
「確二戸 

リソートフィープログラム内専（マークの見方） � 

宅正己》wiFi接続無料 

⑬ホノルル市内通話無料 

｛■E■ミネラルウオーター（1リットル／1部屋1日） 

琶←寺▲
チェックイン時間共通のご案内　※空き状況によっては1500以降となる場合がございます。その場合は事前にご案内します0

撃Ⅶ獅呂菖完妄長話書誌培空言三宝認諾票淀讐豊荒競業上　　　　　　　　　　紙那カレンダーは3ページをご已下さい。

デルタ航空利用 ��くつ �辺EE巫辺駁猿轡・恵に珍矛誘巌缶綴喜耶涌Mq巨糊は11　　◎詣コ画迦鵬彗包茎滞釦も ���������塩還l貫 � �たっぷり 観光コース 追加代金 �トリプル 割引 �1人部屋 追加代金 �延泊代金 

ホテル ��日患 �コースコード �A �8【C ��D �E　…　F　　　G ���H �邁蜘檻 

ワ イ キ キ ピ 1 チ マ リ オ 一二ノ 卜 �オーシャンビュー �5 �H95Yl1 �151，800 �154，800 �158，800 �162，800 �166，800 �172．800 �179，800 �234．800 �日本帰 1馴3、川 6，00 12，00 40．00 �克ヨ 3 ノ23 0 ／13 0 t 0 �48，000 �－1，000 �51，000 �17月00 

ダイヤモンドヘッドオーシャンビュー �5 �H95Y12 �157，800 �159，800 �163，800 �167，800 �171，800 �177，800 �182，800 �237，800 ����－1，000 �57，000 �19，000 

オーシャンビュージュニアスイート⑳ �5 �H95Yl3 �169，800 �172，800 �175．800 �179，800 �181，800 �189，800 �194，800 �250，800 ����－1，000 �69，000 �23，000 

5 �H95Y14 �182，800 �185，800 �188，800 �192，800 �195，800 �202，800 �206－800 �264，800 ����－1月00 �81，000 �27，000 オーンヤノプロノトンユ＿ノスイト1■・＝ 

添い寝ことも特別代金（2～11才／注朝食はつきません） ����106，800 �109，800 �111，800 �114，800 �117，800 �119，800 �124，800 �169，800 �大人と同 �綺 �⑳ 36，000 � 

ことも代金割引観（剃、頭ことも代金運用外のお子掛2－11才） ����10，000円引き ��������大人と同 �鞄 ��大人と同額 � �大人と同視 

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

※旅行代金には米国空港諸税（大人ことも6．040円冊児5，580円）、福岡空港施設使用料（大人945円／ことも472円）は含まれておりません0日本出発前にお申込店にてお支払いください0
上記旅行代金には鮒由サーチャージが含まれております。※延泊代金は2名1室利用の甥合のお1人様代金です。お1人部屋利用の場合は倍取となります。

★添い寝ことも特別代金＝大人2名以上と同室でベッド不要（刺、Ⅷ）の2～11才のお子様に過円されます。害室内の儒品（タオルなど）のご用意はありません。また1部軋こは大人から幼児まで最大4名様まで入室可能です0
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ワイキキピーチ目の前l絶好のロケーションが自慢

