
関空発関空発関空発関空発
2019年11月25日～12月24日発2019年11月25日～12月24日発2019年11月25日～12月24日発2019年11月25日～12月24日発10月4日（金）発売10月4日（金）発売10月4日（金）発売10月4日（金）発売

復路送迎付きプラン 追加代⾦　3,000円
ワイキキ（※４）⇒空港　復路混乗送迎付 （お1人様/おとな・こども同額）
（※４）ご集合場所は宿泊ホテルまたは最寄りのホテルとなります。詳しくは現地にてご確認ください。

Ｍ１

※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

ブラックフライデー・クリスマスシーズンに行くハワイ4日間 アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ（部屋指定なし） 基本 ＜2名1室利用/おとなお1人/おとな・こども同額＞

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれています

●アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ・・・アラモアナ・ショッピングセンターに隣接

●パール・ホテル・ワイキキ・・インターナショナル・マーケットプレイスへ徒歩約1分

●コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチ・・・Tギャラリア by DFSへ徒歩約1分、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロイヤルハワイアンセンターへも徒歩約5分

●ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー・・・ロイヤルハワイアンセンターへ徒歩約1分、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　インターナショナル・マーケットプレイス隣

●プリンス ワイキキー・・・アラモアナ・ショッピングセンターまで徒歩約5分、

　　　　　　　‘OLI‘OLIフットワーク　ホテル最寄りの停留所「ディスカバリー・ベイ」から1駅　　　　　　　

ショッピングにおすすめのホテルをラインナップショッピングにおすすめのホテルをラインナップショッピングにおすすめのホテルをラインナップショッピングにおすすめのホテルをラインナップ

感謝祭の翌日の金曜日（11/29）のことで、各地で大規 模なバ ーゲンセール大規 模なバ ーゲンセール大規 模なバ ーゲンセール大規 模なバ ーゲンセール が開催されます

冬のセールは年始まで続くので11月後半～ 12月は お得にショ ッピングが できるチャンス11月後半～ 12月は お得にショ ッピングが できるチャンス11月後半～ 12月は お得にショ ッピングが できるチャンス11月後半～ 12月は お得にショ ッピングが できるチャンス！

★ JTB ‘OLI‘OL Iフット ワーク  ブラックフライデー特別 便 ★★ JTB ‘OLI‘OL Iフット ワーク  ブラックフライデー特別 便 ★★ JTB ‘OLI‘OL Iフット ワーク  ブラックフライデー特別 便 ★★ JTB ‘OLI‘OL Iフット ワーク  ブラックフライデー特別 便 ★

特に多くの店が軒を連ねるアラモアナ・ショッピング・センターへ11/29早 朝11/29早 朝11/29早 朝11/29早 朝から特別便を

ご用意しました。　運行期間：11/29　　運行時間：（モアナ・サーフライダー発）05:18～06:46の間

に約10～30分間隔で運行＜現地にてスケジュール詳細をご確認ください＞

運行 ル ート運行 ル ート運行 ル ート運行 ル ート ：モアナ・サーフライダー～デューク・カハナモク像～アストン・ワイキキ・ビーチ～ヒ

ルトン・ワイキキ・ビーチ～インターナショナル・マーケット・プレイス～Tギャラリア by DFS～シェ

ラトン・ワイキキ～ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ～ディスカバリーベイ～‘OLI‘OLIステーション・ア

ラモアナ　　※現地事情・交通状況等により運行スケジュールが変更となる場合があります。お

買い物帰りのワイキキ方面行きはアラモアナルートをご利用ください

＜ブラックフライデーとは？＞＜ブラックフライデーとは？＞＜ブラックフライデーとは？＞＜ブラックフライデーとは？＞

コースNoの見方

例)アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ  4日間

7 K A X 4 Y Y 8 6 Z

コースNO ホテル航空

■旅行代金カレンダー

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

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

11月 12月

11月下旬からクリスマスデコレーションや、イルミネーションが始まります。ダウンタウンで

行われる「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」では、巨大なツリーやライトアップを楽しめる他、フード

