在中自由自在！お得な‘OLI‘OLIレンタカープラン
上記マークの付いたコースが対象です。

レンタ
カ ー
P.8

‘OLI‘OLIレンタカー
貸出・返却の流れや料金は HPはこちら オリオリハワイ�ドットコム

■利用レンタカー会社 : ダラーレンタカー

■運転者の条件 ： レンタカーをご利用になる日に
２0歳以上（免許取得後１年以上）で、有効な日本
国（および出身国）の運転免許証およびクレジット
カード（VISA、マスター、JCB、ダイナース、アメリ
カン・エキスプレス、Discover）をお持ちの方（た
だし、２５歳未満の場合は追加料金が必要となり
ます。

〈ご予約時の確認事項〉 
●チャイルド・シート／ブースター・シートの有無  
●代表運転者、追加運転者の有無

■追加代金に含まれるもの
●車両本体レンタル料1台分（走行距離無制限）　●車両税　
●空港施設使用料（オアフ島を除くフルステイプランの場合のみ）　
●自車輌損害賠償制度　●ガソリン満タン1回分（返却時の給油不要）　
●追加運転者登録料4名まで　
●チャイルド・シート／ブースター・シート 1車輌いずれか1台　
●ハワイ州税　●車両登録料　●自動車損害賠償保険　
●搭乗者傷害保険/所持品盗難保険　
●追加自動車損害賠償保険（対無保険者傷害保険も含む）　
●ロードセーフ
※ レンタカーご利用泊数分にかかわらず、ガソリン満タンは1回となりま

す（途中で給油される場合はお客様負担となります）。　
※保険の詳しいご案内は販売店にお問い合わせください。

日本事前予約要‘OLI‘OLIレンタカープラン

‘OLI‘OLIハワイ.comをご覧ください

追加代金要

2019年9月
日 月 火 水 木 金 土

C C C C C C C
C C C D D D D
D D D D D D D
D D D D C C C
C C

1 642 3 75

8 13119 10 1412

15 201816 17 2119

22 23 282624 25

29

27

30

3月
日 月 火 水 木 金 土

E E E D E E E
E F E E E E F
F F F F F F F
F F F F F F F
F F F

1 642 3 75

8 13119 10 1412

15 201816 17 2119

22 23 282624 25

29

27

30 31

10月
日 月 火 水 木 金 土

C C C C C
C C C C C D D
C C C C C C C
C C C C C C D
C C C C C

421 53

6 1197 8 1210

13 181614 15 1917

20 21 262422 23

27

25

28 29 30 31

11月
日 月 火 水 木 金 土

D D
B B A A A A A
A A A A A C C
C B A A A A A
A A D A A D A

1 2

3 864 5 97

10 151311 12 1614

17 18 232119 20

24

22

25 26 27 28 29 30

12月
日 月 火 水 木 金 土

A A A C ・ ・ ・
A A A A A B A
A A A D E E E
E E E ・ ・ ・ ・
・ ・ ・

1 642 3 75

8 13119 10 1412

15 201816 17 2119

22 23 282624 25

29

27

30 31

2020年1月
日 月 火 水 木 金 土

・ ・ F B
B B B B B B B
B B B B C B B
B B B C B B B
B B E B B B

31 42

5 1086 7 119

12 171513 14 1816

19 20 252321 22

26

24

27 28 29 30 31

2月
日 月 火 水 木 金 土

D
D D D D D D D
D D D D D D D
D D D C D D D
D D D D D D F

1

2 753 4 86

9 141210 11 1513

16 17 222018 19

23

21

24 25 26 27 28 29

〈全コース共通〉
旅行代金カレンダー

ルックJTBのおすすめポイントパレスタワー・4階以上・パーシャルオーシャンビュー

バーチャルツアー
はこちら！

ホテル外観と
施設の画像はこちら！

Aグレード
チェックアウト�12：00ハワイ島ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ

●下記以外の情報についてはP.5をご覧ください。

チェックイン 13：00

1室最大利用人数：�
●�おとな+こども（ベッドあり）��
3名まで　
●�ノーベッドこども+幼児含
めて4名まで（ただし、おと
なは最大2名まで�※1）
※1�おとな3名でトリプル利
用の場合、ノーベッドこども、
幼児はお受けできません。

お部屋の一例

ベッドタイプ：選べません

バーチャルツアー
はこちら！

◆ パレスタワー・4階以上・パーシャルオーシャンビュー  
コースに2連泊以上ご宿泊のお客様には下記 1・2  
の特典をご用意

1  1部屋につき30USドル分のダイニングクレジット付
〈利用可能施設〉カムエラ・プロビジョン・カンパニー、ラグーン
グリル、ウォーターズエッジ、ヌイ・イタリアン、ルームサービス　
・利用可能施設は予告なく変更となる場合があります。　
・ご利用されない場合の払い戻しはありません。

2  コハラ・スポーツ・クラブ&スパの入場無料  
（16歳未満を除く／滞在中毎日）
〈入場可能箇所〉フィットネスセンター、スチームルーム、サウナ、
ジャグジー、シャワー、ラウンジ
■営業時間：6：00〜20：00（毎日）　

【 1・2 特典共通】
・�出発日に関わらず、宿泊が9/1〜5にかかる場合は当特典の対
象となりません。　

8 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。



■ハワイ島＋ホノルル 6・7日間　エコノミークラス席（Yクラス席）旅行代金表
出発日 コースNo. ／コース
2019年9月1日～2020年3月31日の毎日出発
�出発除外日��●12/5～7・25～2020年1/2発　●さらにヒルトン・ワイコロア・�
ビレッジの宿泊が9/1～5、12/22～2020年1/2、3/17～２２を含むコース

日数 6日間
（ハワイ島3泊）

6日間
（ハワイ島2泊） 7日間

R36Z6 R36B6 R36B7

ハワイ島 ホノルル
日
数

ハ
ワ
イ
島
泊

おとな旅行代金  単位：万円 
ハワイアン航空

コースNo.／航空（HA3）

割引・追加代金  単位：円 

ホテル 部屋・眺望タイプ ホテル
部屋・眺望タイプ
（コースNo.
／ホテル）

トリプル
割引代金

お1人部屋
追加代金

（相部屋不可）A B C D E F
ヒルトン・

ワイコロア・
ビレッジ

パレスタワー・4階
以上・パーシャル
オーシャンビュー

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
ルックJTB ルアナラウンジ

利用可能（上記参照）

オーシャン
ビュー

（H437）

6 2 21.50 22.50 24.50 26.00 27.50 29.00 -18,000 108,000 
6 3 21.90 22.90 24.90 26.40 27.90 29.40 -21,000 112,000 
7 3 24.40 25.40 27.40 28.90 30.40 31.90 -24,000 137,000 

ヒルトン・
ワイコロア・

ビレッジ
部屋指定なし アラモアナ・ホテル・

バイ・マントラ
コナタワー・
部屋指定なし
（BQ6Z）

6 2 16.90 17.90 19.90 21.40 22.90 24.40 トリプル不可 66,000 
6 3 17.80 18.80 20.80 22.30 23.80 25.30 トリプル不可 75,000 
7 3 19.00 20.00 22.00 23.50 25.00 26.50 トリプル不可 87,000 

燃油サーチャージを
含む（P.15参照）

旅行代金
カレンダー
P.8参照

別途、約11,700円を販売店にお支払いください。
空港税等について（裏表紙参照）

ノーベッドこども代金  単位：円 こども旅行代金より一律 -20,000こども代金  単位：円 おとな旅行代金より一律 -10,000

〈お部屋の眺望について〉●パーシャルオーシャンビュー：窓側から海は見えませんが、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよび
バルコニーがないお部屋の場合は窓側から海の一部しか見えないお部屋。）　●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含まない）から視界のかなりの
部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。

幼児代金
 単位：円 

エコノミークラス席 ： 40,000／上級エコノミークラス席（往復・片道） ： 46,000
片道ビジネスクラス席 ： 83,000／ビジネスクラス席 ： 93,000

外観とラグーン（空撮）

ワイキキ屈指の広大な敷地にプール、20
ものレストランやラウンジ、約90のショッ
プなどを擁し、ホテルを出ることなくリ
ゾートステイが完結するまさに“ビレッジ”
です。熱帯の花々が咲き誇るトロピカル
ガーデンは散策にぴったり。

　

◆ ルックJTB ルアナラウンジを  
滞在中毎日ご利用いただけます
ご宿泊のお客様にルックJTBの� �
特別なラウンジをご用意しました。
■営業時間：7：00〜20：00　※10：00〜10：30は清掃のためクローズします。
■場所：レインボータワー中2階　●ノーベッドこども、幼児も対象となります。　

バーチャルツアー
はこちら！

・ルームキーと‘OLI‘OLIカードをご持参ください。　・ご利用はラ
グーン内に限ります。　・ラグーン混雑時はご利用いただけませ
ん。　・お子様のみのご利用はできません。レンタルの際はおと
なの方の同伴と、免責同意書が必要となります。　・天候、現地
事情により、ご利用いただけない場合があります。　・英語のみ
の対応となる場合があります。

◆ ルックJTB‘Au‘Au（アウアウ）  
ステーションをご利用いただけます
ラグーンで遊べるウォーター・アクティビティーグッズ
を追加代金なしで滞在中ご自由にお使いいただけます！
■�営業時間：毎日/9：30〜16：30� �
（貸出受付最終時刻16：00）
■場所：デューク・カハナモク・ラグーン

