
ロミロミ、

カパイ・マッサージ、

リフレクソロジー等、
約150種類のスパ・
セラピーで究極の
リラクゼーションを！

豊富なトロピカルフレーバーから

お選びいただけます。
′　■　■　■　■　－

∴膏甘－1、二

レストラン「マカヒキ」キャラクター・プレツクフアスト（イメージ）

“マカヒキ‖－パウンティ・オブ・アイランド

朝食では、ディズニー・キャラクターたちと触れ合いながら、ファミリー
向けの朝食メニューが並ぶビュッフェをお楽しみいただけます。
※キャラクター・プレツク・フアストは、火、水、木、金、士、日曜に限ります。

（変更になる場合もあります。）
※キャラクターに会えるのは朝食時のみとなります。

レストラン「マカヒキ」（イメージ）

【D片帆】

●アウラ二・ディズニー・リゾート＆スパ内

●営業時間／（朝食）700－1100（ランチ）1230～15●00（夕食）17●00～21．30

【レストランリスト】

●アマアマ（ハワイ料理）●マカヒキ（パップ工またはアラカルト）
●オフザ・フック（ピーチサイド・ラウンジ）

客室一例

●オレロ・ルーム（パー＆ラウンジ）

※トリプルはお受けできません。

オハナ・ディズ二二皿
ムービーナイト

星空の下、ファミリー向け

ディズニー映画をお楽しみ
ください。

（英語のみとなります。）イメージ

Asto Disneyphotos，Jogos，PrOPerties：⑥Disney12



5 日間 �6 日間 �7 冒間 1 �スケジュ‾ル　　　l頚溺函憩コ川 

1 �1 ��矛動夕飯藍猥約8証疇‡　　　　　　　声も・・　　　三む1品膳 

禦誓禦普（讐才一禦攣サホイル倫変更線通過．．　　　ロ日野 
8：25～10：45（予定）ホノルル鷺、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。 
※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。）ホノルル泊画□□ 

2 �∃2 i 4 �2 i 5 �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 ���ホノルル泊□□□ 

4 �5 �6 �午前　　空港へ。 
11：40～13：30（予定）ホノルル発ケ帰国の遠へ。　　　　　　　機中泊□画□ 
・日付変更線通過・。 17：55～18：25（予定）福岡着。解散。 

5 �6 �7 

■添乗員／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社／デルタ航空

■最少催行人数／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l

■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。
デ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。

写嘉捷供ハワイ州政府≠光局（イメージ）

■ホテルクラスリスト
猥下記のいずれかとかはす。ホテルの指定はお受けできません。

喜子シャワーのみのお部屋となる場合がございます。

●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・パイ・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・ウェーブ

●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・ビーチホテル

●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・ワイキキり†二アン

●ハイアットプレイス

デルタ杭空利用 ��くハ �ワ �紺呂感訴語喜義崇 ��宴猿義塾此取扱純金武重讃クミ＝■夢象系后鯛克典釦炎・〆ご単座嘲 ���������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 �1訂26 �12／27 �12／28 �12／29 �12／30 �■‡惚趣‘tl �■■ �1′2 

スタンダードクラス �部屋指定なし �5 �H95日〕1 ��214，800 �216，800 �219，800 �251，800 �319，800 �349，800 �349．800 �316．800 �309．800 �169．800 �－ �39，000 6 �H961Dl ��224，800 �219．800 �229．800 �266，800 �349，800 �359，800 �359，800 �323，800 �244，800 �164．800 �－ �52，000 

7 �H97lDl ��229，800 �229．800 �234．800 �274，800 �35乙800 �369，800 �369，800 �316，800 �239．800 �173．800 �－ �65，000 

ミラマ一・アットワイキキ �部屋指定なし �5 �H95lD2 ��217．800 �217，800 �220，800 �254，800 �324，800 �352，800 �352，800 �319，800 �312，800 �169，800 �－ �42，000 6 �H961D2 ��224．800 �219，800 �232．800 �269．800 �352，800 �362，800 �362，800 �326，800 �247，800 �167．800 �ー �56，000 

7 �H971D2 ��229．800 �229，800 �234．800 �277．800 �355．800 �37乙800 �372，800 �319，800 �242．800 �174，800 �ー �70，000 

部屋指定なし �5 �H95日〕3 ��232，800 �232，800 �239．800 �274，800 �349，800 �374，800 �374，800 �339．800 �329．800 �189，800 �－ �78，000 6 �H9引D3 ��249，800 �244．800 �257．800 �294，800 �369，800 �387，800 �387．800 �351．800 �272，800 �192．800 �－ �104，000 

7 �H971D3 ��264．800 �264．800 �279，800 �314．800 �389．800 �409．800 �409．800 �351．800 �274．800 �207．800 �－ �130，000 

シ工ラトン・プリンセス・ 　カイウラ二 �部屋指定なし �5 �H951Xl ��222，800 �222．800 �229，800 �276，800 �352．800 �377．800 �377，800 �342，800 �329，800 �192，800 �－3，001） �81，000 
6 �H961×1 ��231．800 �239，800 �259，800 �299．800 �369，800 �394，800 �394，800 �351，800 �274，800 �194，800 �－4，000 �108，000 