シェラトン・ワイキキ

宇　ホテルのポイント』山上旭

全カテゴリー共通の特典
★リソートフィープログラム

車重画面iなど
20階以上ダイヤモンドヘッド
オーシャンフロントの特典
★クラブラウンジ入室可能

※延泊時は不可

ひとつの村のような敷地でアミューズメントが皇宮

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
ビーチ・リゾート＆スパ

※トリプルルームは3台（正規）ベッドご用意！

～　ホテルのポイント』J色　恥旭

★無料でコネクテインク手酉己します！
（下記カテゴリーのみ）→3ハトージ参照
・タパタワー（部屋指定なし）
・レインボータワー10階以上

オーシャンビュー
★キッズプログラム

ヒルトンにご宿泊のお客様は無料で
ご参加いただけるアクティビティがいっぱい！

★リゾートフィープログラム
車など

ワイキキのランドマーク、八角形のツインタワーホテル

ハイアット・リージェンシー

ワイキキ・リゾート＆スパ
r　ホテルのポイント　　　　　　　　』。fJ娠最

全カテゴリー共通の特典
★リゾートフィープログラム名証砂⑬など

工ヴァタワー30階以上デラックオスーシャンの特典
★ハネムーナーの方にハネムーンワインをプレゼント

ワイキキのど真ん中に位置するビーチフロントホテル

アウトリガー・ワイキキ・
オン・ザ・ビーチ

￥　ホテルのポイント

諷高石‰一d

★高速インターネット

無料接続

を：、シャワーのみのお部屋となります。

改装を経て生まれ変わったラグジュアリーなど－チフロントホテル

アウトリガー・リーフ・
オン・ザ・ビーチ

Y　ホテルのポイント

』J¢上侮れf

☆高遠インターネット

無料接続

チェックイン時間共通のご案内・※空き状況によっては1500以降となる場合がございます。その場合は事前にご案内します。

F＝＝＝＝＝＝＝＝由粛呂蒜去妄言完諾諸禁諾定芸理誉若妻怨讐竺票岩窟諾こく＼　　　　　　　咄椚カレンダ＿は3ベ＿ジ暮こ耶さい。

デルタ航空利用 �� �くフリ十手「ス〉旅行代金表（甲ノ国正国国大人お1人／単位＝円）開 ������ー　童　・代金も ��駕下さい。 �鵬R �たっ′即」 観光コース 追加代金 �トリプル 割引 �1人部屋 追加代金 �延泊代金 

ホテル ��日鼓 �コースコード �A �B �C �D �E　蓼　　F �� � �追加代金 

≡享 キン �部屋指定なし �5 �H95YJl �161．800 �165，800 �168．800 �171，800 �176，800 �184，800 �189，800 �241．800 �匡蚕室画 �49，000 �－ �57，000 �19，000 オーシャンフロント �5 �H95YJ2 �179，800 �183．800 �185，800 �188，800 �199，800 �206，800 �212，800 �259，800 ���－1，000 �78，000 �26．000 

20階以上ダイヤモンドヘッド・ �5 �H95YJ3 �205，800 �209，800 �211，800 �214，800 �219，800 �225，800 �231，800 �285，800 ���－1，000 �93，000 �31，000 

ヒ ル ト ビン 鴇 ア �タパタワー／トリプルルーム 部屋指定なし（3名1室） �5 �H95YGl �151，800 �155，800 �157，800 �160，800 �166，800 �173，800 �178，800 �234，800 ��49，000 �－ �－ �15，000 

部屋指定なし �5 �H95YG2 �156，800 �160，800 �163，800 �167，800 �172，800 �179，800 �185．800 �237，800 �市 10／13、11／3 1／12、2／11 3／23 6，000 10／14、11／4 12／12、12／23 り13 12，000 12／10、12／11 40，000 ��－ �54，000 �18，000 

レインボータワー／10階以上 　オーシャンビュー �5 �H95YG3 �179．800 �183，800 �186，800 �189，800 �196，800 �204．800 �208，800 �259，800 ���－1，000 �75，000 �25，000 

蔓草 ∵一十 L￥ ＆ン スシ ／ヾl �部屋指定なし �5 �H95YYl �152，800 �155，800 �159，800 �161，800 �167，800 �174，800 �179，800 �234，800 ��49，000 �－ �48，000 �16，000 
エヴァタワー30階以上夜景の見える部屋 �5 �H95YY2 �162，800 �165，800 �168．800 �171，800 �174．800 �182，800 �187，800 �244，800 ���－1，000 �54，000 �18，000 

15階以上デラックスオーシャン �5 �H95YY3 �168，800 �171．800 �174，800 �176，800 �178，800 �186，800 �191，800 �246，800 ���－1，000 �60，000 �20，000 

享77 妄軍学 �部屋指定なし �5 �H95YWl �158，800 �161，800 �162，800 �164，800 �170，800 �177，800 �182，800 �232，800 ��45，000 �－ �51，000 �17，000 

オーシャンビュー �5 �H95YW2 �161，800 �165，800 �167，800 �169，800 �179，800 �186，800 �189，800 �239，800 ���－1，000 �60．000 �20．000 

オ 書写羞 チ旦 �部屋指定なし �5 �H95YOl �156，800 �158，800 �161，800 �165．800 �175，800 �180，800 �186，800 �235，800 ��45，000 �－ �54，000 �18，000 

5 �H95YO2 �168．800 �170，800 �173，800 �176，800 �187，800 �193，800 �199，800 �247．800 ���－1，000 �66，000 �2乙000 

漂い藩こども特別代金（2～11才／注朝食はつきません） ����106，800 �109．800 �111，800 �114，800117，800 ��119，800124，800 ��169，800 �大人と同額 �⑬ 36，000 � 

こども代金割引額（軌い渾ことも代金適用外のお子組2～11才） ����10，000円引き ��������大人と同額 ��大人と同額 � �大人と同額 

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

※旅行代金には米国空港諸税（大人・ことも6，040円／幼児5．580円）、福岡空港施設使用料（大人945円／ことも472円）は含まれておりません。 

日本出発前にお申込店にてお支払いください。上記旅行代会には燃油サーチャージが含まれております。※延泊代金は2名1室利用の場合のお1人梯代金です。お1人部屋利用の場合は倍額となります。
★涛い謬ことも特別代金＝大人2名以上と同室でヘッド不要（添い靂）の2－11才のお子凱こ適用されます。客室内の儒晶（タオルなど）のご用軌はありません。また1部屋には大人から幼児まで叢大4名標まで入室可能です。
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一＿－■－ 騨－『宜＼布く＼　　－　、・－－ 