◆ 客室内での無線LAN（Wi-Fi）  
インターネットアクセス無料  
など

ルックJTBなら
〈リゾートフィープログラム〉
が含まれます
※ 情報は2019年7月1日現在のも

のです。ホテル都合により予告な
く変更となる場合があります。

ホテル内に‘OLI‘OLIプラザがあります！
ルックJTBなら滞在も快適サポート
日本語対応だから安心！

ルックJTBのおすすめポイント

アラモアナ・センターに直結しており、日
本人に人気のスーパーマーケットも近く
ショッピングに便利なロケーションが魅
力のホテルです。
全室電子レンジも完備しているのでお
子様連れにもおすすめです！アラモアナ・
ビーチも徒歩圏内です♪

ホテル外観

コナタワー・部屋指定なし
チェックイン　15：00　
客室面積：約22㎡
●バルコニーはありません。　
ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数：
●おとな＋こども（ベッドあり）2名まで　�
●ノーベッドこども＋幼児含めて2名まで

食事プランをご用意！
（P.7参照）

レストラン
「ザ・シグネチャー・プライム・ステーキ&シーフード」

1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3
名まで　●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

オーシャンビュー
チェックイン　15：00 ベッドタイプ：選べません

1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3
名まで　●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

部屋指定なし
チェックイン　15：00 ベッドタイプ：選べません

JTBのお客様へは「ロッキン・ハワイアン・レインボー・レビューと花火の観覧席」300席を優先的にご案内します！

華麗な音楽やダンスなどが繰り広げられるショー約40分と、締めくくりの豪華絢爛な花火をお楽しみください。
お1人様1杯のマイタイドリンク付き（アルコールまたはノンアルコール）。
■開催日時：毎週金曜　■場所：ホテル内スーパープール　■受付／18：15〜　■ショー／19：00〜　■花火／19：45〜

当ホテルにルックJTBでご宿泊のお客様には追加代金なしでご用意！ 事前予約要 ・日本出発の4日前までに販売店にお申し出ください。　・4歳
未満で座席の必要のないお子様の予約は不要です。その場
合、マイタイドリンクは含まれません。　・満席の場合はご参加
いただけない場合があります。　・天候およびホテルの都合に
より、予告なくスケジュール、打ち上げ場所な
どの変更または中止となる場合があります。 ランド分類 OP

● チェア、ビーチパラソル、カヤック、ペダルボート、  
ブギーボード、スタンドアップパドル、浮き輪

※数に限りがあります。

アクティビティーグッズのレンタルサービス

●❶ ホテルチェックイン前・� �
チェックアウト後もご利用可能！
チェックインサービス

（10：00～16：00）
ルックJTB ルアナラウンジ内で
チェックインいただけます！

●❷ 朝の時間帯はコンチネンタル朝食
とお飲み物をご用意

●❸お昼の時間帯はお飲み物をご用意
●❹ 夕刻の時間帯はドリンク（ビール、
ワイン含む）とおつまみをご用意

●❺無線LAN（Wi-Fi）をご用意（無料）

朝食や
お飲み物を
ご用意！

ルアナラウンジ（イメージ） ルアナラウンジ／朝食の一例（イメージ）

Aグレード
チェックアウト�11：00

（当パンフレットでの略称：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ）
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートホノルル

Bグレード

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ チェックアウト�11：00ホノルル
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■ホノルル 5・6・7日間　エコノミークラス席（Yクラス席）旅行代金表
出発日 コースNo. ／コース
2019年9月1日～2020年3月31日の毎日出発
 出発除外日  ●12/5～7、12/25～2020年1/2発　 
●さらに、プリンス ワイキキの宿泊が12/28～2020年1/2、3/24～27を含むコース

日数 5日間 6日間 7日間
RXVA5 RXVA6 RXVA7

ホテル
部屋・眺望タイプ
（コースNo.

／ホテル）
日
数

おとな旅行代金  単位：万円 
ハワイアン航空　コースNo.／航空（HA3）

割引・追加代金  単位：円 

トリプル
割引代金

お1人部屋
追加代金

（相部屋不可）A B C D E F
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

ルックJTB ルアナラウンジ
利用可能（P.9参照）

部屋指定なし
（36）

5 16.60 17.60 19.00 20.50 22.30 23.80 -9,000 75,000 
6 19.10 20.10 21.50 23.00 24.80 26.30 -12,000 100,000 
7 21.60 22.60 24.00 25.50 27.30 28.80 -15,000 125,000 

アロヒラニ・リゾート・
ワイキキ・ビーチ

パーシャル
オーシャンビュー

（5N）

5 17.00 18.00 19.40 20.90 22.70 24.20 -3,000 57,000 
6 18.90 19.90 21.30 22.80 24.60 26.10 -4,000 76,000 
7 20.80 21.80 23.20 24.70 26.50 28.00 -5,000 95,000 

プリンス ワイキキ オーシャンフロント
（G4）

5 16.00 17.00 18.40 19.90 21.70 23.20 -12,000 72,000 
6 18.40 19.40 20.80 22.30 24.10 25.60 -16,000 96,000 
7 20.80 21.80 23.20 24.70 26.50 28.00 -20,000 120,000 

ハイアット・セントリック・
ワイキキ・ビーチ

セントリックルーム
（K9）

5 15.50 16.50 17.90 19.40 21.20 22.70 -9,000 57,000 
6 17.40 18.40 19.80 21.30 23.10 24.60 -12,000 76,000 
7 19.30 20.30 21.70 23.20 25.00 26.50 -15,000 95,000 

クイーン・カピオラニ・
ホテル

部屋指定なし
（MJ）

5 14.90 15.90 17.30 18.80 20.60 22.10 トリプル不可 48,000 
6 16.50 17.50 18.90 20.40 22.20 23.70 トリプル不可 64,000 
7 18.10 19.10 20.50 22.00 23.80 25.30 トリプル不可 80,000 

燃油サーチャージを
含む（P.15参照）

旅行代金
カレンダー
P.8参照

別途、約11,100円を販売店にお支払いください。
空港税等について（裏表紙参照）

ノーベッドこども代金  単位：円 こども旅行代金より一律 -20,000
幼児代金
 単位：円 

エコノミークラス席 ： 40,000／上級エコノミークラス席（往復・片道） ： 46,000
片道ビジネスクラス席 ： 83,000／ビジネスクラス席 ： 93,000

こども代金  単位：円 おとな旅行代金より一律 -10,000

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。　●パーシャルオーシャンビュー：窓側から海は見えません
が、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよびバルコニーがないお部屋の場合は窓側から海の一部しか見えないお部屋。）　

日次 スケジュール

1 1 1

20：45 ： 関空（HA450便）a
直行便 並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）

（日付変更線通過）
08：55〜10：05 ： ホノルル着
空港にてルックJTBの係員が'OLI'OLIキット（'OLI'OLIカードや滞在中
のご案内書面など）をお渡しいたします
'OLI'OLIエアポートエクスプレスにてアラモアナセンター経由ホテルへ

（一部のお客様は最寄りのホテルでの降車となります）※1
ホテルのチェックイン時間はコースにより異なります

（詳しくは各ホテルページ参照）
夕刻 ： サンセット・ミニクルーズへご案内（当コースなら追加代金不要  
 ／詳細は下記参照）　

2・3
2
〜
4

2
〜
5

終日 ： 自由行動　お得な食事プランをご用意しています
（日本事前予約要／追加代金要／P.7参照）　

4 5 6

08：00〜12：00 ： 'OLI'OLIエアポートエクスプレスにて空港へ
13：15〜14：40 ： ホノルル（HA449便）a

直行便 並び席をご用意（申込条件あり／P.14参照）
（日付変更線通過）

　

5 6 7 18：45 ： 関空着

ホノルル 255

ホノルル 555

機中 525

コースNo.は下記の
旅行代金表をご覧ください

アレンジ
できます

P.13

ホノルル 5・6・7日間

発着地 関空

日本発着時
利用
航空会社

国内線特別
代金プランの

ご案内

ビジネスクラス（Cクラス）席プラン、
上級エコノミークラス席プランの

ご案内
ハワイアン航空(HA) 設定なし P.13参照

ホテルを
選ぶ

〈 〉内は
ホテル
グレード

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート（P.9参照）〈A〉
プリンス ワイキキ（P.11参照）〈A〉
アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ（P.11参照）〈A〉
ハイアット・セントリック・ワイキキ・ビーチ（P.11参照）〈B〉
クイーン・カピオラニ・ホテル（P.11参照）〈C〉
下記以外のホテル バスタブ付きのお部屋をご用意

下記のホテル
客室のバスはシャワーのみです　
お部屋によってはバスタブ付きとなる場合があります　
詳しくは各ホテルページをご覧ください

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ（パーシャルオーシャンビュー）、
ハイアット・セントリック・ワイキキ・ビーチ（セントリックルーム）

食事 朝食0回　昼食0回　夕食0回 最少催行人員 1名
添乗員 同行しません　現地日本語係員がご案内します
渡航手続き P.15の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

片 道
Cクラス
P.13

上 級
エコノミー
P.13

片 道
上 級
エコノミー
P.13

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

（※1）アラモアナセンターにて途中下車されたお客様は、アラモアナセンターか
らワイキキのホテルまでは‘OLI‘OLIフットワークワイキキ周辺ルート（P.12・13参照）を
ご利用ください。スーツケースは空港でお預かりし、宿泊ホテルへお届けいたします。

ご注意

JTB特別企画 サンセット・ミニクルーズ付き！
優しいウクレレの音色と海に沈む夕日にうっとり！

◆所要時間：約2～2時間30分（クルーズ／約1時間）
◆船の出航時間：�ケアロ湾発�17:15～18：15（時期により異なります）
◆含まれるもの：�ワイキキ地区からの往復送迎、遊覧、缶ビールもしくはソフトドリンク（ジュースまたは水）1本

