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ご出発の
50日前までの

早期お申し込みで
うれしい割引あり萱

ご出発の
40日前までの

学期特典“並び席”蚤
ご用憲！
猥詳しくは裏面を

ご覧下さい。

福岡空港までの
交通費サポート

｛■＼てます！
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ヒシネスクラス・エコノミークラスに

甲ヱ」』‾■ri一・t■L搭載
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福岡－ホノルル間に搭乗する全てのお客様に電子タブレットの無料貸し出しを
いたします。福岡からホノルルそして、ホノルルから福岡のフライトがもっと

楽しくなること間違いありませんl

簸億餅怒掛

映画やテレビ番組が盛り沢山！
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10種類以上のゲーム
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洋楽、J－POP、
ハワイアンミュージック・・・
色々な種類の音楽♪
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機内食に　ブイ産のアイス
‾‾こして

－デルコ、　　の追加！．

機内に乗った瞬間からアロハ気分を満喫機内食にもこだわっ
ていますI新しいサービスには、ウェルカムカクテル“Ko10a
Br8eZe”やハワイアンスタイルのロングライススープ、トロピリ

シャス・アイスクリーム＆ソルベのアイスクリーム、子供用ケー
キトレジャーテユストのおもちゃ等が加わります。

ド～j与1万二；，三春

く旅行代金＞基本旅行代金＋帰着日追加代金＋下記ビジネスクラス席追加代金（大人お1人様、往復）

●エコノミークラスとの比較

日本発＝10／1－12／4、12／8－12／23、

1／3～3／31発 70，000円

日本発＝12／5－12／7発 90，000円

日本発＝12／24～1／2 160，000円

こども＆添い寝は上記大人代金に（往復）一律20，000円追加

約104cm～107cm 約76～79cm

※ご予約後、21日前を過ぎてから出発日やコース変更、日数変支、氏名変事・訂正、並び席や座席クラス
の変更・追加が生じた場合は予約取り直しとなり、所定の手数料がかかります。　罠延泊の場合は延泊
後の発篇日の追加代金が必要となります。　崇さあ申込み後の手配となり、回答に5日前後かかる場合が
あります。　汚‡ビジネスクラス席は国際線区間のみとなり、日本国内緑、およびホノルル～各島間はエコノ
ミークラス席となります。　退窓際／通路側などお席のご希望はご予約時にお申し出ください。催し、予約状

況によりご希望に漆えない場合があります。

◎ビジネスクラス席幼児追加代怠◎90，000円



冒2 �馴闇葡昭鯛’2斗日軍2＿Pl箪箪汁滑．．2 ����阜出発隈畢 
5 田聞 �6 日岸1 �7 日間 �スケジュ‾ル　　　　　駅頭泡盛頭痛 

1 �1 �1 �フイアン掲 �祀ま副l三喜l所謂瀾－慧・■　雲泌虞■■■∃uI九一に 

21：80（予定） �讐ケホ翌竺。。付変更舶過．………岬」耳墜 

9：45～10：40（ 予定）ホノルル嵩、係員の出迎え後、ワイキキへ直行。 
ハッピーツアーアロハラウンジにてハワイ滞在の説明会こ 
※ハッピーツアーアロハラウンジから各自ホテルへ移動し、チェックインを行ってください。 

その後、自由行動（チェックインは15：00以降となります。）ホノルル泊図□□ 

2 �2 �2 �終日 �自由行動。（オプショナルツアーなどでお楽しみ下さい。） 

3 �1 4 �i 5 �ホノルル泊□□□ 

4 �5 �6 �午前　　空港へ。 
13：00～13：50（予定）ホノルル発⇒ト帰国の途へ。　　　　　　　機中泊□囲□ 

・・＞qゝサ　日付変更線通過】■ 

5 �6 �7 17：55～19：00（予定）福岡着。解散。 

■漆乗員／同行しませんが現地係員がお世話いたします。t日本発着時利用航空会社／ハワイアン航空
■最少催行人数ノ1名　●食事／なし。
★空港～ホテルの送迎、観光等で他のツアーのお客様とご一緒になる場合があります。★ホテルにより帰国日も朝食がついていま