7 �H971×1 ��249．800 �259．800 �279．800 �319．800 �389，800 �417．800 �417．800 �352．800 �276．800 �212．800 �－5，000 �135，000 

エンバシー・スイーツー ワイキキ・ビーチ・ウォーク �＝ユ；主1ベッドルーム 　スイート （眺望指定なし／3名1空利用） �5 �H95lE1 ��239．800 �239，800 �246．800 �280，800 �356．800 �381．800 �381，800 �334．800 �329，800 �192．800 �－ �－ 
6 �H96lEl ��254．800 �251．800 �261，800 �299，800 �369，800 �397．800 �397，800 �35乙800 �274．800 �197．800 �－ �－ 

7 �H9刀El ��269．800 �269．800 �282．800 �319．800 �379．800 �419．800 �419．800 �356．800 �279．800 �215．800 �－ �－ 

アウトリガー・リーフ・ �部屋指定なし �5 �H95101 ��254，800 �254，800 �261．800 �284，800 �359，800 �384．800 �384．800 �337，800 �332．800 �204．800 �－ �87，000 

6 �H96101 ��277．800 �271，800 �279，800 �315．800 �379，800 �409，800 �409，800 �363，800 �289．800 �213，800 �－ �116，000 

7 �H97101 ��292．800 �294，800 �299，800 �334，800 �398．800 �434，800 �434．800 �371．800 �297．800 �234．800 �－ �145，000 

オーシャンビュー �5 �H95102 ��269，800 �269．800 �276，800 �299，800 �374，800 �399，800 �399，800 �352．800 �347，800 �219．800 �－3，000 �111，000 6 �Hg6102 ��297，800 �293，800 �299，800 �335，800 �399，800 �429，800 �429，800 �383，800 �309，800 �236，800 �－4，000 �148，000 

7 �H97tO2 ��32乙800 �324．800 �329，800 �364，800 �426．800 �461．800 �461．800 �399．800 �329．800 �264．800 �－5．000 �185，000 

ワイキキビーチ・ マリオット・ リゾート＆スバ �部屋指定なし �5 �H95111 ��239，800 �239．800 �251，800 �279，800 �354，800 �379．800 �379．800 �332，800 �322．800 �189，800 �～ �78，000 

6 �H96椚 ��259，800 �258．800 �269，800 �305，800 �369，800 �399，800 �399，800 �354．800 �276．800 �197，800 �－ �104，000 

7 �H97日1 ��275，800 �277，800 �289，800 �323，800 �384，800 �419．800 �419，800 �356，800 �286．800 �209．800 �－ �130，000 

オーシャンビュー �5 �H95日2 ��244，800 �244，800 �256，800 �284，800 �359．800 �384．800 �384，800 �337，800 �327，800 �191，80。 �－3，000 �84，00（） 6 �H96日2 ��264，800 �263，800 �276，800 �312．800 �373．800 �405，800 �405，800 �359，800 �27乳800 �197，800 �－4，000 �112，000 

7 �H97112 ��279，800 �282，800 �294．800 �329．800 �392，800 �426，800 �426，800 �359．800 �289，800 �211．800 �－5，000 �140，000 

ダイヤモンドヘッド オーシャンビュー �5 �H95113 ��245．800 �245，800 �257，800 �289，800 �364．800 �389，800 �389，800 �339，800 �329，800 �193，800 �－3，000 �87，000 
6 �H96113 ��264．800 �266，800 �279，800 �315．800 �379．800 �409，800 �409．800 �362，800 �28乙800 �199，800 �－4，000 �116，000 

7 �H97113 ��283，800 �284．800 �299，800 �334，800 �397．800 �431，800 �431，800 �361，800 �291，800 �216，800 �－5，000 �145，000 

⑳是認 �5 �H95114 ��267，800 �267，800 �274．800 �306，800 �381．800 �409，800 �409，800 �356，800 �349，800 �217，800 �－3，000 �117，000 6 �H96日4 ��295，800 �296，800 �309，800 �345，800 �411，800 �439，800 �439．800 �392，800 �312，800 �229，800 �14十000 �156，000 

7 �H97日4 ��321，800 �322，800 �334，800 �369，800 �432，800 �466，800 �466，800 �394．800 �324，800 �251，800 �－5，000 �195，000 

ワイキキ・リゾート＆スパ �部屋指定なし �5 �H951Yl ��237，800 �237，800 �249，800 �291，800 �371．800 �399，800 �399，800 �346，800 �344，800 �217．800 �≠ �102，000 

6 �H961Yl ��252，800 �256，800 �279，800 �325，800 �391，800 �421．800 �421，800 �374，800 �297，800 �229，800 �¶ �136，000 

7 �H971Yl ��276，800 �282，800 �304，800 �349，800 �414．800 �449，800 �449．800 �384，800 �312，800 �253．800 �－ �170，000 

15階以上 デラックスオーシャン �5 �H951Y2 ��249，800 �249．800 �258，800 �300，800 �380，800 �408，800 �408，800 �349，800 �347，800 �219．800 �－3，000 �81，000 
6 �H961Y2 ��269，800 �268．800 �289，800 �325，800 �391，800 �421，80・0 �421，800 �374，800 �297，800 �219，800 �－4，000 �108．008 