トラックも出店しており、移動式遊園地のような乗り物もあるので、お子様もお楽しみ頂けます

★JTB‘OLI‘OLIフットワーク  クリスマス・イルミネーション便★★JTB‘OLI‘OLIフットワーク  クリスマス・イルミネーション便★★JTB‘OLI‘OLIフットワーク  クリスマス・イルミネーション便★★JTB‘OLI‘OLIフットワーク  クリスマス・イルミネーション便★

ホノルルのクリスマス・イルミネーションを堪能できる「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」「ホノルル・シティ・ライツ」会場

「ホノルル・ハレ」へ臨時便を運行します　運行期間：12/8～25（ただし12/15は除く）

運行時間：（Tギャラリアby DFS発）17:30～19:50の間に約20分間隔で運行

＜ハワイのクリスマスシーズン＞＜ハワイのクリスマスシーズン＞＜ハワイのクリスマスシーズン＞＜ハワイのクリスマスシーズン＞

運行ルート運行ルート運行ルート運行ルート：Ｔギャラリア by DFS～ホノルル水道局（車窓）～ハワイ州政府庁舎前（車窓）～ワ

シントン・プレイス（州知事官邸）前～カメハメハ大王像・イオラニ宮殿（車窓）～イルミネーション・

ツアー臨時停留所＜カメハメハ大王像停留所＞～Tギャラリア by DFS 　※現地事情・交通状況

等により運行スケジュールが変更となる場合があります。

■ブラックフライデー・クリスマスシーズンに行くハワイ 4・5・6・7日間  旅行代金■ブラックフライデー・クリスマスシーズンに行くハワイ 4・5・6・7日間  旅行代金■ブラックフライデー・クリスマスシーズンに行くハワイ 4・5・6・7日間  旅行代金■ブラックフライデー・クリスマスシーズンに行くハワイ 4・5・6・7日間  旅行代金　 旅行代金の区分けは旅行代金カレンダーと照らし合わせてご覧ください　 旅行代金の区分けは旅行代金カレンダーと照らし合わせてご覧ください　 旅行代金の区分けは旅行代金カレンダーと照らし合わせてご覧ください　 旅行代金の区分けは旅行代金カレンダーと照らし合わせてご覧ください

出発日：出発日：出発日：出発日： 2019年11月25日～12月24日の毎日出発2019年11月25日～12月24日の毎日出発2019年11月25日～12月24日の毎日出発2019年11月25日～12月24日の毎日出発 ●出発除外日：全コース 6日間 11/25発、5日間 11/25・26発、4日間 11/25～27発●出発除外日：全コース 6日間 11/25発、5日間 11/25・26発、4日間 11/25～27発●出発除外日：全コース 6日間 11/25発、5日間 11/25・26発、4日間 11/25～27発●出発除外日：全コース 6日間 11/25発、5日間 11/25・26発、4日間 11/25～27発

　　　　　プリンス ワイキキ 7日間 12/24発　　　　　プリンス ワイキキ 7日間 12/24発　　　　　プリンス ワイキキ 7日間 12/24発　　　　　プリンス ワイキキ 7日間 12/24発

※旅行代金には空港諸税等は含まれておりません（裏面参照） （2名1室利用/おとな・こども同額/単位：円　）

ｺｰｽｺｰｽｺｰｽｺｰｽ 航空航空航空航空 ﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙﾎﾃﾙ

7KAX47KAX47KAX47KAX4 97,80097,80097,80097,800 105,800105,800105,800105,800 119,800119,800119,800119,800 137,800137,800137,800137,800 162,800162,800162,800162,800 24,00024,00024,00024,000