すが、ご帰国便の発着時刻によっては朝食をおとりいただけない場合がありますので予めご了承下さい。また、ご利用にならなかった場

合（早朝出発のオプショナルツアー参加時も含む）でも返金はありません。★延泊はお受けできません。

ディナーショー
2013年の最後の夜は、

豪華ディナーショーで締めくくろう！

大晦日だけのスペシャルプログラムで

お待ちしております！

■開催日：2013年12月31日（火）

■開催場所：未定

◎混み合いますので、日本での

事前予約をおすすめします。
ティナーショーの料金、内容については

12月上旬以降に発表予定です。

※日本でのお申込みをお受けします。

日本出発の14日前（土・日・祝日を除く）
までにお申込みください。

写真捷供▲ハワイ政府観光局（イメージ）

■ホテルクラスリスト
主崇下記のいずれかとなります。ホテルの指定はあ劃すできません。

●ミラマ一・アットワイキキ

●オハナ・ワイキキ・マリア

●オハナ・ワイキキ・ウエスト　●オハナイースト

●ダブルツリー・ハイ・ヒルトン・アラナ・ワイキキ

●ワイキキ・リゾート・ホテル

●クイーン・カビオラ二・ホテル

●アクア・ワイキキ・ウェーフ

●パーク・ショア・ワイキキ

●シェラトン・プリンセス・カイウラ二

●ホリディイン・ワイキキ・ビーチコマー

●パシフィック・リゾート・ホテル

●アストン・ワイキキ・ヒーチホテル

●アラモアナホテル　●ヒルトン・ワイキキ・ビーチ

●アストン・パシフィックモナーク

●アストン・ワイキキ・サンセット

●アストン・アットザ・ワイキキ・ハ二アン

●ハイアットプレイス

ハワイアン犠空刊岡 �� �イ �戯雛，ク勉炒蒔締結霊魂畢遼遠誌迫鄭玩捗払ゐrtA〆封象こ嘲 ����������トリプル 割引 �1人部屋 追加代金 

ホテル �部屋名 �日数 �コースコード �12／24　12／25 ��12／26 �12／27 �12／28 �12／29　12／30 ��il象爆■tl �■■ �頓　■ 

スタンダードクラス �部屋指定なし �5 �H85NDl �186800 �198800 �196800 �259．800 �309，800 �349，800 �349，800 �312．800 �314，800 �163，800 � �39，000 6 �H86NDl �196800 �204800 �212．800 �259．800 �329，800 �359．800 �359，800 �314．800 �241，800 �164．800 � �52，000 

7 �H87NDl �199，800 �214．800 �224．800 �274．800 �334，800 �369，800 �369．800 �316．800 �246．800 �182．800 �－ �65，000 

ミラマ一・アットワイキキ �部屋指定なし �5 �H85ND2 �189800 �199800 �206800 �262800 �312，800 �352．800 �352，800 �315，800 �317．800 �166，800 � �42，000 6 �H86ND2 �199800 �214800 �222800 �262800 �332800 �362800 �362800 �317，800 �244，800 �167，800 � �56，000 

7 �H87ND2 �204．800 �227．800 �247．800 �279，800 �343．800 �374．800 �379．800 �319．800 �253．800 �187．800 �－ �70，000 

部屋指定なし �5 �H85ND3 �209800 �219800 �226800 �282800 �332，800 �372，800 �372．800 �335．800 �337，800 �186，800 � �78，000 6 �H86ND3 �217800 �236800 �246800 �287，800 �357．800 �387．800 �387，800 �355，800 �282，800 �197，800 �－ �104，000 

7 �H87ND3 �232．800 �255．800 �275．800 �307．800 �371．800 �402．800 �407．800 �347．800 �289．800 �219．800 � �130，000 

シェラトン・プリンセス・ 　カイウラ二 �部屋指定なし �5 �H85NXl �199800 �209800 �226800 �289800 �339，800 �379，800 �379，800 �342，800 �344．800 �190．800 �－3，000 �81，000 6 �H86NXl �219800 �238800 �248800 �289800 �369，800 �389，800 �389，800 �355，800 �28乙800 �199，800 �－4．000 �108，000 

7 �H87NXl �233．800 �259．800 �279．800 �311．800 �375．800 �406．800 �411．800 �351．800 �291．800 �223．800 �－5，000 �135，000 

＝呈1ベッドルーム 　スイート （眺望指定なし／3名1室利用） �5 �H85NEl �224800 �234800 �249800 �299800 �346，800 �386，800 �386，800 �349，800 �351．800 �197．800 � �－ 
6 �H86NE1 �239800 �249800 �262800 �294800 �362800 �392，800 �392．800 �354．800 �273．800 �209．800 � �－ 

7 �H87NEl �254．800 �271．800 �284．800 �309．800 �379．800 �411．800 �416．800 �350．800 �293．800 �229．800 � �－ 