★船内ではお1人様ドリンク1本付き

船体（イメージ） 船上からの眺め（イメージ）

到着日

●天候・安全上の理由により、船が遅延、欠航、またはコース変更、代替の
船となる場合があります。　●夜間は肌寒くなりますので上着をご用意ください。　
●天候により日没シーンをご覧いただけない場合があります。　●海には入りま
せんが、濡れても良い服装や滑りにくい履き物でご参加ください。　●船に酔いや
すい方は、あらかじめ乗り物酔いの薬を服用されることをおすすめします。　●送
迎車は英語を話すドライバーガイドです。船上では英語のスタッフが対応します。　
●船内には男女兼用のトイレが1つあります。　●車いすおよびベビーバギーはス
ペースと安全上の理由により送迎車・船内へ持ち込みができません。　●アルコー
ル飲料は、法律により21歳未満のお客様への提供は禁じられております。年齢確
認のためパスポート等の写真付身分証明書の提示を求められる場合がありますの
でご持参ください。　●ご参加の際には免責同意書への署名が必要です。

ご注意

10 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。



オーシャンフロント

◆ウェルカムドリンク（滞在中に1回／1部屋につき2杯） 
◆ボトルウォーター（1部屋につき1日2本）　
◆アメニティーパッケージ（歯ブラシ、歯磨き粉、かみそり）　
◆無料シャトルバスサービス（ワイキキ／アラモアナ経由循環、
　ワイキキホテル経由／ゴルフコース往復）　
◆エコショッピングバッグ(1部屋につきおひとつ)　
◆客室内、ホテル内での無線LAN（Wi-Fi）インターネットアクセス無料　など

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
※ 情報は2019年7月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合

があります。

◆「オーバー」または「スウェルバー」に
てウェルカムドリンク（滞在中に1回／1
部屋につき2杯）　◆客室からの市内
通話　◆客室からの長距離電話（米
国本土内、カナダ、国際通話／滞在中
60分まで）　◆エコボトル（ホテル内
各所でお水を補充できます）　◆客室
内コーヒー・紅茶サービス　など

ルックJTBなら〈リゾートフィー
プログラム〉が含まれます
※ 情報は2019年7月1日現在のもので

す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。

◆ エコボトル（2本/1部屋につき）　��
・ホテル内各所でお水を補充できます。

◆ビーチグッズの貸し出し　など
ホテル無料サービス　
◆チェックイン時のウェルカムドリンク　
◆フィットネスセンターのご利用

ルックJTBなら〈リゾートフィー
プログラム〉が含まれます
※ 情報は2019年7月1日現在のもので

す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。

Aグレード

チェックアウト 12：00プリンス ワイキキ

ルックJTBのおすすめポイント

◆「ハワイ プリンス ゴルフクラブ」でのクラブのレンタル料が50％割引
・�日本出発前のご予約はお受けできません。
・�プリンスホテルコンシェルジュにてお申し込みいただき、ハワイ�プリンス�ゴルフクラ
ブにてレンタルされる場合のみ対象となります。

◆ おとなが「ハワイ プリンス ゴルフクラブ」でプレーする場合、  
6歳以上18歳未満のお子様のプレー料金が無料！！  

（滞在中何度でも利用可／1日18ホールまで）
・�ご両親が1ラウンドプレーする場合、おとな1名につきこども1名のみ対象となります。　
・ゴルフの経験のあるお子様に限ります。　
・�プレーをプリンスホテルコンシェルジュにてお申し込みいただいた場合のみ対象となります。　
・内容は変更となる場合があります。

2017年春にリニューアルした館内は、再
生と癒しの歴史をもつ土地の特性を斬
新かつ洗練されたデザインで表現。日本
語ゲストサービスもあり、日系ホテルな
らではの安心感で滞在中も快適です。

プール（イメージ）

お部屋の一例

※1  おとな3名でトリプル利用の場合、ノー
ベッドこども、幼児はお受けできません。

ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数：
●おとな+こども（ベッドあり）3名まで 
●ノーベッドこども+幼児含めて4名まで 
　（ただし、おとなは最大2名まで ※1）

客室面積：約38㎡
●バルコニーはありません。

洗浄機能
付きトイレ

チェックイン　15：00

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆ スパークリングワイン  
（1部屋に1本）を差し上げます。

カラカウア通り沿いに位置し、ホノルル
動物園まで徒歩圏内の好立地。ホテル
内には‘OLI‘OLIプラザがあり、安心・便
利にお過ごしいただけます。

フロント

〈P.11掲載の各部屋共通のご案内〉●12/26～2020年1/4にかかる場合は、最低宿泊数3連泊からご利用いただけます。

2017年、オフィスビルを改装してホテルへと新しく生まれ変わりました！クヒオ
通り沿いに建つホテルは、インターナショナル・マーケットプレイスに近くショッ
ピングにも便利なロケーション。

プール（イメージ）

ハイアット・セントリック・
ワイキキ・ビーチ

Bグレード

チェックアウト 11：00

◆ 宿泊日数分のビュッフェ朝食付き
（1部屋2名様まで）
ホテル内レストラン「ザ・ラナイ」に
てビュッフェ形式の朝食を宿泊日
数分お召し上がりいただけます。
■営業時間：6:00〜11:00
・�出発日にかかわらず、チェックイン
日が12/22～2020年1/1の場
合は当特典の対象となりません。

ルックJTBの
おすすめポイント

◆ ビーチグッズが無料でレンタル
できます！
以下のグッズを無料で借りられます。
● クーラー・ボックス、砂遊びセット、

ビーチパラソル　  
【貸出場所】日本語ゲストサービス
・数に限りがあるため、ご希望に添え
ない場合があります。　・ご利用時は
‘OLI‘OLIカードをご提示ください。

ルックJTBの
おすすめポイント

チェックアウト 11：00
アロヒラニ・リゾート・
ワイキキ・ビーチ

Aグレード

ホテル内に‘OLI‘OLIプラザがあります！

ルックJTBなら
滞在も快適サポート

日本語対応
だから安心！

2018年に全面改装が終了し、スタイリッシュに生まれ変わりました。カピオラニ
公園やホノルル動物園が目の前に位置し、開放的で気持ちの良い立地が魅力
的です。

レストラン「デック」店内

チェックイン　12：00
（12/20～2020年1/2のチェックインは15時）

客室面積（バルコニーがないお部屋もあり
ます）：約24～30㎡
ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数：
●おとな+こども（ベッドあり）2名まで  
● ノーベッドこども+幼児含めて  

基本・ダブルベッドルームは2名まで  
ツインベッドルームは4名まで

部屋指定なし

クイーン・カピオラニ・ホテル
Cグレード

チェックアウト 11：00

◆ 3連泊以上ご宿泊のお客様には
滞在中1回朝食付き！
ホテル内レストラン「デック」での
朝食（セットメニュー）をお召し上が
りいただけます。

ルックJTBの
おすすめポイント

朝食の一例

■ 毎日／7：00〜20：00（予定）　
■ 場所：シースケープ1階
◆ ウェルカムドリンクとおしぼりのサービス
※��情報は2019年7月1日現在のもので
す。ホテル都合により予告なく変更とな
る場合があります。

到着時および出発時にご利用いた
だけるラウンジです。

安心の日本語ゲストサービス！
シースケープ・ラウンジ

パーシャルオーシャンビュー

お部屋の一例
●客室写真内の花は別料金となります。

チェックイン　13：00
（12/27～2020年1/2のチェックインは15時）

客室面積：約３１㎡
ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数： 
●おとな+こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども+幼児含めて4名まで
● 客室のバスはシャワーのみです。お

部屋によってはバスタブ付きとなる
場合があります。

セントリックルーム
チェックイン　14：00

（12/22～2020年1/1のチェックインは15時）
客室面積：37㎡
ベッドタイプ：ツインベッド
1室最大利用人数： 
●おとな+こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども+幼児含めて4名まで

◆ スパークリング・ワイン（1部屋に1
本）とホテルロゴ入りシャンパング
ラス（2個）を差し上げます。

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆ ミニボトルのスパークリングワイン
（1部屋に１本）とシャンパングラス
を差し上げます。

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。
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1

シーライフパークを拠点に、‘OLI‘OLI絶景ホッピングバスでハワイ
のダイナミックな大自然を満喫しよう！

‘�ＯＬＩ‘ＯＬＩ��
シャトル東海岸＆�
絶景ホッピングバス

2 ‘OLI‘OLIスニーカー�
〈見どころ撮りどころ満載！�
�オアフ島縦断ルート〉

写真撮影に絶好のスポットを巡る、初めてハワイの方にもおすすめ
のコースです。

※上記、左記いずれも車両は一例

ハワイ島滞在中は
1 〜 5 はご参加いただけません。

検�索JTB ハワイ詳細はWebもチェック！

ルックJTBのオアフ島を
楽しむ フットワーク

郊外ルート ワイキキ周辺ルート

※�日本申し込みのみとなり、現地到着後の申し
込みは承れません。

3

ハワイの風を感じながら楽しめるワイキキ沖海上遊覧です。

‘�OLI‘OLI� �
オーシャン・スニーカー
〈海上遊覧ルート〉�

4

オアフ島の東方面、大人気のローカルタウン、カイルアに行く往復
シャトル。

‘�ＯＬＩ‘ＯＬＩシャトル��
カイルア

5

ハワイ最大級のアウトレットモール「ワイケレ・プレミアム・アウト
レット」に行く往復シャトル。

‘�ＯＬＩ‘ＯＬＩシャトル��
ワイケレ

当パンフレットで
ホノルル滞在コースのお客様は5つのルートから1つ選べます（追加代金なし）

2つ以上のルートをご希望のお客様は、
1ルートあたりお1人様2,000円

（おとな・こども同額）で楽しめます。
※�日本申し込みのみとなり、現地到着後の申し込みは承れません。
尚、P.15の「各種プランについて」もあわせてご確認ください。