7KAX57KAX57KAX57KAX5 109,800109,800109,800109,800 117,800117,800117,800117,800 131,800131,800131,800131,800 149,800149,800149,800149,800 174,800174,800174,800174,800 36,00036,00036,00036,000

7KAX67KAX67KAX67KAX6 121,800121,800121,800121,800 129,800129,800129,800129,800 143,800143,800143,800143,800 161,800161,800161,800161,800 186,800186,800186,800186,800 48,00048,00048,00048,000

7KAX77KAX77KAX77KAX7 133,800133,800133,800133,800 141,800141,800141,800141,800 155,800155,800155,800155,800 173,800173,800173,800173,800 198,800198,800198,800198,800 60,00060,00060,00060,000

7KAX47KAX47KAX47KAX4 100,800100,800100,800100,800 109,800109,800109,800109,800 124,800124,800124,800124,800 153,800153,800153,800153,800 175,800175,800175,800175,800 28,00028,00028,00028,000

7KAX57KAX57KAX57KAX5 114,800114,800114,800114,800 123,800123,800123,800123,800 138,800138,800138,800138,800 167,800167,800167,800167,800 189,800189,800189,800189,800 42,00042,00042,00042,000

7KAX67KAX67KAX67KAX6 128,800128,800128,800128,800 137,800137,800137,800137,800 152,800152,800152,800152,800 181,800181,800181,800181,800 203,800203,800203,800203,800 56,00056,00056,00056,000

7KAX77KAX77KAX77KAX7 142,800142,800142,800142,800 151,800151,800151,800151,800 166,800166,800166,800166,800 195,800195,800195,800195,800 217,800217,800217,800217,800 70,00070,00070,00070,000

7KAX47KAX47KAX47KAX4 107,800107,800107,800107,800 114,800114,800114,800114,800 129,800129,800129,800129,800 144,800144,800144,800144,800 165,800165,800165,800165,800 34,00034,00034,00034,000

7KAX57KAX57KAX57KAX5 124,800124,800124,800124,800 131,800131,800131,800131,800 146,800146,800146,800146,800 161,800161,800161,800161,800 182,800182,800182,800182,800 51,00051,00051,00051,000

7KAX67KAX67KAX67KAX6 141,800141,800141,800141,800 148,800148,800148,800148,800 163,800163,800163,800163,800 178,800178,800178,800178,800 199,800199,800199,800199,800 68,00068,00068,00068,000

7KAX77KAX77KAX77KAX7 158,800158,800158,800158,800 165,800165,800165,800165,800 180,800180,800180,800180,800 195,800195,800195,800195,800 216,800216,800216,800216,800 85,00085,00085,00085,000

7KAX47KAX47KAX47KAX4 116,800116,800116,800116,800 123,800123,800123,800123,800 138,800138,800138,800138,800 153,800153,800153,800153,800 174,800174,800174,800174,800 -3,000-3,000-3,000-3,000 40,00040,00040,00040,000

7KAX57KAX57KAX57KAX5 136,800136,800136,800136,800 143,800143,800143,800143,800 158,800158,800158,800158,800 173,800173,800173,800173,800 194,800194,800194,800194,800 -4,500-4,500-4,500-4,500 60,00060,00060,00060,000

7KAX67KAX67KAX67KAX6 156,800156,800156,800156,800 163,800163,800163,800163,800 178,800178,800178,800178,800 193,800193,800193,800193,800 214,800214,800214,800214,800 -6,000-6,000-6,000-6,000 80,00080,00080,00080,000

7KAX77KAX77KAX77KAX7 176,800176,800176,800176,800 183,800183,800183,800183,800 198,800198,800198,800198,800 213,800213,800213,800213,800 234,800234,800234,800234,800 -7,500-7,500-7,500-7,500 100,000100,000100,000100,000

7KAX47KAX47KAX47KAX4 128,800128,800128,800128,800 135,800135,800135,800135,800 150,800150,800150,800150,800 165,800165,800165,800165,800 186,800186,800186,800186,800 -6,000-6,000-6,000-6,000 44,00044,00044,00044,000