7 �H971Y2 ��285．800 �285，800 �306，800 �354，800 �424，800 �459，800 �459．800 �394，800 �322，800 �238，800 �－5．000 �135，000 

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 �H9引Gl ��234．800 �234，800 �243，800 �280．800 �360，800 �389，800 �389．800 �339，800 �334，800 �206．800 �－ �93，000 
6 �H96lGl ��252．800 �253，800 �274．800 �310．800 �379，800 �409．800 �409，800 �361，800 �287．800 �204，800 �－ �124，000 

7 �H971Gl ��272．800 �276，800 �294．800 �334，800 �404，800 �439，800 �439．800 �371，800 �299．800 �223，800 �－ �155，000 

オーシャンビュー �5 �H95IG2 ��264．800 �264，800 �273，800 �315，800 �395，800 �424，800 �424，800 �375．800 �364，800 �236，800 �－3，800 �144，0∝l 6 �H96lG2 ��287，800 �292，800 �314，800 �355，800 �424，80・0 �454，800 �454，800 �406，800 �329，800 �241，800 �－4，000 �192，000 

7 �H971G2 ��322，800 �326，800 �344，800 �389，800 �459．800 �496，800 �496．800 �419，800 �349，800 �265，800 �－5，000 �240，000 

部屋指定なし �5 �H951Jl ��244，800 �244，800 �259，800 �296．800 �384，800 �409，800 �409，800 �365，800 �356，800 �226，800 �－ �129，000 6 �H961Jl ��265．800 �272，800 �294．800 �339，800 �412，800 �444，800 �444．800 �392，800 �316，800 �234，800 �－ �172，000 

7 �H971」1 ��289，800 �301，800 �319，800 �369，800 �441，800 �477，800 �477，800 �399，800 �329，800 �258．800 �－ �215，000 

オーシャンフロント �5 �H9引」2 ��274，800 �274，800 �289．800 �326，800 �414，800 �439，800 �439，800 �390，800 �381，800 �251，800 �－3，000 �159，000 6 �H961J2 ��304，800 �309，800 �329，800 �372，800 �442，800 �475，800 �475，800 �422，800 �341，800 �256，800 �－4，∞・0 �212，000 

7 �H97】J2 ��339，800 �351，800 �369，800 �414，800 �486，800 �517，800 �517，800 �439，800 �364，800 �283．800 �－5，000 �265，000 

モアナサーフライダー ウェステイン リゾート＆スパ �部屋指定なし �5 �H9引Nl ��249，800 �249，800 �264，800 �301，800 �394．800 �419．800 �419，800 �373，800 �364，800 �234，800 �－ �138，000 

6 �H9引Nl ��269，800 �279．800 �304，800 �342．800 �421．800 �450，800 �450，800 �402．800 �319，800 �234，800 �～ �184，000 

7 �H97削1 ��299，800 �311．800 �329，800 �374，800 �456．800 �487，800 �487，800 �409，800 �334，800 �258，800 �－ �230，000 

ダイヤモンドヘッドタワー オーシャンフロント �5 �H951N2 ��286，800 �286，800 �301，800 �361，800 �454，800 �479，800 �479，800 �428，800 �419，800 �289，800 �－3，000 �213，000 
6 �H96lN2 ��319，800 �329，800 �359．800 �399，800 �499，800 �519，800 �519，800 �472，800 �379，800 �291，800 �－4，000 �284，000 

7 �H971N2 ��371，800 �386，800 �419，800 �464，800 �546，800 �577，800 �577，800 �484，800 �409，800 �329，800 �－5，000 �355，000 

漬い確こども特別代金（2～11才／注朝食はつきません） �����169，800 �174，800 �174，800 �209，800 �262，800 �281，800 �281，800 �25乳800 �209，800 �139，800 �－ �一 

こども代金割引観（軌、擢こども代金適用外のお子様／2～11才） �����20，000朋1書 ����������大人と同較 �ー 

幼児旅行代金（2才未満／航空座席、ベッドを利用しない場合） �����35，000円 ����������ー �－ 

★添い寝こども特別代金＝大人2名以上と同室でヘッド不要（頭し、謀）の2～11才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名機まで入室可能です。

13※旅行代金には米国空港削（大人ことも6囲円／幼児5御円）、福岡空港施設使用料（大人945円／こども472円）は含まれて別ません0紬出発前に紳込店にてお支払いください0上記旅行代金には餌サーチャージが含まれて別抒0



1虚は登ってみたいダイ

ヤモンドヘッド。鼠桟の帽
段を除けば比較的なだら
かな道です。ふもとから頂
上までは約30分ほど。上
から舶3600の矧隼雪
必見です。

●大人25ドル
子供18ドル

■土曜および
12／8を除く毎日実施

（5：30頃出発）

■所要約3時間

■食事なし
■豊山証明書、入場料、水1本
■運行事業者：トランス・クオリティー・インク

カネオへ沼に出没するエメ
ラルドグリーンの海水に麗ま
れたサンドパーへ】埼ガメの
栗に行くので、遭遇宰90％以

義認掛鮒
サラダなどになります。

■大人99ドル

子供約ドル農認諾詣雷で

ゆつく弘▲＿

午後の8BQツアー11：30頃－■所要約5時間

船の上でのBBQが人気です。■昼食何

十大人105ドル　　　　■運行事業者：

子供95ドル　　　　　キャプテンブルース
※日・祝日休み

海上を水しぶきをあげて疾
走する快感が味わえるジェッ

トスキー。また、烏の気分で
空中蓮禄を楽しめるパラセ
イリング。どちらも一圧佑
屈するとやみつきに在ります。

■108ドル

■土・日・現地祝祭日を隙く

毎日実施（7：45頃出発）
■所要約5時間　　　　　L仙▲血仙川ぷふ〈～一二二三三二

■昼食付き　■1名から実施　■日本語の説明付き
■送迎付き　■運行事業者：シーブリーズ
※11歳以下の方、妊娠中の方はご参加いただけませ
ん。※ジェットスキー参加の15歳以下の方は、大人の