日本事前予約要
詳細はWebへ

JTB ハワイ 検索

ランド分類��OP

ハワイに来たら一度は訪れたい大人気の天使の海。
干潮の時、海の真ん中に現れる浅瀬のサンドバー（砂州）は天国からの贈り物。
息をのむほど美しい天使の海でハワイの休日をお楽しみください。

●タオル、日焼け止め等は各自でご用意ください。また水着はあらかじめ着用してご参加ください。　●サンドバーは潮の満ち引きや天候等で水位や見え方が変わります。あらかじめご了承ください。　●泳ぎに自信のない方に
はおすすめできません。　●過去6か月以内に脳や臓器などの手術を受けられた方や、健康上の問題がある方はご参加いただけません。また、安全管理上の理由により、現地でご参加をお断りする場合はありますのであらか
じめご了承ください。　●ご案内は日本語または英語を話すスタッフ（往復送迎は日本語または英語を話すドライバー）となります。　●3歳未満のお子様は無料となります。ご予約時にお申し出ください。

ワイキキのピンクパレス「ロイヤル・ハワイアン」ホテル内の
普段はウェディングパーティーやイベントなど貸切利用で大人気の芝生エリア
「オーシャンローン」でのディナー。

〈AB共通〉●ディナー会場への送迎は含まれません。ご自身でロイヤル・ハワイアン内オーシャン・ローン（ワイキキビーチ側の屋外会場）へお越しください。　 
●会場のスタッフは英語のみです。　●夜間は肌寒くなりますので上着をご用意ください。　●悪天候の場合は屋内会場に変更し開催いたします。　●18歳未
満の方は保護者の同伴が必要となります。　●アルコール飲料は含まれません。各自ディナー会場にてご注文、ご精算ください。その場合、年齢確認のためパス
ポート等の写真付き身分証明書の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。 ●ドレスコードはありませんが、タンクトップやビーチサンダルなどカジュア
ル過ぎる服装はご遠慮ください。 ●ディナー時は、他のお客様と相席となる場合があります。　●ディナー会場からサンセットが見られるとは限りません。　●最新
の催行保証日は販売店へお問い合わせください。　●ハワイ島滞在中はご参加いただけません。　〈Bについて〉●夜景観賞の集合／解散場所はTギャラリア 
by DFSとなります。ロイヤル・ハワイアンからTギャラリア by DFSまではご自身でお越しください。　●夜景観賞の送迎はJTB以外のお客様とご一緒となります。　
●天候、交通状況およびその他の理由により夜景観賞を行う場所が異なります。また、季節や天候により夜景の明るさや風景は変わります。予めご了承ください。

バーチャルツアー
はこちら！

JTB特別企画 オーシャンフロントビュッフェディナー at ピンクパレス／イメージ
※ 写真はイメージです。会場のテーブル設置方やレイアウトは当日の参加人

数により異なります。

キラわくポイント

～ PINKING OF YOU ～
ピンク色を1つ身に着けて
ご参加ください。
—

ピンク色のレイで
お迎えいたします

ピンク色のレイ（イメージ）

タンタラスの夜景（イメージ）

追加料金（お１人様／おとな・こども同額） 10,000円

■実施日

■所要時間

■最少催行人員
■含まれるもの

■運行事業者

2019年9/1～2020年4/10までの毎週月～土曜日
（ただし、9/2、10/14、11/11・28、12/25、 
2020年1/1・20、2/17を除く）
約4時間   ● ワイキキ地区出発 ： 7：00〜7：30頃　 

● ワイキキ地区帰着 ： 11：30頃
1名
ワイキキエリアからの往復送迎、乗船料、軽食、
ライフベスト、浮具の無料レンタル、お飲物
オール・ハワイ・クルーズ

解 放 感 に 満 ち た“ 海 時 間 ”を 楽 し む 。

A：�約2時間�
※ディナー開始時間18：00（10〜12月は17：30）　 
※開始時間の約30分前から入場開始。

B：�約2時間30分～3時間� �
※ 夜景観賞付きの場合、ディナーの所要時間は約1時間〜1時間30分

となります。
AB合計で60名
A：�ビュッフェディナー（BBQグリルのビーフとチキン、サラダ、アヒ、�
デザートなど）、ソフトドリンク、ピンク色のレイ� �
※ アルコール飲料は別料金（往復送迎は含まれておりません）

B：A＋夜景観賞への往復送迎
JTB�Hawaii.LLC

■所要時間�

�
 

■最少催行人員
■含まれるもの�
�

■運行事業者

P.7「オプショナルツアー共通のご案内とご注意」をご覧ください。

ワイキキ周辺から郊外まで走ってます！

広いオアフ島をワイキキから郊外まで網羅する
‘ＯＬＩ‘ＯＬＩの交通ルートでオアフ島を丸ごと楽しもう！

郊外ルート ランド分類��観光日本事前予約要オアフ島 フットワーク

■AB共通実施日
09月�：�4・8・11・15・22・25・29日
10月�：�9・13・20・27日
11月�：�3・10・17・24日
12月�：�1・22・25・29日

全実施日催行保証！！

●Bは夜景観賞付き！

ディナー会場（イメージ）

車体
（イメージ）

車体
（イメージ）

車体
（イメージ）

船体
（イメージ）

車体
（イメージ）

天使の海

天使の海 サンドバー（砂州）（イメージ）
天使の海（イメージ）

※魚は野生動物のためご覧いただけない場合があります。

★昼頃にワイキキ帰着なので�
午後からのスケジュールも

立てやすい！

おすすめの
モーニングタイムを
ＪＴＢが全席リザーブ！

追加料金（お１人様） おとな：10,000円
こども： 5,000円

●A ビュッフェディナーのみ

追加料金（お１人様） おとな：13,000円
こども： 8,000円

●B  ビュッフェディナー＆  
シティー・ライト・タンタラス

12 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。



●特に記載のない限り、日本発着の国際線区間のみの適用となり、それ以外の区間はエコノミークラス席
（Yクラス席）となります。また、往復の空港でのチェックイン受付、お荷物の取扱い・現地での旅行サービ
ス内容（斡旋・バス・ホテル・食事等）も同一となります。　●記載のＣクラス席／上級エコノミークラス席
は、ルックＪＴＢが独自に設定したもので、条件等は普通運賃とは異なり、各航空会社が提供するビジネス
クラス席／上級エコノミークラス席のお客様向けサービス、付帯サービスやキャンペーンが適用にならな
い場合があります。　●『ルックJTBの並び席』については、P.14をご覧ください。　●ご予約内容を変
更される場合、お申し出時期により航空券の再発券に関わる手数料がかかります。　●回答には3日程度
（土・日・祝日を除く）必要となりますが、状況により一定の期間お待ちいただく場合があります。　●お申
し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があります。その場合には、基本日程の座席（エコノミー

クラス席）にてご参加いただきます。予約をお取り出来ず、お申し込みのコース自体を取り消す場合、お申
し出時期により取消料が必要となります。　●座席に関するさらに詳しい内容、マイレージプログラムな
ど付帯サービスに関する内容は、お客様ご自身で各航空会社へお問い合わせください。　●当該クラス
座席を提供する航空会社に責のない理由により手配済みのクラス座席をご利用できなかった場合で、航
空会社から当社に差額の払い戻しがない時は、差額の払い戻しはいたしません。　●基本コースのご予
約と同時にお申し出ください。　●P.15「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧くだ
さい。　〈Cクラス席／片道Cクラス席プランについて〉●窓側／通路側のご希望は、ご予約時にお申し
出ください。座席数に限りがありご希望に添えない場合があります。　〈上級エコノミークラス席／片道
上級エコノミークラス席プランについて〉●機内食等、機内サービスはエコノミークラス席と同一となり
ます。　●窓側／通路側のご希望はお受けできません。事前の座席番号の回答はできません。　

Cクラス席／片道Cクラス席／上級エコノミークラス席／片道上級エコノミークラス席プラン共通のご注意

快適な空の旅をリーズナブルに
エコノミークラス席よりゆとりのある座席をCクラス席よりもお得な追加代金でご用意しました。

上級エコノミークラス席／片道上級エコノミークラス席プラン 左記マークの付いた
コースが対象です。P.13

片 道
上 級
エコノミー
P.13

■�上級エコノミークラス席／片道上級エコノミークラス席� �
プラン追加代金（お1人様／おとな・こども同額）� （単位：円）

（※2）片道Cクラス席との組み合わせは販売店にお問い合わせください。

航空会社
追加代金

9/1～12/24、1/3～3/31出発
往復 片道（※2）

ハワイアン航空 40,000 25,000

ワンランク上の快適で優雅な空の旅
■�対象区間：各コースの日本発着国際区間の往復��
（片道利用の場合は往路・復路のいずれか）
●「ノーベッドこども代金」のお子様がCクラス席（往復・片道）をご利
用の場合でも、Cクラス席（往復・片道）プラン追加代金が必要と
なります。