7KAX57KAX57KAX57KAX5 150,800150,800150,800150,800 157,800157,800157,800157,800 172,800172,800172,800172,800 187,800187,800187,800187,800 208,800208,800208,800208,800 -9,000-9,000-9,000-9,000 66,00066,00066,00066,000

7KAX67KAX67KAX67KAX6 172,800172,800172,800172,800 179,800179,800179,800179,800 194,800194,800194,800194,800 209,800209,800209,800209,800 230,800230,800230,800230,800 -12,000-12,000-12,000-12,000 88,00088,00088,00088,000

7KAX77KAX77KAX77KAX7 194,800194,800194,800194,800 201,800201,800201,800201,800 216,800216,800216,800216,800 231,800231,800231,800231,800 252,800252,800252,800252,800 -15,000-15,000-15,000-15,000 110,000110,000110,000110,000

※ノーベッドこども代金の設定はありません。　※ノーベッドこども代金の設定はありません。　※ノーベッドこども代金の設定はありません。　※ノーベッドこども代金の設定はありません。　

●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。●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。●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。●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。

トリプルトリプルトリプルトリプル

不可不可不可不可

トリプルトリプルトリプルトリプル

不可不可不可不可

トリプルトリプルトリプルトリプル

不可不可不可不可

YY8YY8YY8YY8 4V4V4V4V

コートヤード・バイ・マリオットコートヤード・バイ・マリオットコートヤード・バイ・マリオットコートヤード・バイ・マリオット

・ワイキキ・ビーチ・ワイキキ・ビーチ・ワイキキ・ビーチ・ワイキキ・ビーチ

（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）

YY8YY8YY8YY8

5555

6666

7777

7777

4444

プリンス ワイキキプリンス ワイキキプリンス ワイキキプリンス ワイキキ

（オーシャンフロント）（オーシャンフロント）（オーシャンフロント）（オーシャンフロント）

6666

4444

ワイキキ・ビーチコマー byワイキキ・ビーチコマー byワイキキ・ビーチコマー byワイキキ・ビーチコマー by

アウトリガー（部屋指定なし）アウトリガー（部屋指定なし）アウトリガー（部屋指定なし）アウトリガー（部屋指定なし）

一律　40,000一律　40,000一律　40,000一律　40,000

6666

アラモアナ・ホテル・バイアラモアナ・ホテル・バイアラモアナ・ホテル・バイアラモアナ・ホテル・バイ

・マントラ （部屋指定なし）・マントラ （部屋指定なし）・マントラ （部屋指定なし）・マントラ （部屋指定なし）

4444

YY8YY8YY8YY8 6Z6Z6Z6Z

5555

XUXUXUXU

5555

7777

7777

6666

4444

6666

5555

パール・ホテル・ワイキキパール・ホテル・ワイキキパール・ホテル・ワイキキパール・ホテル・ワイキキ

（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）（部屋指定なし）

OMOMOMOM

5555

4444

7777

YY8YY8YY8YY8

幼児代金　幼児代金　幼児代金　幼児代金　

利用ホテル利用ホテル利用ホテル利用ホテル

日日日日

数数数数

コースNO.コースNO.コースNO.コースNO.

旅行代金（基本）旅行代金（基本）旅行代金（基本）旅行代金（基本）

トリプルトリプルトリプルトリプル

割引代金割引代金割引代金割引代金

お1人部屋お1人部屋お1人部屋お1人部屋

追加代金追加代金追加代金追加代金

（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）（相部屋不可）

AAAA BBBB CCCC DDDD EEEE

YY8YY8YY8YY8 G4G4G4G4

※※※※燃油サ－チャ－ジを含む燃油サ－チャ－ジを含む燃油サ－チャ－ジを含む燃油サ－チャ－ジを含む

（裏面参照）（裏面参照）（裏面参照）（裏面参照）

20：45～22：25：関空�（日付変更線通過）

09：05～10：50：ホノルル着　空港にて必要書類をお渡しします

 ＊空港～ワイキキ送迎付き ＊空港～ワイキキ送迎付き ＊空港～ワイキキ送迎付き ＊空港～ワイキキ送迎付き

‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにて空港から

‘OLI‘OLIステーション・アラモアナ経由でワイキキへ

　ご自身でホテルにチェックイン　（ご注意欄　※1参照）

　チェックイン時間は15：00となります（コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチは16：00、

　ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガーは13:00) ホノルル泊 朝 機 昼 × 夕 ×

終日： 自由行動

★滞在中観光・ショッピングに便利な「‘OLI‘OLIﾌｯﾄﾜｰｸ ﾜｲ ｷｷ周辺ﾙｰﾄ」乗り放題！★滞在中観光・ショッピングに便利な「‘OLI‘OLIﾌｯﾄﾜｰｸ ﾜｲ ｷｷ周辺ﾙｰﾄ」乗り放題！★滞在中観光・ショッピングに便利な「‘OLI‘OLIﾌｯﾄﾜｰｸ ﾜｲ ｷｷ周辺ﾙｰﾄ」乗り放題！★滞在中観光・ショッピングに便利な「‘OLI‘OLIﾌｯﾄﾜｰｸ ﾜｲ ｷｷ周辺ﾙｰﾄ」乗り放題！

（詳細は裏面参照）

ホノルル泊 朝 × 昼 × 夕 ×

基本コース

ご自身で空港へ（送迎はついておりません）

飛行機の出発時刻の2時間30分前までに空港までお越しください

復路送迎付プラン【Ｍ１】（追加代金要/下記参照）

‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにて空港へ

ご集合場所・時間は現地にてご案内いたします

11：05～13：45：ホノルル�（日付変更線通過）

機中泊 朝 × 昼 機 夕 ×

16：25～18：45：関空着

発着地  関空　（関空以外からご参加の場合、国内線特別代金ﾌﾟﾗﾝの設定はありません）

利用ホテル<グレード> 下記よりお選びください

・アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ （部屋指定なし）<B>

・パール・ホテル・ワイキキ（部屋指定なし）<D>

・コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチ（部屋指定なし）<C>

・ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー（部屋指定なし）<B>

・プリンス ワイキキ（オーシャンフロント）<A>

食事 最少催行人員 １名

日本発着時 航空会社指定なし（ハワイアン航空、デルタ航空、日本航空のいずれか）

利用航空会社

添乗員 【基本】同行しません　

到着日は現地係員がご案内しますが、現地出発日のご案内はありません

【Ｍ１】同行しません　現地係員がご案内いたします

渡航手続き 裏面「ご注意」欄および「渡航手続きについて」にてご確認ください

5555 6666

朝食０回・昼食０回・夕食０回

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

2222

3333

4444

日次日次日次日次

1111

7777

2222

～～～～

5555

6666

直行便直行便直行便直行便

直行便直行便直行便直行便

2222

・・・・

3333

2222

～～～～

4444

4444 5555



受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

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。

　■ご旅行条件（要約）　■ご旅行条件（要約）　■ご旅行条件（要約）　■ご旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準■旅行条件・旅行代金の基準：この旅行条件は2019年9月2日を基準としています。

又、この旅行代金は2019年9月2日現在有効なものとして公示されている運賃・規則、または

2019年9月2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。

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（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。

管理コード：8609169

■ マークの見方

�：飛行機　　○：食事あり　　X：食事なし　　機：機内食

■ 時間帯のめやす

未明 早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

00：00 04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 24：00

お客様へ 海外旅行のお申し込みには、正しい旅券情報（お名前のローマ字つづり、性別など）が必要です。

■■■■募募募募集集集集型型型型企企企企画画画画旅旅旅旅行行行行契契契契約約約約：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」という。）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：■旅行のお申し込み及び契約成立時期：■旅行のお申し込み及び契約成立時期：■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：■申込金：■申込金：■申込金：