同行者が必要となります。※パラセイリンクでは
27kg以下の方はご参加いただけません。

※水着、タオルなどをご持参下さい。

オプショナルツア叫お申込みのご注■

オアフ亡は渇岸の美しい日
揮の中で、陸・河の様々なア
クティビティが楽しめます。
「ジュラシックパーク」「ゴ
ジラ」の左ヨS三ロケ地をめぐ
るバスツアーもあり。

1日コース晃欄日まで遷腰可鑓

■大人156ドル子供93ドル

半日コース済2見目まで濃択可蔑

■大人114ドル子供72ドル

■現地祝祭日および　　　○京島（10歳・14庇m以上）

1調を除く毎日実施　讐豊艶認諾地

■所軍‡豊訝　書芸；完芸‾パスツア‾

■昼食付
1運行事業者：クアロアランチ＆アクティビティ

イルカの閃ビレにつかまって
一緒に酎プます。イルカにサ

インを還ってコミュニケーシ
ョンをとったり、翌らしいイ
ルカとのキスも崇しめます。

■大人194ドル子供194ドル

（ライダー付き添い追加代金：
大人52ドル子供42ドル）

■毎日実施
（8：45頃／11：45頃出発）

■所要約6時間

■運行事業者：シーライフパーク

※水着とタオルをご持参下さい。※子供の年齢は
8－12歳となります。※お子様1名に、18歳以上
の大人1名の参加が必要です。※13～17歳の方が1

名で参加する場合は保護者の同意書が必要となり
ます。※健康状態のすくれない方はご遠慮下さい。

シーライフ・ハークてイル
カの迫力あるショーをご）
鑑昌後、最近の人気スポット、■
カイルアヘご案内。
●カイルア・タウン散藁　‡

（Aコース）
●カイルアピーチとウルポ・－
ヘイアウ（Bコース）　津

をご適訳下さい。

●大人75ドル
子供69ドル

■12／8を除く

毎日実施（12：00頃出発）

■所要約4．5時間
■昼食付
■14名標から実施
■連行事業者：ツアー・ショップ
※土・日・祝日はAコースのみの選択となります。

ワイキキの唱喋を離れたウ
エストオアフの海でイルカ

やウミガメなどの海洋宝物
をウオッチング。

■諾㍑レ　「

．，2′25、1′1休みを隙く豪宗挙

：≡蓋喜詰問　転誉〝㌦適
■運行事業者：
パラダイスクルーズ
※イルカが見られなかった唱合、
乗料乗船券（送迎と食事は別料金）をプレゼント

ワイキキ・ビーチやサンセ
ットを沼躍できる大人気の
レストラン。ステーキをは
じめ、魚、チキンなどからお
好きな良材をご自分でグリ
ルして召し上がれます。
サラダバーも充実。

■大人80ドル
子供62ドル

■毎日実施（17：20頃出発）

■所要約3時間
■夕食付

■2名様から実施
■運行事業者：CECエンタープライズインク
※夜景観賞の場所は天候や通路■Mにより変更となる

場合があります。

●日本お申し込みの坤台※ご出発前にお申込みの店謡へ日本円（当村頗算レートを迅用＝約110円）でお支払いください。宗示の〕Sドルに‖0円をかけて、100円未満を切り上げた会話となります。※オプショナルツアーを出発日の10日前を
切ってから日本でお申し込みの場合、緊急手配料として1件につき1．000円を申し受けます。（手配料の返宗はありません。）●現地にてお申込みの場合、代金は現地にてお支払いください。原則としてUSドル払いですが一帯のクレジツ

トカードをお使いいただけますUCaⅥSA・旭貯陀R）。料金にはワイキキ地区からの往凛の交朋（一審コースを除きます）、チップ、入外科、陀された食事代が含まれています。臥こども代金は闇以上12慮未満の方に適用されます。ことも代貪力筍載されていないツアーは、こどもは参加できません。●