●座席数に限りがあるため、お早めのお申し込みをおすすめします。

ビジネスクラス（Ｃクラス）席／片道Ｃクラス席プラン 左記マークの付いた
コースが対象です。P.13 P.13

■Cクラス席／片道Cクラス席プラン追加代金（お1人様／おとな・こども同額）� （単位：円）
航空会社 ハワイアン航空（HA）

出発日 9/1～30、
3/14～31

12/18・19、
2/1～19・
22～3/13

10/1～9・12～16・
19～30、11/2～
12/4、1/3～31

12/8～17 12/20・21
10/10・11・17・18・
31、11/1、12/22～
24、2/20・21

往復 270,000 280,000 290,000 300,000 320,000 340,000
片道�（※1） 140,000 145,000 150,000 155,000 165,000 175,000
（※1）片道上級エコノミークラス席との組み合わせは販売店にお問い合わせください。

■�対象区間：各コースの日本発着国際区間の往復（片道利用の場合は往路・復路のいずれか）
●「ノーベッドこども代金」のお子様が上級エコノミークラス席（往復・片道）をご利用の場合でも、上級エコノ
ミークラス席（往復・片道）プラン追加代金が必要となります。　
●座席数に限りがあるため、お早めのお申込みをおすすめします。

座席に備え付けの
タッチスクリーン式パ
ネルで、映画、テレビ
番組、ミュージック�ビ
デオ、ゲームなどのエ
ンターテインメントを
日本語でお楽しみい
ただけます。ゆったり
とくつろぎの空の旅
をお楽しみください。 エコノミークラス席／シートの一例

機内エンターテインメント
アロハのおもてなしの心がこもった機内サービス

Yクラス席（エコノミークラス）との比較

Cクラス席
上級

エコノミー
クラス席

Yクラス席

リクライニング角度 180度 未公表 未公表
シート幅 約52cm 約46cm 約46cm
シートピッチ 約193cm 約91.5cm 約79cm

ハワイの郷土料理や食文化を、日本人の文
化やテイストに融合させた、ハワイアン航空
ならではのメニューをご用意しています。

ビジネスクラス席
の機内食

ビジネスクラス席／シートの一例

ハワイを感じるモダンデザインの
プレミアムキャビンで
ワンランク上の優雅な空の旅を

心地よいプライベート空間
を確保できるフルフラット
シート、大型タブレットでの
機内エンターテインメント、
ハワイのデザイナーとのコ
ラボレーションによる充実
のアメニティーなど快適な
空の旅をご提供します。

〈ビジネスクラス〉

ビジネスクラス席

上級エコノミークラス席／シートの一例

〈エクストラ・コンフォート〉
通常のエコノミークラス席に比べ、足元が約
12.5cm広いゆったりとした座席です。
エクストラ・コンフォート専用のアメニティー
キットもご用意しています。

快適な空の旅を
上級エコノミークラス席

機内に一歩足を踏み入れた時から、そこはハワイ！
ハワイ島へはハワイアン航空がおすすめ！ハワイアン航空はハワイ最大、かつ最も長い歴史を持つ

ハワイで代表的な航空会社です。
客室乗務員が笑顔でお出迎えいたします。

ワイキキ周辺では3種類の車両が運行予定！！

フットワーク ワイキキ周辺ルート

定番トロリー（一例）

定番トロリー

‘OLI‘OLIカードの提示で
滞在中乗り放題！（追加代金なし）

P.12・13掲載の内容について、詳しくはルックJTB「ハワイ」（黄色表紙のパンフレット）をご覧ください。 検�索JTB ハワイまたは

この他にも、曜日・期間限定で
臨時便を運行します！ 日本事前予約不要

〈上記掲載の内容について〉2020年4/11以降のご利用については内容が変更・中止となる場合がありますので予めご了承ください。

例年12月にダウンタウンで行われる“ホノルル・シティ・ライ
ツ”をご覧いただけるよう臨時便を運行します。 
※運行時間・ルートは後日決定いたします。

●クリスマス・イルミネーション便 〈期間限定〉
イルミネーションを楽しむ

オアフ島最大規模のマーケットであるKCCファーマーズマー
ケットは、ハワイ産の食材を味見もできて人気のスポットです！  
■�ダイヤモンドヘッドルートで、毎週土曜日の午前中に停車し
ます。また、土曜日の午前中はKCC行き専用便が運行。

KCCエクスプレス 〈毎週土曜日午前中運行〉
食を楽しむ

サンクスギビング・デー（感謝祭）の翌日は、ブラックフライデー
と呼ばれる大バーゲンセールの日！アラモアナセンターでお買
い物をお楽しみいただけるよう臨時便を運行します。　
※運行時間・ルートは後日決定いたします。

●ブラックフライデー特別便 〈11/29（金）限定〉
ショッピングを楽しむ

アラモアナルート
‘ＯＬＩ‘ＯＬＩステーション・アラモアナとワイキキ地区
の主要ホテルを結ぶルート。

ダウンタウンルート
歴史情緒と再開発が進む最新スポットを結びま
す。話題のカカアコ地区もこのルートで。

カハラルート
ワイキキエリアからカハラ・モールまで運行！人気
のグルメやショッピングに便利なルート。

カカアコ�イブニングルート
夕方〜夜にかけて新ショップが続々オープンする
カカアコ地区を巡るルート。ディナーにおすすめ
です。

ダイヤモンドヘッドルート�
ワイキキ周辺とダイヤモンドヘッドを結ぶルート。
早朝ルートはダイヤモンドヘッドハイキングにもお
すすめ！

新型低床トロリー HiBus ─ハイバス─

電気バス（イメージ）

電気バス

HiBus
（イメージ）

オアフ島

環境に
優しい
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a 飛行機　2 機内食　5 食事なし　4 夕食　
●日程表中のマーク・食事マーク

●シリーズ紹介

日数・ホテルを選んで作る旅です。あなたらしいスタイ
ルの旅をお楽しみください。現地到着時・出発時は、係
員がご案内します。

マークの見方
●マークの意味

2歳以上12歳未満のお子様に「ノーベッドこども代金」を 
ご利用いただけるコースです。（裏表紙参照）

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

レンタカープランがご利用いただけるコースです（P.8参照）
レンタ
カ ー

P.8

日本発着の国際線でビジネスクラス（Cクラス）席を 
別代金にてご利用いただけるコースです。（P.13参照）

C
クラス
P.13

片 道
Cクラス
P.13

上級エコノミークラス、片道上級エコノミークラスを 
別代金にてご利用いただけるコースです。（P.13参照）

上 級
エコノミー
P.13

片 道
上 級
エコノミー
P.13 ●その他のマーク

各掲載内容記載の日本出発前までにお申し込みいただき、
日本円でお支払いください。
日本出発の4日前までに、販売店にお申し込みください。
それ以降は原則として現地でのお申し込みとなりますが

（一部を除く）、満員のためご参加いただけない場合もあ
りますので、お早めのお申し込みをおすすめします。

●写真に添えられているマークの意味
オプショナルツアー（別
料金）にご参加いただ
くとご覧になれます。

自由行動時にご覧いただけます。

現地係員が万全のサポート体制でお迎えする安心感
と、ルックJTBがおすすめする人気のスポットや過ごし
方をプラスした充実の旅を取り揃えています。

世界遺産に登録されてい
る場所です。日程表中で
は黒色で記載しています。

ルックJTBの品質に対する自信の表れ。お客様に有利なご契約条件にしています
以下に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合、旅程保証に基づく変更補償金に加えて、ルックＪＴＢ特約
として定めた補償額をお支払いします（下記表内ルックＪＴＢ特約①に記載の補償額）。但し、「ノーベッドこども
代金」にてご参加のお客様を除きます。「ノーベッドこども代金」とは宿泊施設の宿泊代が発生しない旅行代金
です。宿泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービスの提供がないコースにおいては、宿泊機関に関する変
更による旅程保証制度の適用はありません。

当社が変更補償金を支払う
変更該当項目については

旅行条件書（全文）をご覧ください

旅行開始前／開始後の通知は問わない

旅行代金が３０万円未満の場合：１件・１泊あたり５千円
旅行代金が３０万円以上の場合：１件・１泊あたり１万円

ひとつの旅行契約につき、約款に定められた変更補償金と合わせて、旅行代金の３０％を上限
【ご注意】●適用条件など詳細はルックJTBご旅行条件書（第24項.旅程保証）でご確認ください。

旅程保証に加えてルックJTB特約として定めた補償額を追加

「旅程保証」と「ルックJTB特約」をあわせて
お支払いする場合の合算額は３０％を上限

ルックJTB特約 ①

ご旅行条件に特約を追加
「ルックJTBのお約束」

1 本邦内と本邦外との間における指定した航空便の
変更（ひとつの旅行契約につき）

10.0%
2

本邦内と本邦外との間における指定した航空便におい
て並び席の離れた席へ変更および事前のお約束が可
能なコースにおいて、お約束した窓側または通路側の選
択が実施できなかった場合（ひとつの旅行契約につき）

●「ルックJTBのお約束」は、次に掲げる事由による変更の場合は適用に
なりません。①旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 ②戦乱 ③
暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行
サービス提供の中止 ⑥遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計
画によらない運送サービス（機材変更を含む）の提供 ⑦旅行参加者の
生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ⑧指定した航空便の変更
が、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合