アウトリガ．一・・リーフ・ オン・ザ・ビーチ �部屋指定なし �5 �H85N01 �239800 �249800 �261800 �306800 �353800 �393．800 �393，800 �356，800 �358．800 �198．800 � �87，000 

6 �H86NOl �262800 �269800 �283800 �314800 �378．800 �404．800 �410，800 �362．800 �283，800 �209，800 � �116，000 

7 �H87N01 �272800 �289800 �304800 �332800 �392．800 �426．800 �429，800 �361．800 �315，800 �249，800 � �145，000 

オーシャンビュー �5 �H85NO2 �254800 �264800 �276800 �322800 �369．800 �409．800 �409．800 �370．800 �374．800 �217．800 �－3，000 �111，000 6 �H86NO2 �279800 �289800 �304800 �339800 �399，800 �428，800 �430，800 �388，800 �316，800 �249，800 �－4，000 �148，000 

7 �H87N02 �297．800 �317．800 �334．800 �36乙800 �422．800 �456．800 �459．800 �389．800 �339．800 �277．800 �－5，000 �185，000 

ワイキキビーチ・ マリオット リゾート＆スパ �部屋指定なし �5 �H85Nl1 �228800 �238800 �257800 �272800 �324．800 �364．800 �369，800 �338．800 �339，800 �185，800 � �78，000 

6 �H86N11 �242800 �252800 �269800 �299800 �359，800 �389，800 �384，800 �349，800 �274．800 �199．800 � �104，000 

7 �H87N11 �259800 �269800 �284800 �329800 �379，800 �421，800 �414，800 �347．800 �282．800 �219．800 � �130，000 

5 �H85NI2 �233800 �243800 �262800 �277800 �329，800 �369，800 �374，800 �339，800 �344．800 �190，800 �－3，000 �84，000 

6 �H86Nt2 �247800 �25780・0 �279800 �309800 �364．800 �399．800 �394．800 �352．800 �274，800 �199，800 �－4，000 �112，000 

7 �H87N12 �264，800 �274．800 �289，800 �334，800 �384，800 �426，800 �419．800 �352．800 �297，800 �226，800 �－5，000 �140，000 

ダイヤモンドヘッド オーシャンビュー �5 �H85N13 �238800 �248800 �267800 �282800 �334．800 �374，800 �379，800 �344．800 �349，800 �195，800 �－3，000 �87，000 
6 �H86N13 �252，800 �262．800 �284．800 �314．800 �369，800 �404，800 �399．800 �357．800 �279．800 �204，800 �－4，000 �116，000 

7 �H87NI3 �269．800 �279，800 �294，800 �339，800 �389，800 �431，800 �424，800 �357．800 �302，800 �231，800 �－5，000 �145，000 

⑳慧漂 �5 �H85伸4 �258，800 �268，800 �287，800 �302，800 �354，800 �394，800 �399，800 �369，800 �369，800 �215，800 �－3，800 �117，080 6 �H86N14 �282，800 �292，800 �314．800 �344．800 �399，800 �434，800 �429，800 �387，800 �309，800 �234，800 �－4，000 �156，000 

7 �H87Nt4 �304，800 �314，800 �329，800 �374，800 �424，800 �466，800 �459，800 �392．800 �337，800 �266．800 �－5，000 �195，000 

ハイアットリージェンシー ワイキキ・リゾート＆スパ �部屋指定なし �5 �H85NYl �1　80 � �5 � �．0 �4，0 �4，00 �，0 �3　7， �2　。 � �102，000 

6 �H86NYl �239800 �254800 �274800 �319800 �394．800 �423，800 �425，800 �379，800 �299，800 �239．800 � �136，000 

7 �H87NYl �254．800 �279．800 �304，800 �344，800 �412，800 �446，800 �451．800 �378．800 �327，800 �268．800 � �170，000 

15陪以上 デラックスオーシャン �5 �H85NY2 �238800 �248800 �267800 �282800 �344，800 �384．00 �379．800 �359，800 �349，800 �205，800 �－3，000 �81，000 
6 �H86NY2 �254，800 �264，800 �279，800 �312，800 �394，800 �424，800 �42乳800 �374，800 �299，800 �224，800 �－4，000 �108，000 

7 �H87NY2 �274．800 �284，800 �299．800 �359，800 �410．800 �439．800 �444，800 �377，800 �319，800 �239．800 �－5，000 �135，M 

ヒルトン・ ハワイアンビレッジ リゾート＆スバ �部屋指定なし �5 �H85NGl �21　800 �2　　00 �5　　0 �0 �2，00 �4　2，0 �4　2，0 �5，00 �7，00 �17．00 � �93，000 