侶格内容は2013年7別5日現在有効のものです。現地酬岩により変更となる場合がありますので、佗構内軌こついては予約脂にご確認下さい。祝幾日、天候、その他現地事情で料金、突指日、内宮、スケジュール、所榊などが予告なしに変更されたリツアーを中止する増合があります。●乗り物などにおい
て、憎のツアーのお喜憎と同一行動とな。ます。交棚は特臥外、脚としてパスを利用します0●書州行人舶矧こ昭のないものは2名ですol峠収際。乱用合・柑科が踵となることがあ。ます。（マウ伯ハワ伯カウアイ削くりは削旧の3日闘、ら100‰（その他の掲載ツアーは前14
日午前11時以ほは柑0％））●掲熱のオプショナルツアーは苔コース馳即）運行事業者がハワイ州の法に稚して菓施するものであり、当社の旅行条件は適応されませんっ危舞を伴うアクティビティを希望される方は、日本出発前に海外紺硝危農スポーツ糊付に、ご各自でご加入ください。



i運転㌫ここ＼

り屯ピーツアーは
早めのお申し込みが

断然お符丁

ご出発の50日前までご予約完了なら、
基串代金より（大人・子供劇偏子供対象）

5．000円引き！！
●12／24～1／3出発は除きます。●幼児は対象外です。●旅行開始の前日から担算してさかのぼり50日

前までにすべての手配が完了している場合に限りご利用頂けます。その後の氏名変更、コース変更、日数その
他の変更が発生する場合は早期割引対象外となります。※他の割引特典との併用はできません。

ハネムーンでご利用の場合、

㊨5．⑳⑳⑳円引き‖
●12／24～1／3出発は除きます。
※予約時にお申し出下さい。※他の割引特典と
の併用はできません。

■ホテルとお墓tについて

●ご利用人望について

原則として2人部屋を2名様でこ利用いただきます卜儲コースを磨く）。他の方との相芯屋はお

受けできません講茄匿をお1人でご利用される方は、お1人蕾屋追加代金が必要となります。

●3名位で1罰竪（トリプル）こ利用の場合

お2人日鼠こ簡易ベッドまたはソファーベッドを入れ、3名様でこ利用いただくため手城となります。

謀たこの議会、キングサイズまたはクイーンりイスのベッド1台と使易ベッド1台をご利用いただく場

合があ　ます。歴現ベッドの搬入鞘m沌耀くなることが一際的です。敵ホテルによっては葡貝ベ

ッドの蓑ホテルの事情及びホテルの嬬道上の豊艶で同一のお置屋を利用できないケースはお2人

田屋とお1人巨星の組み合わせとなり1人群星遺方口代金わ1必至となります。

グループこ寮辰参加で2欝堅以上をこ利用いただく場合爪テル側の事情により、お袈または近く

のお訂歴をご用棄できなし欄合があり京す凸

●ペッPいて
2人用のおだ里にはヘッドが2台の「ツインヘッドルーム」とキンクまたはクイーンワイスの大型ベッ

ド1台の「ダブルベッドルーム」の絹旗があます。できる繁り「ツインヘッドルーム」を2用意しま

すが、ホテルによっては、アメリカの石領によりかなりの富室が「ダブルベッドルーム」で占められて

いるため「ツインベッドルーム」の窪傍ができない域合力、あります。コネクティングルームコンド

ミニアム、スイートルームなどで【ま、人塾によっては簡易ヘッド（エキストラヘッドまたはソファーヘッ

ド）をこ利用いただく場合がおりますが利用人数と同数のベッドがご用農されるとは汲り吉せん挿

テルのお男屋により利用ベッド数に限駈即ます）。

●コネクテインクルームについて

通常コネクティングルームは「ツインベッドルーム」と「ダブルベッドルーム」の組み合わせになります。

離昭でお取りできない場合は速常のお芳崖をご用恵し貢す。

●筑望タイプについて

〈オーシャンフロント〉海辺に位運し、ほ和良の正面に海が貝えるお誕屋．

くオーシャンビュ▼〉バルコニーから否が見えるかその票屯を特色つけているお冠崖。

なお爪テルの立地状′兄軋巌年塾や巴国領杭の質化こ利用忘我など【こより、蒼の見える範囲に羞泉
があります。例えばオーシャンビューでも、バルコニーから読めた印、’ヤシの木や注初の改装’