ひとつの旅行契約につき、旅行代金の２０％を上限とする。
（複数項目に該当する場合を含む）

ルックJTB
特約 ②

旅行日程表をスマートフォンにダウンロード
【ルックJTBアプリ】

不測の事態が生じた場合のお知らせ
【緊急掲示板（ルックJTBアプリ内）】
●対象都市はルックJTBアプリにてご確認ください。

旅行前にメールで問い合わせ
【ルックJTB RAKUなびサポート】

現地空港では係員が日本語でお出迎え
【空港送迎サービス】

滞在中のあらゆる相談に日本語で対応
【‘ＯＬＩ‘ＯＬＩインフォメーションセンター】 パスポートの紛失や、

思わぬけが・病気など
緊急時もサポートします

緊急時に24時間日本語で対応
【‘ＯＬＩ‘ＯＬＩインフォメーションセンター】

現地で日本語対応。気軽な相談窓口
【JTBデスク／ラウンジ】

お客様都合でご旅行を取り消される場合も、次回のご旅行をご予約・ご参加いただくことで、取消料はいただきません

■お申し出の期日：出発日の前日から起算して14日前まで　■適用条件：当初ご参加予定コースのご出発日から３カ月未満に出発するルックJTBコースへのご予約をお取り消しと同時に
完了された場合に限ります。キャンセル待ちの場合は適用されません。新たにご予約されたコースも取り消された場合、取消料発生日前であってもはじめにご予約されたコースの取消料が
必要となります。また、取消料対象期間内の取り消しの場合、新たにご予約されたコースと以前取り消されたコースの高い方の取消料が必要となります。詳しくは販売店へご確認ください。

体調不良や様々なご事情により急に旅行に行けなくなっても安心です。【取消料免除制度】

航空機に大幅な遅延が生じた場合は、ルックＪＴＢよりお見舞金をご用意します

●お見舞金請求時には所定の確認書類をご提出いただきます。なお、記載事項は「ルックJTB・ダイナミックJTB海外遅延お見舞金制度規定」の概要を説明したものです。
　詳しくは右記URL、または販売店へご確認ください。（http://www.jtb.co.jp/lookjtb/service/）

■�対象：当パンフレット掲載コースにご参加のお客様　
※�航空座席を利用しない幼児は除きます。�
※現地集合パッケージでご参加の場合および、お取り消しや催行中止により、予定の航空便や代替便をご利用にならなかった場合は対象となりません。
■適用条件　・日本を出国するためにお客様が搭乗する予定の航空機（国内線特別代金プラン利用を含む）の６時間以上の遅延、もしくは欠航等により６時間以内に代替便を利用
できない場合。または、航空機の遅延・欠航等が原因で、本邦外における最初の目的地（宿泊地）にお客様の搭乗する航空機が予定時刻より６時間以上遅延した場合　・日本の最終
到着空港へ帰着するために、お客様が搭乗する予定の航空機（国内線特別代金プラン利用を含む）の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない
場合。または、航空機の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港にお客様の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅延した場合　・お客様が搭乗した航空機について生じた着陸
地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機（着陸地変更した航空機を含む）を利用できない場合

【ルックJTB遅延お見舞金制度】 ■お見舞い金額（お1人様）：10,000円　

往復の国際線では追加代金なしで『ルックJTBの並び席』をご用意します
『ルックJTBの並び席』とは　【対象】●当パンフレットに掲載した全コースの日本発着の国際線区間往復（全座席クラス）　
●同じコース番号を同時予約された同一予約受付番号のお客様　●配列は指定できません。詳細は右記の座席配列の例をご
参照ください。記載の機材は一例です。当日、予定の機材で運航する場合に限ります。　●『ルックJTBの並び席』をご用意でき
ない場合は、上記記載のルックJTB特約②の2の対応をします。　【エコノミークラス席の場合】●2～6名でご参加のお客様に
対し、右記の組み合わせまたはそれらに準ずる座席配置でご用意します。　●3名以上の場合、必ずしも全員が横に並ぶとは限
らず、通路を挟んだり、縦並びとなる場合があります。　●通路を挟む場合、機材都合により座席の位置が前後にずれる場合が
あります。　●７名以上でご参加の場合、2～6名の並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があります。　
●通路側／窓側等のご希望や座席番号の指定はお受けできません。　【ビジネスクラス席・上級エコノミークラス席】●エコノ
ミークラス席と同じ配列の場合、上記エコノミークラス席に準じます。　●原則として2名様1単位として他の方を間に挟まない
形で座席をご用意します。従って３名以上でご参加の時には１単位ごとに離れた座席になる場合があります。奇数での参加の時
には１名様が離れた座席になる場合があります。機材によっては間に間仕切りや通路を挟んだり、前後に向い合せの席や前後に
ずれた席となる場合があります。　【並び席とならない場合】●車椅子や乳児ベッド（バシネット）など、特別なご要望がある場合。　
●おとな２名に幼児２名以上の場合。　●お申し込み完了後に、参加人数の一部追加や取消があった場合。　●お申し込み完了
後に、機材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。　●往復便とも、指定の時刻までに指定の場所に
お越しいただけなかった場合、または、集合時刻の指定がなく、ご自身でチェックインいただく場合において、出発時刻の90分前
までに搭乗手続きが行われなかった場合。

2 名で参加 4 名で参加3 名で参加 5 名で参加 6 名で参加

2・4・2座席配置の例 3・3・3座席配置の例

ルックJTB安心パック
旅の始まりから終わりまで、充実のサポートラインで皆様の旅に寄り添う ルックJTB安心パックについて、

詳しくは下記WEBサイトへ
検 索ルックJTB 安心

14 ●お申し込み前にP.15記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。



■お申し込みについて　〈記載内容について〉●当パンフレットの記載内容は、2019年9月1日～2020
年3月31日出発まで有効です。なお、記載内容は変更となる場合がありますので、お申し込みの際は必ず
販売店にてご確認ください。　〈旅行代金について〉●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス
席（以下「Yクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお1人分の代金です。　●こども
代金、ノーベッドこども代金、幼児代金について詳しくは裏表紙をご覧ください。　●各種追加代金は、特
に記載のない限りおとな・こども同額となります。　〈渡航手続きについて〉●お持ちのパスポート（旅券）
が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の
責任で行っていただきます。　●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加
される方を対象としています。情報は2019年7月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますの
で、必ず最新情報をご確認ください。　●日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使
館、入国管理事務所へお問い合わせください。　●パスポート（旅券）について　日本帰着日（入国時90
日以上が望ましい）まで有効なIC旅券または機械読取式旅券が必要です（2019年7月1日現在）。　●ビザ