■旅行代金のお支払い：■旅行代金のお支払い：■旅行代金のお支払い：■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：「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件：「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件：「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。）

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％

旅行代金

（おひとり）

申込金(おひとり）

■取消料：■取消料：■取消料：■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。

■海外危険情報について：■海外危険情報について：■海外危険情報について：■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。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.anzen.mofa.go.jp/index.html」へのご登録をお勧めします。

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

旅行開始日の前々日～当日

旅行開始後又は無連絡不参加

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％

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の１００％

ご注意ご注意ご注意ご注意

※１：ホテルチェックインの際、国際クレジットカード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 ●2019年9月2日現在の資料

に基づいて作成しています。航空会社により便名・発着時間等は変更となる場合があります●‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスについ

て：一部のお客様は、到着日は最寄りのホテルでの降車、帰国日は最寄りのホテルからの乗車となります●ホテルでのチェックイン、

チェックアウト、現地空港でのチェックインはお客様ご自身で行って頂きます●基本には、帰国日の送迎は含まれておりません。ご自身で

出発時刻の2時間半前までに空港までお越しください●ルックJTB限定の各種サ-ビス・プランはご利用いただけません●日程からの別

行動、別手配、減延泊はお受けできません●お部屋の眺望、ベッドタイプ（ツイン、ダブルベッド等）、コネクティングルーム、喫煙・禁煙の

リクエストはお受けできません。航空会社名、便名、座席のリクエストはお受けできません。●相部屋はお受けできません。お１人で１部屋

ご利用の場合は追加代金が必要となります●アメリカ合衆国（ハワイ州）への入国には日本帰着日まで（入国時90日以上が望ましい）有

効なＩＣ旅券または機械読取式旅券が必要です（2019年9月2日現在）●ゴルフバッグ等の大型手荷物は、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●旅のアウトレットでは、現地情報の載った「‘OLI‘OLIブック」のお渡しは

ございません●コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチ、ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガーのバスはシャワーのみとなりま

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

■ 空 港 税等について■ 空 港 税等について■ 空 港 税等について■ 空 港 税等について

＜お支払いただく日本円の換算額いついて＞

■お支払いいただく空港税等一覧

●旅行代金に空港税等は含まれておりません。空港税のうち、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お支払いください。（2019年9月2日現在）　●各コースではおとなお1

人様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。

●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。

●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週間前の月曜日午前中の終値（終値はいずれも三菱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。

日本：（　　　）内はこども、幼児不要　　　アメリカ：特に記載のない場合は、おとな・こども・幼児同額

国名 税の名称 対象 税額 日本円目安額

関西国際空港旅客サービス施設料 国際線出発 2,780円（1,390円） -

関西国際空港旅客保安サービス料 国際線出発 320円（こども同額） -

国際観光旅客税 国際線出発 1000円（こども同額） -

アメリカ 国際通行税（到着） 国際線到着 18.60USドル 2,000円

国際通行税（出発） 国際線出発 18.60USドル 2,000円

税関審査料 国際線到着 5.89USドル 640円

入国審査料 国際線到着 7.00USドル 750円

動植物検疫使用料 国際線到着 3.96USドル 430円

米国保安料 国際線搭乗 5.60USドル 600円

空港施設使用料 国際線出発 4.50USドル（幼児不要） 490円

１ＵＳドル＝約 107円 合計額　約 11,100円

2019年9月2日現在 三菱UFJ銀行売渡ﾚｰﾄによります。（10円未満切り上げ）

日本

※上記日本円換算目安額は

■幼児代金■幼児代金■幼児代金■幼児代金

旅行出発日当日を基準として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には「こども代金」を適用します。