6 �H86NGl �237800 �252800 �273800 �318800 �394800 �429，800 �429，800 �369．800 �296，800 �215，800 � �124，000 

7 �H87NGl �259．800 �284，800 �302，800 �340，800 �411．800 �446，800 �451，800 �371，800 �309，800 �229．800 � �155，000 

レインボータワー オーシャンビュー �5 �H85NG2 �245800 �255800 �279800 �329800 �389，800 �429，800 �429，800 �389，800 �394，800 �224，800 �－3，000 �144，M 
6 �H86NG2 �273800 �291800 �309800 �362800 �420，800 �455，800 �460，800 �403．800 �327，800 �248．800 �－4，000 �192，000 

7 �H87NG2 �304．800 �327，800 �349，800 �391．800 �454．800 �493．800 �491．800 �418，800 �353，800 �279．800 �－5，008 �240，000 

シェラトン・ワイキキ �部屋指定なし �5 �H85NJl � � � � � �一　●　；●● � � � � � �129，000 

6 �H86NJl �249800 �269800 �292800 �339800 �415，800 �443，800 �448，800 �393，800 �316，800 �239，800 � �172．000 

7 �H87NJl �276．800 �299，800 �325，800 �366，800 �439．800 �474，800 �472，800 �398．800 �339，800 �269，800 � �215，000 

オーシャンフロント �5 �H85NJ2 �261，800 �271，800 �297，800 �349，800 �409，800 �449．800 �449．800 �408，800 �414，800 �245，800 �－3，000 �159，∞0 6 �H86NJ2 �289800 �309800 �329800 �374800 �442，800 �469，800 �474，800 �423，800 �343．800 �259，800 �－4，000 �212，000 

7 �H87NJ2 �317，800 �339．800 �359，800 �409，800 �475．800 �511，800 �509，800 �429．800 �372．800 �293，800 �－5，000 �265，000 

モアナサーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ �部屋指定なし �5 �H85NNl � �4 �71 � �；●；●● �4， �4　． � � �；●● �－ �138，000 

6 �H86NNl �254800 �274800 �304800 �354800 �422，800 �449，800 �454，800 �399，800 �326，800 �246，800 � �184，000 

7 �H87NNl �279．800 �309．800 �324，800 �384．800 �456，800 �489，800 �484．800 �406．800 �346．800 �269．800 � �230，000 

ダイヤモンドヘッドタワー �5 �H85NN2 �273，800 �283，800 �312，800 �364，800 �444，800 �484．800 �484，800 �449，800 �449，800 �280，800 �－3，000 �213，000 
6 �H86NN2 �304800 �329800 �361800 �419800 �494，800 �524，800 �529．800 �474．800 �379，800 �299．800 �－4，000 �284，000 

7 �H87NN2 �347．800 �384，800 �399，800 �469，800 �556，800 �579．800 �569，800 �489，800 �419，800 �334，800 �－5，000 �355，800 

衰い藩，ども特別代金（2～11才／注朝食はつきませ ��ん） � �164800 �174800 �184800 �209800　269800 ��274，800 �274，800 �269，800 �234．800149．800 �� �－ 跡目′1宇目＿・ ，ども代金割引執牒い窪ことも代金適用外の金子 ��様／2～ �11才） �20，000円引き ����������大人と同額 �－ 

幼児旅行代金（2才未満／航空座席ベッドを利用しなし ��、場合 �） �35．000円 ����������－．lll．lll．一・・．‘ � L　　T � �かい寝 0円） �）の2～11才 、福岡空港施 �のお子様に適用されます。客室内の備品（タオルなど）のご用意はありません◇また1部屋には大人から幼児まで最大4名様まで入室可能です。 設使用料（大人945円／ことも472円）は含まれており空走ん。日本出発前にお申込店にてお支払いください。上記旅行代金には燃油サーチャージが含まれております0 ���������� � 

※延泊代金は2名1室利用の場合のお1人様代金です。お1人部屋利用の場合は倍額となります。
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18世紀にハワイ諸島を統一したカメハメハ王朝の時代に拠点とされた