（査証）について　査証は不要です（ＩＣ旅券でない旅券の場合は査証が必要です）。ただし、無査証で米国
に渡航（入国および乗継）する場合、渡航72時間前までにインターネットを通じて査証免除可否のチェック
を受けるシステム（電子渡航認証システム「ESTA」）での申請が義務付けられています（有料/14USドル）。
申請はhttps://esta.cbp.dhs.gov/より行い、認証が拒否された場合は、査証の取得をしない限り航空
機への搭乗や入国ができなくなるため、早めにお手続きください。また、認証拒否ならびに査証未取得に
伴う旅行取消については、当社所定の取消料をいただきます。なお、ESTAでの認証は米国入国承認では
ないため、入国時の入国審査は従来どおり行われます。情報は2019年7月1日現在となり、予告なく変更
となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。　●セキュア・フライト・プログラムについて　
米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化のため、お客様のパスポート記載の氏名、生年月日、性
別、レドレスナンバー（該当者のみ）を航空会社へ報告する必要があります。情報が入力されないと航空券
の発券ができず、また情報に誤りがあると搭乗に支障をきたしますので、お申込時に販売店へ正確な情報
提供をお願いいたします（2019年7月1日現在）。　〈お申し込みについて〉●お申込時には、パスポートに
記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された場合は、航空
券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。1文字違っていても本人とは見なされ
ず、当日航空機の搭乗ができないことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正が認めら
れず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。お客様
交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます（幼児の氏名訂正の場合、同行者のおとなの方の取消
料・交替手数料もいただく場合があります）。　●航空運送約款または航空会社の定めにより、日程上実際
に利用できない複数の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を
負いません。　●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきます。　●18歳未
満の方のみのご参加はお受けできません。　●ハワイでは、18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をす
る場合（単独や片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、親の「渡航同意書（英語）」の持
参が推奨されています。同意書は必ずしも入国時に提示を求められるものではありません。同意書の持参
についてはお客様ご自身で判断ください。　●20歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要で
す。　●18歳未満のみでの1室利用はお受けできません。また、ホテルによって年齢制限が21歳未満とな
る場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。　●身体に障がいをお持ちの方、健康を損
なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申込
時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお申し出に基づき当社が
お客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。　●国・地域によって、日曜・
祝祭日に観光施設・商店が閉まっていることが多いため、出発日を決められる際にご注意ください。なお、
あらかじめ美術館や買い物など訪問希望箇所が決まっている場合は、休館日・休業日などの確認のためお
申込時に必ず販売店にお申し出ください。　〈催行中止の連絡について〉お申し込みコースのご旅行が催
行されない場合は、4月27日～5月6日、7月20日～8月31日、12月20日～1月7日の出発日はご出発の
34日前までに、その他の出発日はご出発の24日前までにご連絡いたします。　〈ご出発前のご案内〉 
●宿泊ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間～7日前（遅くとも前日まで）に
お渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡い
たします。　■ホテル・お部屋について　〈ホテル情報について〉●各ページに記載されているホテル情報
は2019年7月1日現在のものとなり、予告なく変更となる場合があります。現地でご利用の際ご確認くだ
さい。　〈ホテルチェックインについて〉●各ホテルページの表示のお時間よりお部屋をご用意しておりま
す。ただし、航空機の到着時間や交通事情等により、チェックインが遅れる場合がございます。また航空便
の発着時間によっては、ホテル到着がチェックインより早くなる場合があります。　●国際電話やお部屋の
ミニバー利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求され
ることがあります。　〈ホテルチェックアウトについて〉●各ホテルによってチェックアウト時間は異なりま
す。復路のフライト時間によっては、ご出発までお部屋がご利用いただけない場合があります。　〈お部屋
について〉●ご利用いただくお部屋には、コネクティングルームの中扉に鍵をかけ通常のお部屋としてご
利用いただく場合があります。　●必ずしも利用人数と同数のベッドが用意されるとは限りません。　〈1
名様で1部屋ご利用の場合〉●お1人または奇数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けでき
ません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人部屋追加代金が必要となります。　〈2部屋以上ご利用
の場合〉●グループやご家族などで2部屋以上をご利用の場合、極力お隣、またはお近くのお部屋となる
ようホテル側にリクエストしますが、ホテル側の事情により困難となる場合もあります。　〈3名様で1部屋
ご利用の場合〉●2人部屋を3名様でご利用（トリプル利用）の場合、２人部屋に簡易ベッド（エキストラベッ
ドまたはソファベッド）を入れて３名様でご利用いただくため手狭となります。またこの場合、キングサイズ
またはクイーンサイズのベッド１台と簡易ベッド１台をご利用いただく場合があります。簡易ベッドの搬入や
アニメティのご用意は夜遅くなることがあります。　〈ルックJTBのホテルグレードについて〉●ルックJTB
では、各種資料や現地支店からの情報、長年の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評価と
添乗員のレポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しております。また、年に一度の割合でホテルグ
レードの見直しをしております。　●グレードが高い順に「Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ」となります。　●A～Ｄのホテル
グレードは、当該都市（地域）内での評価となります。そのため、同グレードのホテルでも他の都市（地域）と
設備・サービスが必ずしも同等ではありません。　〈改修工事について〉●パンフレットに掲載しているホテ
ルは予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の一部が利用できない
場合があります（改修工事等により主要施設がご利用できないことが判明した場合、販売店よりご案内い
たします）。　〈「ルックJTBのおすすめポイント」「リゾートフィープログラム/ホテル無料サービス/コネク
ションフィー」「ハネムーナー/ウエディングのお客様へ」について〉●適用条件等、詳細は各ホテル紹介
ページにてご確認ください。ホテル側の都合でサービス・施設内容・名称が予告なく変更になる場合があり
ます。現地にてご確認ください。また、ご利用にならなかった場合でも、払い戻しはありません。　●記載し
ているスパやマッサージは妊娠中の方はお受けできない場合でも払い戻しはありません。詳細は現地にて
ご確認ください。　●提供する食事クーポン・割引クーポンは特に記載のない限り飲み物は含まれず、ドリ
ンクサービスはご利用いただけません。お申し込みのコースのスケジュールおよび内容、お客様の都合に
よりご利用にならなかった場合も払い戻しはできません。　●ホテル内レストラン・利用施設等での特典・
サービスは、当該施設の休業あるいは貸切、または祝祭日にかかる場合はご利用いただけない場合もあり
ますので必ず現地にてご利用可否を再度ご確認ください。　●ホテルのサービス・施設については情報提
供のみとなります。サービス・施設の詳しい内容やお申し込み、その他お問い合わせについては現地ホテル
にてお願いします。　●ホテル側の都合でサービス・施設内容・名称が予告なく変更になる場合がありま
す。現地にてご確認ください。　●ご利用いただかなかった場合の払い戻しはありません。　●ベッドをご
利用にならないお子様は、特に記載がない限りご利用できませんので、あらかじめご了承ください。　 
●特に記載のない限り、2019年9月1日～2020年3月31日までにチェックインされるお客様が対象とな
ります（ただし、幼児、ノーベッドこどもは除く）。　●一部対象期間が異なる場合があります。詳細は各ホテ
ルページにてご確認ください。　〈ルーム(リゾート・フード・アクティビティー）クレジットについて〉 
●ルーム(リゾート・フード・アクティビティー）クレジットとは、ご宿泊ホテルが指定するホテル内レストラン
やショップでの飲食、お買い物、ルームサービス等を限度額まで無料でご利用になれるシステムです。ご利
用時売上伝票等にサインをしていただきお使いいただいた料金を部屋付けにします。ご利用額のうち規
定金額を超えた場合のみ、チェックアウト時にお支払いください。また、ルーム(リゾート・フード・アクティビ
ティー）クレジット等をご利用にならなかった場合および限度額までご利用されなかった場合、理由の如何

ご案内とご注意 お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申し込み前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上、
お申し込みください。なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、
サービス提供者にお申し出ください。

〈コースNo.の見方〉ルック JTBホームページで検索できます！
代金表のカッコ内で表記されているコースNo.／コース・航空・ホテ
ルを右記の順番で並べるとご希望コースのコースNo.になります。

〈例〉�現地係員がご案内する マイセレクト ハワイ島＋ホノルル 6日間（ハワイ島2泊）   
ハワイアン航空利用 ヒルトン・ワイコロア・ビレッジ（パレスタワー・４階以上・  
パーシャルオーシャンビュー）＋ヒルトン・  
ハワイアン・ビレッジ（オーシャンビュー）  
コースの場合（P.9掲載）

1 都市目
ホテル

2都市目
ホテルコース 航空

R 3 6 B 6 - H A 3 - H 4 3 7

時間帯のめやす
「時間帯のめやす」は航空機・バスなどの移動の発着時刻を元にしためやす時間です。日程表内の時
間帯は、ホテルの出発時刻ではなく、航空機・バス等の交通機関の出発時刻を表示しています。また日
程表中に｢午前:自由行動｣の記載のないコースは、ホテル出発までに十分な自由行動時間がお取りい
ただけない場合があります。

を問わず現金等での払い戻し等は行いません。　〈朝食特典について〉●ご利用便の発着時刻によっては
朝食をお取りいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様の都合により、
ご利用にならなかった場合（オプショナルツアー参加時を含む）、払い戻しはありません。　●特に記載が
ない限り「ノーベッドこども代金」「幼児代金」のお子様には、朝食が付きません。　〈専用ラウンジサービス
について〉●サービス内容は予告なく変更となる場合があります。　●専用ラウンジでのコンチネンタル
朝食のサービスをご利用にならなかった場合でも、払い戻しはありません。　■交通機関・乗継について

（航空機・バスおよび移動について）　〈航空機での移動について〉航空機発着時間は、2019年9月1日の
スケジュールを基準としています（2019年7月1日現在）。　●日本発着時利用航空会社に明示した航空
会社の利用区間は特に記載がない限り、日本発着の国際線往復（日本→ハワイの最初の到着地とハワイ
の最終出発地→日本）のみとなり、日本発着以外の区間（乗継便）の確約はありません。　●航空会社の都
合により、発着時間、便名、機材、乗継地、経由地が変更となる場合があります。　●各島間の移動におい
ては、経由便または乗継便となり必ずしも最適な時間帯とならない場合があります。また、記載の経由地、
乗継地が他の場所に変更になる場合があります。　●各島間の航空便は国際線の遅延・スケジュール変
更等により変わる場合がありますので、現地にてご案内します。　●マイレージに関しては、各航空会社に
直接お問い合わせください。　●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更、またホテル事情等により、旅
行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除などが発生する
場合もあります。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスが受け
られますよう手配努力します。　〈手荷物について〉●機内に無料で預けられる手荷物の個数・重量・サイ
ズの制限は航空会社により異なります。制限を超えると有料となる場合やお預かりできない場合がありま
すので、各航空会社にお問い合わせください。　●ハワイ諸島内線の移動フライトについては1つ目の預
け荷物から有料となる場合があります。詳細はご利用の航空会社チェックインカウンターにてご確認くだ
さい。　●サーフボード、ゴルフバッグ、ダイビング機材、自転車等の大型手荷物は、航空会社により超過
手荷物料金が必要となる場合やお預かりできない場合があります。また、現地では空港～ホテル間の移動
の際に、別途運搬料が必要な場合があります。必ずご出発の2週間前までに販売店へお申し出ください。　