■渡航手続きについて■渡航手続きについて■渡航手続きについて■渡航手続きについて

●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載コースにご参加される方を対象として

います。●ハワイへの入国には日本帰着日まで（入国時９０日以上が望ましい）有効なIC旅券

または機械読取式旅券が必要です。（ＩＣ旅券または機械読み取り式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9月2日現在となり、

予告なく変更となる場合がありますので、必ず販売店へ最新情報をご確認ください。

■未成年者の渡航同意書について■未成年者の渡航同意書について■未成年者の渡航同意書について■未成年者の渡航同意書について

●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（英文）」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。

■セキュア・フライト・プログラムについて■セキュア・フライト・プログラムについて■セキュア・フライト・プログラムについて■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、米国内空港を離発着するまたは米国籍の民間航空機への保

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来たしますので、お申し込み時に販売店へ正確なデー

タの提供をお願いいたします。（2019年9月2日現在）

■改修工事について■改修工事について■改修工事について■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）。

■ホテルグレードについて■ホテルグレードについて■ホテルグレードについて■ホテルグレードについて

グレードの分類は、グレードが高い順にA→B→C→Dとなります。なお、A～Dのホテルグレー

ドは該当都市（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、ほかの都市

（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。

■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて■燃油サーチャージについて

●旅行代金には燃油サーチャージのある航空会社は、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

分の払い戻しはございません。●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会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。

■１室利用可能人数について

＊ アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ<B> ＊ コートヤード・バイ・マリオット・ワイキキ・ビーチ<C>

　 幼児を含めた1室利用可能人数は２名 幼児を含めた1室利用可能人数は４名

　 トリプル（３名１室利用不可） 　 トリプル（３名１室利用不可）

＊ パール・ホテル・ワイキキ<D> ＊ ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー<B>

　 幼児を含めた1室利用可能人数は３名 ＊ プリンス ワイキキ<A>

トリプル（３名１室利用不可） 幼児を含めた1室利用可能人数は４名

　※プリンス ワイキキはおとな３名でトリプル利用の場合、幼児はお受けできません

「‘OLI‘OLIフットワーク・ワイキキ周辺ルート」について（追加代金不要）「‘OLI‘OLIフットワーク・ワイキキ周辺ルート」について（追加代金不要）「‘OLI‘OLIフットワーク・ワイキキ周辺ルート」について（追加代金不要）「‘OLI‘OLIフットワーク・ワイキキ周辺ルート」について（追加代金不要）

●ショッピング・観光に便利な5つのルートのバス・トロリーが滞在中乗り放題♪
①アラモアナルート　毎日08:00～22:05の間に運行①アラモアナルート　毎日08:00～22:05の間に運行①アラモアナルート　毎日08:00～22:05の間に運行①アラモアナルート　毎日08:00～22:05の間に運行

②ダイヤモンドヘッドルート　毎日08：30～16：30の間に運行②ダイヤモンドヘッドルート　毎日08：30～16：30の間に運行②ダイヤモンドヘッドルート　毎日08：30～16：30の間に運行②ダイヤモンドヘッドルート　毎日08：30～16：30の間に運行

③カハラルート　毎日08：30～15：30の間に運行③カハラルート　毎日08：30～15：30の間に運行③カハラルート　毎日08：30～15：30の間に運行③カハラルート　毎日08：30～15：30の間に運行

④ダウンタウンルート　毎日9：45～16：45の間に運行④ダウンタウンルート　毎日9：45～16：45の間に運行④ダウンタウンルート　毎日9：45～16：45の間に運行④ダウンタウンルート　毎日9：45～16：45の間に運行

⑤カカアコ イブニングルート 毎日17：30～21：00の間に運行⑤カカアコ イブニングルート 毎日17：30～21：00の間に運行⑤カカアコ イブニングルート 毎日17：30～21：00の間に運行⑤カカアコ イブニングルート 毎日17：30～21：00の間に運行

※詳しくは現地にてご確認ください。