渓谷の島「マウイ島」。中心地ラハイナはホノルルの前の首都でした。

ハレアカラ山を中心とした広大な国立公園と、イアオ渓谷、

白い砂浜の海岸など、ダイナミックな自然美を堪能することができます。

」－ふ脚や′－、■　一一■■－

責競詳

細

マウイ島
マウイ島

震三三き彗毒iiiL
＿－　　　〉　一一　一＼－■・■、“■－、　　一・・

＆オアフ島
▼　■■■－ 

5 日間 �6 日間 �スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　廷泊矧附 

1 �1 �ハワイアン航空利用【福岡剰　　　‾‾‾丁‾【「【‾‾　　　「　　　宗旨 

21：00（予定）福岡妙ホノルルへ0…日付変更線通過＞・……………州岬印廻 

9：45－10：40（予定）ホノルル着、係員の出迎え後、国内線乗り継ぎ 

ホノルル発ケカフルイ（マウイ島）へ。 

係員の出迎え後、ホテルへお送り致します。 

ホテル着後、薗由行数　　　　　　　◎　／／〆一、、 

フリーコlス � � 

響据勘錘働 マウイ島泊固□□ � � � 

マウイ島泊認□□ �Jfミミ等′rJ＿・㍗㍗隼∴すげ弓莞・賢さノ マウイ島泊画ロロ �夕食ホテル内またはローカルレストランにて 　　マウイ島泊画□田 

2 �2 �終日　麿儲汚餞 �終日　自由行動 �終日　自由行動 �朝食　ホテルにて 
オプショナルツアーも �オプショナルツアーも �オプショナルツアーも �終日マウイ島1日観光 　※詳細は6ページをご覧下さい。 

用意しております。 �用意しております。 �用意しております。 

マウイ島泊□□□ �マウイ島泊□□□ �マウイ島泊口□□ �マウイ島泊囲間口 

3 �3 �終日　包由行動 �終］顔由汚掬 � �朝食　ホテルにて 

午前～午後ホテルから空港へ 
カフルイ発ケホノルルへ。 

ホノルル着。係員がお出迎え致します。 

空；巷からハッピーツアーアロハラウンジへ 

■　－　′・隻払∫　▲ � �お送り致します。 

打越ご或汐 マウイ鳥泊□□□ �　一　一 マウイ島泊□□□ �午後自由行動 ホノルル泊□□□ �夕食トップオブワイキキにて 　　ホノルル泊国口Ⅲ 

4 � �午前ヰ緩ホテルから空港へ �終日　自由行動 �朝食　ホテルにて 

カフルイ発ケ ホノルルへ。 ホノルル着。係員が �オプショナルツアーも 用意しております。 �終日オアフ島 　ホロホロ1日観光（注1） 

お出迎え致します。 �、　r一旬A � 

空港からハッピーツアーアロハ �、＿▲′三上遮遜 � 

ラウンジへお送り致します �l・ン・、　　　　・■ � 

午後自由行動 �1■『雲霞■■r � 

ホノルル泊口□□ �ホノルル泊□ロロ �ホノルル泊宮口□ 

4 �5 �午前ホテルから空港へ カフルイ発ケ ホノルルへ。 � � �朝食　ホテルにて 

午前　ホテルから空港までお送り致します。 

13：00～13：50（予定） �13：00～13：50（予定）ホノルル発ケ帰国の遠へ。 

ホノルル発ケ掃寅の遠へ。 機中泊口囲□ �機中泊□画□事　機中泊口唇□　　　　　機中泊画画□ 

5 �6 �17：55～19：∞（予定）福岡着。解散。 

■涛乗員／同行しませんが、現地係員がお世話いたします。　■日本発着時利用航空会ネ土／ハワイアン航空
■最少催行人員／2名　■食事／〈フリーコース〉なし〈観光付コース〉朝食4回、昼食1回、夕食2回
※ウェステイン（月・火曜ご宿泊）、ロイヤルラハイナ、クランドウイレア、マケナビーチ、ワイレアマリオットご宿泊の場合は、ローカルレストランでの夕食になります。
レストランまではご自身で移動してください。　完上記の日程は現地率偶により入れ替えになる塙合がございます。その場合は出発前にご案内致します。
猥空港～ホテル間の送迎、観光等で他のツアーのお客様とご一緒になる場合があります。

3（注1）「オアフ島ホロホロ1日観光」は日曜日が休みとなります。その場合は、「オアブ島周遊ツアー」をご案内いたします。追加代金はかかりません。

ハッピーツアー
アロハラウンジ
日本語を話すスタッフが滞在中、しっかけポート。
オプショナルツアーなどお気軽にご相談ください。

●ザ・ウェステイン・マウイ・リゾート＆スパ

オーシャンタワー1階

（1400－1700）

※昼食時問などスタッフが不在になる場合があります。

－．：…癒さ顎扇
主要ポイントをめぐる便利なシャトルです。運行時刻（予定）16：30～21：15
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