などで眺望が多少遮られたりラクーンやハ「≠増しに満が見えることもあります。また、敷地が

広いためオーシャンビューでも海が近くに見えない場合や景鰯に建具かある場合があります。

〈パーシャルオーシャンビュー〉川レコニーから賓の一罪が見えるお茅屋。

〈ガーデンビュー〉バルコニーからホテルの庭が見えるお蕾崖。

〈マウンテンビュー〉バルコニーから山または丘が見えるお芳恩

〈誘屋指定なし〉経歴タイプ、騒乱お冠屈からの買盟の指定ができません。チェックイン矧こご利

用いただけるお霊屋が決定します諸潤としてオーシャンビューではありません。

●ホテル内での買矧こついて

ほとんどのホテルには監垣重と芸歴星があります（指定はお受けできません）。一般的に「宗姪ルー

ム」の占める芭冶粥≡矧こ高く、一缶ホテルでは、全車宗淫となります。崇窪ルームでの畏怪はホテ

ルより定温の罰金が調課される場合があります。

●ホテル駕芸について

ほとんどのホテルコンドミニアムのお臣量には、歯ブラシ、ゆかた、スリッパのご用敷きありません。

ハワイで使える 
携帯電話を無料貸出し 
●お申込み方法は、日程表と一緒にお送りします。 

ホクレアガイドブックでご確認ください。 
（お申込みは、日本出発5日前までにお願いします） 

●保険料、通話料はお客様ご負担となります。 

日本からお持ちいただくことをおすすめします。

●ホテルチェックインについて

ホテルチェックインの際、監房零属のご利用や、お冠屈での三二八一用として、国男クレジットカード

の控示、または現金でのデポジット（原語金招請訳される場合があります。これは旅行代金に含ま

れない個人的な駁定の促証としてカード明≡えをホテル凸、お頭か－りする色のです。

暮闇パスおよび欝動について

●出発／月匿任においては、臭翠便となり必ずLb最選の活詑背を選べない場合があります。また

記載の涯田地、重盗敗から他の場所に変更になる頃合があります。いずれの騙合も旅行代金の変更

はありません。また、荘転換完の遷延不通スケジュール変更纏路変更またホテル事情等により、

旅行日程宿泊試問か両用FIJの変更日門地滞在時記の短張および胡光監所の変更、祝祭などが

竺ずる場合もあります。この場合のt任は当社に照する　のでは酌ませんが当初スケジュール

に従った旅行ウービスわ・お受けになられるよう手配努力いたします。

脚について
利用座間まエコノミークラス席となります。日本一ハワイ乱れノルル～隠島問のフライトは全席宗

漂となっておりますのでこ注恵くださし㌔なおエコノミークラス床の窓側通路側のこ焉塁はお里【ブ

できませんのでご了承ください。

願望厳の座席配列や宝冠での個人チェックイン化に付人グループ、ファミリー、ハネムーナーカップルの万

でE屑り合わせになら机1喋釦1面ります。（遷都を挟んだ座席、前後の座席看たは那1た庄席など）。

■食事について

●ハワイ州の法律によりほとんどのレストランは荒淫となります（但し、一男の屋列レストラン屋外

スペースがあるレストランを詰きます。諸しくは現地にて苗レストランにこ許諾ください）。

●旅行代金には各コースことの日弓衣に呪示した食環の料金税ワービス料が含まれています．た

だしお客様が個人的に注文された飲食追加料理代及びそれに伴うチップまお客様払いとなります。

●農内良について

日本一ホノルル問においては通常夕食と軽金がでます。ク矧欄空襟裳陸の的憫閏後にサービ

スされます。出発便によっては夕良がかなり遅くなることがあります。

ホノルル一日本荘においては通常正金と範鮎丁でます。

●ヨ雷はホテルのメインタイニングや一札ノストランなどレストランによって男憎は上瀬、ネクタイ

の爵用を必要とする場合がありますのでお持ちになることをおすすめします。（Tシャツ、ジーンズ、

サンタルスニーカーなどでは入店を競られる場合があります。）

■アルコール厳科の覆供について

ハワイ州の法律により21鼠以上の方が対袋となります。2欄以上の方でも写奥付身分証明書（パ

スポート、運転免⊃‡書）の提示を求められる垣合がありますp

■賊について

●ハワイ州の法律によりホテルの富空（川レコニーを含む／嗅蔭室は除く）及び公共のスペースル

ストラン、バー、シヨツピンクセンター、空讃、公共交達観荒等）での禁煙が義薦付けられています白

帆について
睨浩にて現地係員が、炭行を円潤に突指するために、空港ホテルでの誘逓斡短、移凱観光、オプシ

ョナルツアー等のこ英内を行います。これらの業頚以外のスケジュール上の自由行監帝、ホテル蒲

在矧こ【ま係員【まおりませんが営業馬緊内はハッピーツアーのツアーラウンジツアーデスクにてこ相

ダイヤモンドヘッド、

土曜日¢KCCは行手引は13

苓すす鋸
レインボートロリー

「レインボートロリ

★観光スポットやショッピングスポットへも自由自在動レート

★ワイキキのご宿泊ホテルから停留所へのアクセス漬群！

「KCCファーマーズ・マーケット」摩通I

KCCエキスプレス
アラモアナ地区～ワイキキ地区の　完工て詣誌も覧謡等　■所要時間（行き）
移動に便利！遅くまで運行l　　　　　　　　　　　　　　　　　　し．．い一日rり「、一じ】

ヒルトン引ウイアン・ビレッジ・リゾート＆スハ莞

6：38／7：08
DFSギャラリア■ワイキキ発アラモアナルート　ダイヤモンドヘッドルート

：霊芝冨芸濃定誓2芸：霊芳冨芸濃若50分　霊葱宝器ンドヘルトを

レインボートロリーのご注貴

※日本語による観光ガイドはありません。※車種・ルート・運行時間　所要時間　停留所は現地事情などに
より予告なく変更となる土易合があります。※他のお客様とご一緒になる場合があります。

■車いすでのご参加について　一部リスト付きおよび車いすのお客様専用スぺ鵬スのあるトロリーが運行され

ています。当該トロリーの運行時間・詳しい乗車方法については現地にてご確認ください。

敗に応じます。なお、現捜係員は日不表を透しますが日本人とは周りません．　　　　　　　　　　尉三選箆設使用料、説既富立科）などの支払いが暴覿付けられております。
■t光オプショナルツアーについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●旅行代金には航空券発等釣に徴収することを象徴付けている国々の現地聖書税等ほ、含まれて

歴設の休館、その舵の現地事情や天候により観光璧師の変更また1才冥歴目白、変軍になる場合があり　　おりません右お申し込み白に旅行代意と合わせて日芯円でお支払いください。
ます。また、それにより自由行配繋繁などに影書の出る場合があり課すのでこ了承ください、　　　　●目茶円の空郡右横感は下記の票に定めるところによります。（2D13年7月13日現在のIATA公