〈航空便放棄に伴う請求について〉●当パンフレット掲載コースの航空券はＩＴ運賃が適用されているた
め、往復利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗されなかった場合には、航空会
社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。　■航空座席
について　●日本発ハワイ線、ホノルル～隣島間の航空機は、全席禁煙となっています。　●Yクラス席の
窓側・通路側等のご希望はお受けできません。　●当パンフレットではCクラス席・上級エコノミークラス席
と表示します（呼称は航空会社により異なります）。　■滞在中の食事について　●旅行代金には各日程
表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれます。ただし、お客様が注文された飲食・追加料理代は
お客様負担となります。　●機内食は各日程表に明示した食事回数に含まれません。利用便により機内食
が軽食となったり、提供されない場合や、ホテル・レストランの食事となる場合がありますが、いずれの場合
も旅行代金の変更はありません。また逆に、ホテル・レストランの食事が機内食に変更となる場合、別の日
への振替またはホテル・レストランの食事代を払い戻します。　●日程表中に明示した利用予定レストラン
が休業等の場合、他の日や他の同等グレードのレストランに変更となる場合があります。　■観光とオプ
ショナルツアーについて　●施設の休館、その他現地事情や天候により、観光箇所や実施日が変更にな
る場合があります。また、それにより自由行動時間などに影響のでる場合がありますので、あらかじめご了
承ください。　●当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させ
ていただくことがあります。　●観光中に運行事業者によるコース参加中のお客様の写真撮影が行われ
る場合があります。撮影については当該現地国・地域にて遵法の上実施されますが、場合によっては、お
客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮影が行われることがあります。また、写真の購入については、
お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、ご購入後の写真の交換や返品等のお手伝いはいたし
かねますので、トラブルが生じないよう写真の確認などを必ず行ってください。　■お買い物について　
●観光の一部として名産品の工房等に立ち寄るコースをご用意しております。当社では、お土産物店の選
定には万全を期しておりますが、ご購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品
の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認およびレシート
の受け取りなどを必ず行ってください。　●植物等、日本への持込みには検査証明書が必要な品物や、持
込みが禁止されている品物もありますのでご注意ください。　■現地でのお荷物・送迎について　●ご出
発の際に航空会社に預け入れた荷物は、現地到着後、空港からお客様とは別にトラックにて宿泊ホテルに
運びますので、手荷物として簡単な洗面用具や着替えなどをお持ちになると便利です。　●隣島宿泊コー
スで、ホノルルより隣島への乗継時、ホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港で通関後、機内預け荷物を
所定の場所にて再度お預けいただきます。最終目的地での荷物受け取りとなります。手荷物はご自身でお
持ちください。　●帰国日の航空会社預け入れ荷物は、ホテルご出発前に指定場所に出していただきま
す。時間は現地にてご案内します。　●専用車利用を除き、空港～ホテル間の送迎で利用するバスは、少
人数の場合セダン、ミニバスとなり、ドライバーガイドとなる場合があります。また、当社が旅行企画・実施
するルックJTB以外の旅行にご参加のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させていただくことが
あります。　■現地係員について　●特に記載のない限り、現地係員は、現地にて空港・ホテルでの送迎
斡旋、移動、観光、オプショナルツアーなどのご案内を行います。これらの業務以外の日程表上の自由行動
時、ホテル滞在時には係員はおりません。　●現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。　
■追加手配について　●お客様のご希望により、ゴルフ、レストラン、スパトリートメントなどの予約手配、
専用車、車いすなどの追加手配をお受けします。この場合の旅行契約形態は、お客様と販売店の手配旅行
契約となり、当社は販売店の手配代行者となります。手配旅行契約にあたっては、販売店に所定の旅行業
務取扱料金をお支払いください。　■各種プランについて　●各種プランは当社が旅行企画・実施する
プランです。基本コースに組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行として実施します。　●お申し
込み後のお取り消しは、お申し出時期により基本コースの出発日を基準に裏表紙記載の所定の取消料が
必要となります。プランのみのお取り消しの場合も、基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額
に対する取消料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。　■燃油サーチャージに
ついて　●旅行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。燃油
サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の返金はありま
せん。　※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期
間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれ
ない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者全てに課せら
れます。　■その他　〈アルコール飲料の提供について〉●ハワイ州の法律により21歳以上の方が対象
になります。写真付身分証明書の提示を求められる場合があります。　〈喫煙について〉●ハワイ州では州
およびカウンティ（郡）が定める公共の場所（レストラン、ショッピングセンター、空港、ホテルのロビー、ビー
チ、公園など）での喫煙が法律で禁じられており、違反した場合、罰金が課せられます。ホテルのほとんど
の客室（ホテルによっては全客室）は禁煙ルームとして定められており、お部屋およびベランダでの喫煙が
出来ません。詳細についてはご出発前に販売店へお問い合わせください。なお、喫煙・禁煙の指定はお受
けできませんのでご了承ください。　〈道路横断中のスマートフォン等の使用について（オアフ島）〉●道
路横断中のスマートフォン等の電子機器の使用は条例により禁止されています。違反した場合は罰金が課
せられますのでご注意ください。　
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旅のお問い合わせは、いつでも、どこからでも！

下記押印欄記載の販売店
へ、どうぞ！  
海外事情に詳しい係員が
ご案内します。

お近くの販売店で1 ご自身のパソコン・スマートフォンで2
２４時間いつでもご予約、空席照会ＯＫ！  
現地の最新情報もいっぱい！ ルックJTB
さらにwebご予約後、お近くの販売店で旅のご相談もできます。
お支払いは現金、旅行券、クレジットカードいずれも可能です。

ご旅行日程表をスマートフォンやタブレットにダウンロード！

アプリを使ってご自身の旅行日程表をスマートフォンやタブレットにダウンロード。
現地での予定も書き込めるので、とっても便利です。またアプリを使って 

「るるぶ」厳選の観る・食べる・遊ぶなどの現地情報や現地で利用可能なクー 
ポン、おすすめオプショナルツアーなども検索可能。

ルックJTBアプリ 追加代金不要

■募集型企画旅行契約�
この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川2-3-11 観光庁長官登録 旅行業第64号。以下「当社」
といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約

（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業
約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、必要事項をお申し出のうえ下記の申
込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。
申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通
信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申
し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を
承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間
で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消
料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお
申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件�
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行
代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受け
る場合があります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。）
●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電

子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会
員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。

●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金
のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」としま
す。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金か
ら取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻
します。）

お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえ
お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。ルックJTBご旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準�
この旅行条件は2019年7月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年7月1日現在の有
効なものとして公示されている運賃・規則、または、2019年7月1日現在認可申請中の航空運賃・適
用規則を基準として算出しています。

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受け
ます。（お1人様）
注） 日程中に3泊以上のクルーズを含み（日本発着時に船舶を利用するコースを除く）、各コースページに

取消料を明示しているコースは、各コースページに明示している金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 4/27〜5/6、7/20〜8/31
12/20〜1/7に開始する旅行

左記以外の日に
開始する旅行

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって40日目にあたる日
以降〜31日目にあたる日まで

旅行代金の10％
（10万円を上限） 無料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって30日目にあたる日
以降〜15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上 ………………………………10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満 ……………… 5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満 ……………… 3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満 ……………… 2万円
旅行代金が10万円未満 ……………………旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって14日目にあたる日
以降〜3日目にあたる日まで

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日〜当日 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

請求コード ： 8611302
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な
点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■�海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合
があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発まで
の間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内し
ますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全
ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。  
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール
等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」への
ご登録をお勧めします。

（受託販売） 旅行のご相談からお申し込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の２０％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の２０％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の２０％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の２０％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の２０％

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8602

こども代金・
ノーベッドこども代金・
幼児代金の適用範囲
右記マークの付いたコースが対象です。

●「こども代金」　2歳以上12歳未満　旅行出発日当日を
基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空座席、食事、
ホテルのベッドなどをご利用になるお子様に適用されます。　
●「ノーベッドこども代金」  2歳以上12歳未満/0歳以上2
歳未満（航空座席をご利用の場合）　旅行出発日当日を基
準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空座席をご利用
になり、食事、ホテルのベッドなどを専用でご利用にならな
いお子様に適用されます。特に記載がない限りノーベッドこ
ども代金でご参加のお子様には現地滞在中の食事は含ま
れません。（宿泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービ
スの提供がないコースにおいては、宿泊機関に関する変更
による旅程保証制度の適用はありません。）　
●「幼児代金」　0歳以上2歳未満　旅行出発日当日を基準
として0歳以上2歳未満のお子様は「幼児」となり、幼児代金
が適用されます。幼児は航空座席、食事、ホテルのベッドな
どを専用ではご利用いただけません。但し、幼児が航空座
席を専用で使用する場合は「ノーベッドこども代金」が適用
されます。　
●現地滞在中に2歳となる場合は必ず販売店にお申し出く
ださい。　

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

空港税等について
●旅行代金には、空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収することを義務付けられているもの、また、日本の各空
港施設使用料等については、旅行代金と併せて日本円で販売店へお支払いください（2019年7月1日現在の下記表参照）。　●各コースではお
となお１人分をご案内しています。　●複数の国や都市を訪問する旅程では、航空機便の経由する国や都市の巡り方によってその合計金額が異
なることがあるため、航空機便と経由地の確定により、徴収額が予約完了時の徴収額から変更になる場合があります。　●国内線特別代金プラ
ンをご利用の場合、日本国内での空港税等が異なる場合があります。　●空港税等の新設または税額が変更された場合、徴収額が変更になる
場合があります。　〈販売店にお支払いただく日本円換算額について〉●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約が完了した日に確定さ
せていただきます。日本円換算レートは、水〜土曜日に予約が完了した場合は直近の月曜日午前中の終値、日〜火曜日に予約が完了した場合は
１週間前の月曜午前中の終値（いずれも三菱UFJ銀行売渡レート／月曜日が祝祭日にあたる場合は、前週金曜日の午前中の終値）によります。そ
れ以降の為替変動による追加徴収、返金はいたしません。　●お申込み時に取消待ちとなった場合は、予約完了となった日の換算レートにて日本
円換算額を確定します。
■販売店にお支払いいただく空港税等一覧

（日本：おとな、（　）内こども、幼児不要 アメリカ：おとな・こども･幼児同額) （2019年7月1日現在）
国名 税の名称 対 象 税額／１回当たり 日本円目安額

日本
関西国際空港施設使用料 国際線出発 2,730（1,370）円 −

関西国際空港旅客保安サービス料 国際線出発 310（310）円 −
国際観光旅客税 国際線出発 1,000（1,000）円 −

アメリカ
（ハワイ）

国際通行税（到着） 国際線到着 18.60USドル 2,030円
国際通行税（出発） 国際線出発 18.60USドル 2,030円

税関審査料 国際線到着 5.77USドル 630円
入国審査料 国際線到着 7.00USドル 770円

動植物検疫使用料 国際線到着 3.96USドル 440円
米国保安料 国際線及び国内線搭乗 5.60USドル 620円

空港施設使用料※1 国際線及び国内線出発※2 4.50USドル 500円
● 上記日本円換算目安額は2019年7月1日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによります（10円未満は切り上げ）。1USドル=約109円　
※1：座席を使用しない幼児は不要となります。　※2：ハワイ州内の国内線については必要ありません。