■大聖手柄の持ち込みについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　示レ」、（BSR搾温用して書出されたものです。10円未満は削上仇）

●ワーフボード、ウインドワーフインボード、タイピンク岩lj、ゴルフパック等の大型宇召物をお持ちに　　●里沼諸税等の新設または祝辞が変更された場合および大絹な為替変動力、生じた場合、詳収顔わ、
なる策は航空会社により絶遠手荷物判会が凸、わ、る堀合や、お顔凸1りできない場合がこ乱1零す。ま　　変更になる等合があります。

星型は睾塁＝空聖璧墜準膨閏墜要な囁合がご乱はす。大型手布鞄をお持ち込みに　　く日本大人、（）内子供、幼児不肇：粗野大人、子供、幼児同■〉

望亮一ホテル間の遷盤困潤漣必要となります諸雛にてお支払いください。（2013年7月現在）

有料（圭こ六三三により異なる）

■遮加手配について
●お音標のご希望により缶櫻手記（レストランの予約エステやス几コンサート切符やスポーツ顎
戦チケット）をお受けします。この場合の旅行契約形繁はお音標とお申し込み販売店との俊の手配
艮朽雇的となり、当社はその販売店の手配代行看となります。当該手配の手取科については呂貯琵
店所定の取8円会（手配通信■を含む）がかわ、ります。
●ご希望どおり手配できない場合5菜常設技塾会（手巨ヨ帽章）加lひることがありますのでこ了承ください。
●パンフレットはの掴内情札について
●当パンフレット琵載の現地案内涌稲については塙に有効期限の断りがない取り、2013年7月
15日現在のものです。内岩は予告なしに変更になる場合があります。予めご了承ください。

●アクティビティおよびホテルのインフォメーションは憫領だ供のみを目的とし必ずしも当鋸で主従、輯圧
取り次ぎをするものではあ蟻せん。またホテル等疫供吉俄の打合により変更される唱合があります。
■榊取について（日柵お鍋）
●炭券（パスポート）〈ハワイ〉應国籍まで有効なもの。
●査証（ビザ）ビザ又【ま巨STA（電子査証）の取持があ要となります。これらの手続き等の代行につ
いては、臨法力、渡航手洗料金をいただいてお安【プいたします。

●日本瑠樽以外の方臥白正のⅧ事館、渡航先正のす事乱入耳管理事精戸酎こお
客様ご自身にてお問い合わせください。
■傭生について
●渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外凄航苔のための感染症情報」ホームへージ
hllP／／lmWk爪hgo胆／でこ隆認下こい。

■欄外頒職について
●き釈先欄または地域）によっては列訝苔より急峻欄確などの安全関係の盾舛椚達絹確が出されてい
る喝台があります日毎餌差航関連情筍は外蔑省海列安全朝晩センターなどで52才詔いただけます。

（〕RLhtlP／／附潮a陀en「mb即J研けELO3－55018162日FAXワービスD570－023300）

■望瀾観について
●渡航先の国文は吐戒によっては、その屈の法律などにより漫抗召個人に対して空恐悦等（出入国

当社旅行菜約款（旅行史的の訪）によります。取引条件説明暮面および葵的書面の一訪（以下、旅行真備■といいます）は旅行
輿的調虹の臥必ずお受けとロください。
●ここに記載のない夢項は当社摂行猟的取（摂行爽約の慧）によります．
t旅行のお由し込み

区　分 � 

■お支払い対索摂行代金（墨準汽行代金）
1「お支払い対象旅行代金」とは申込金取消科遠的料、
ンフレットに「旅行代金として表示した金顔」プラス「迂弓加イ

をいいます。2旅行代金は旅行開始日の前日凸＼ら起算して

庶行日割こ明示した駅空運絆及び船舶級通運裸等、庶行日程に明示した送迎パスなどの料金。（この運1

の評の付加運賃円蓋（照だの水準の異常な変軒に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限り竜

に課されるものに限ります。以下同機とします。を含みません。）艮行日程に明示した敲光等に使用するノ

入喝料等。店′日料金、税、ワービス円（二人節足をお二人様での任用が塵準）、良睾料金、税、ワービス料。

団体行戦中のチップ∴承顛員付コースの添乗員の同行費用。日程現に含む旨を明示した海外の空港税お。

別年令書格技監その他の旅行谷皿条件を満たしていないことが明らかになったとき。③お客様わ偏完その他の事由により

当：及旅行に耐えられないと隠められたとき。僅）おg様が僧のお客様に迷笈を及ぼし、又は団体行動の円滑な爽超を矧プるおそ

れがあると辞められたとき。①お客陰の人故がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。（この裾合は4／27h5ノ6

7／20－8／31は／20～1／7に反行間始するとさは、旅行開始日の即日から起算して33日目にあたる日より前に、またそれ

以外の期間に旅行知始するときは、23日ヨにあたる日より前に旅行中止のこ逐邦をいJこします。）課た①スキーを目的とする

旅行にお【ブる降雪1の不定のように当社があらかじめ明示した旅行突應条件が成就しないときあるいはそのおそれが極め

て大きいと置。⑦天災地変、艶乱暴動、運送硲泊れ関等の旅行サービス提供の中止琶公宅の缶令その他の当社の関与し紹

ない畢由によりパンフレットに記載事項が突箆不可能となるおそれが極めて大きいとき。当社は不こ訂）により旅行契約を解除

したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から違約料を鼓し引いて払い戻しいたします。また本項（診－⑦によ

り汚行契約を服したときは、矧こ収受している旅行代金（あるいは申込金）の全群を払い戻しいたします。

契約Il隙の日 � 

うな場合は原則として1任を灸いません。天災地変艶乱震動、運送用
命令、出入国屈臥伝染矧こよる隔礫、白田行監の事畝、艮中澤遥艶等。

スなな　のの料乱（この運平均念に【註、運送絶間　●格別補償

ニス料金、ガイド料金　　旅行的荻福別補す戎程の謬別紙）により、

手薄芯の運搬料盆。　■薫程保証

含まない白を明示した旅行日程中必要な瀬列の空港税啓及び望月躍設使用料、白茶皿内の空ンき箆…長使用料運送艶聞の課す

付加運爾料金、退避宇荷胃料金、クリ一二ンク代、竜顔電報料、ホテルのボーイメイドへのチップ、その他迫瓜放免等個人的性

留の諸員用及びそれに伴う税ウ一ビス唱。渡航手続き諸畏用一人訪魔道加代金、オプショナルツアー等の代金。国内外にお

ける1無害疾病に関する医療■．口環こ国内の空沼だ餞使用料　日：奈同門におけるこ自宅か＼ら聖篭発着課での交通▼宿ノ臼■、羽

田伊丹経田となった場合の羽田～成田及び伊丹～関空の地上交通黄。日本国内で間ノ自後泊が必雪な場合の昭′白書。日本国

内線予約がとれない場合や天候琴で止むを得ず健の交通無間をこ利用いただく場合の地上交通井。
●㌘ミ行契約の解除取消料
1お客様はいつでB次に定める取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することがで荘ます。但し、巧定日と指

定日以外で耽肖料が異なる場合がありますのでこ注意ください。

暮その他
1上記の旅行†憶は2013年7月
せん。3ことも代金は、f烹行開始日

臨名 日 本 �税の名称 �祝擾／1回あたり �対象 国詔額出発 �∈珊靡 

300（150）円 �国内柊列席／出発 �－ 

国細線出先 �－ 

945〔472）円 �既習願出莞 �－ 

国照殿出発 �－ 

500〔500）円 �国禁綴出発 �－ 

170（80）円 �国内線到着／出発 �－ 

100（50）円 � �¶ 

米 原 穴 ウ イ � � �団許埼出発 �1．760円 国際線到着 �1．760円 

税関密重科 �5．50USドル �国際縮到磨 �570円 

入園翠歪料 �7，00USドル �国禁狩到着 �72D円 

動性筍検環使用料 �5．00USドル �国符等到着 �510円 

侍‡空保安科 �2．50USドル 4．50USドル �国際斡出発 �26ロ円 460円 

慧1如矧i不野となります。

●Ⅶ1料金（軋烏サーチャージ）について

に優って航空各社が岳同館正教田に申請し認可を受ける、航空券罰金に含まれない付朋的な雇書で
萄り、金浜は利用抗空会社、利用区随1こよって異なり、租岡す竜旅行者すべてに課せられます。ハッピ
ーツアーでは航空会社に代わりこ諺加の皆様から収受いたしておりますので2嘗問ならびにお問

い合わせ臥直接当該航空会社へお願いいたします。

●旅行代金に【ま、ポ油サーチャージが含謀れておりますJ隠油ワ一チャージは予告なく所

音更変更撤廃されることがあります。毒こパンフレット掲載のツアーの旅行代金【ま、それに

●当社及び下記「販充店」慮記拙〒左石【ま、旅〒申込の照に提出された申込雷に記
載された隠人情矧こついて、お筈決との埋籍のために利用させていただく【諏1、お客様がお
申し込みいただいた旅行に掛ノ1て還送彷う肺等の提供するサービスの手配及びそれらの
ワービスの胴こ必要な範左内で利用させていただきますn●当社【澤行先のでのお冨
接のショッピング等の便宜のため、当社の保育す潮人データをデューティフリーシヨ
ツJトズなどの窓辺こ経験することが定めます。この場合、お客様の缶色パスポート葛弓及び
招奨される航空便名瓦あらかじめ碍子的方法等で送付することによって鮒ノ1たします。

旅行企画・実施

西鉄旅行
閣光庁長官豊沼旅行某第579号
〒810－0022福岡市中央区薬院3丁目16番26号

LJ LニJ／　　　≧　書刃光庁長官豊沼旅行某第579号

一皿か岨i■三屋温豊沼腰浣監禁

より安心してご旅行いただくために
も．ご旅行中の粛末や事故・遥難な

どに傭えて、湾外旅行保隈に必すご

加入されることをおすすめします。

◎m保班会・飽雷管宣誓芸直】≡喜器…塁
ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutravel．jp／

お申し込み・お問合せは（受託版売）　パンフレットNo13BFO3

旅行粟縄取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う苦某所での取引に肉する責任竜です。この旅行契
糾こ聞し、担当者からの説明にこ不明な点があれは、こ遠点なく上記の取扱背理書にお訊ねください。
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