丁Ⅷ一⊥一裔用占…こ訂．＿∈三言監彗義蓑慧』 －▼‾監－一束で溢「、二■i十轡等箋1 ≠二・桝一一。一折適‾‾　裟－ �　】P4マップ0 「云“「・叩議議来しYl・－■軍r 一・莞；請皇こ墓誌迄娼■£巴－1．二′－1・、 　　外観 　dL一山∴Trで 

▲」．，　一一・・・く一一…八三一洲を童貞 ．毒・春雷琵1．，享：翌墜創船型一子を＝il新説 

癖モ；預葱学1ン �　ハワイの伝統と歴史がたくさん詰まったピンクパレス ザ・ロイヤル・ハワイアン・ラグジュアリ－・ 　コレクション・リゾ－ト 

麗應拒露 ＼、ノ �／J†■萄‾‾層評頭上董蒸琵琶‡㌘ 　順一 　　章ぺ■J名田砂⑬など 毒　’ロイヤルタワー8常以上オーシャンフロントの特典 

層‾　雲湾讐㌻霊盃’ 賢艶虹＿　㌔ こ■㍑迂遠麺醸墜攣．離　叫 チェツ恵ン頑虚、．ご一・・ �■■ 　∴㌢ 誌・よ葉嘩ノーーく二重室≧諾 　ワイキキのラグジュアリ－別荘！ 

ハワイ語で「天国にふさわしい家」という名の高級ホテル 　ハレクラニ �トランプ・インターナショナル・ホテル・ 　ワイキキ・ビーチ・ウオーク 

姦毒■′■‾・岳、壷プ‡テ童．＿■言輝き≡撃∨〝工芸8刷 琵㌢服一′＿『■瓢 ＿＿＿．、→▲艶一山．ん �　　　ヰ＿′ホテルのポイント』d8川扇 　ぎ ，ブ＿．＿｝　巨 墨一転壷工靂－－一▲山★憲二；諾至宝プレゼント 　を －パリ■裏白■■r∴■　・享‾ごつ‾ 呈　　　‡；ミスーペリアステユーディオ／ 窯真義那（郡紅薫り■■■■■清野ほ皿㌫号忽1ラ話芸最提要富ません。 

チェックイン時間共通のご案内　※空き状況によっては15・00以降となる場合がございます。その場合埠事前にご案内します。

リノト　　　プロク‾ムはホ‾ルが宿泊者に対して提供するサ■　ビスであり
リゾートフィープログラム共通のご案内 ���※呂遥遠孟㍍孟妄品窟窟謡蒜謹言若手茄亡君だ三芳表諒還二二＼　　　　　　　　　　※出発日カレンダーは3ページをご覧下さい。 

デルタ航空利用 ��坂 �フリーコース〉旅行代金表（革昌益習 ���蓼矛御霊観潮■■雄江帽副■■■‾1．駐ソ‾、ノ、‾噂建言に個造功貫首艇も≧貸謂劉′恥 ������：シーー �観光コース 追加代金 �トリプル 割引 �這嘉琵霊延泊代金 

ホテル ��日熱 �コースコード �A �B �C �D �E �F �G �H �基‾ 

ウ エモ スア テナ 三尊 富喜 秀● �部屋指定無し �5 �H95YNl �169，800 �172．800 �173，800 �177，800 �182．800 �187，800 �192，800 �246，800 � �52，000 �－ �60，000 �20，000 

パーシャルオーシャンビュー（注） �5 �H95YN2 �191，800 �193，800 �194，800 �196．800 �199，800 �205，800 �210，800 �265．800 ���－1，000 �78，000 �26，000 

側以上宗㍍鵠孔ヤンビュ＿◎ �5 �H95YN3 �223，800 �227．800 �229，800 �232，800 �237，800 �243，800 �247，800 �304，800 ���－2，000 �117，000 �39，000 

コ† 享重責 等㍑ 1●ア ト／ �部屋指定無し �5 �H95YUl �174，800 �177，800 �178．800 �181，800 �189，800 �196，800 �199．800 �252，800 �匡重囲 10／13、11／3 日12、2m 3／23 6，000 1（m4、11／4 12／12、12／23 川3 12，000 12／10、12／11 40，000 �5乙000 �－ �69，000 �23，000 

オーシャンビュー �5 �H95YU2 �199，800 �202，800 �209，800 �212，800 �212．800 �219，800 �224．800 �282，800 ���－1，000 �93，000 �31，000 

ロイヤルタワー／ 8階以上オーシャンフロント �5 �H95YU3 �237，800 �239，800 �245，800 �249，800 �251，800 �257，800 �264，800 �320．800 ���－2，000 �129，000 �43，000 

／＼ レ 2 7 �ガーデンビュー �5 �H95YLl �187，800 �189．800 �195，800 �199，800 �205，800 �211，800 �219，800 �270，800 ��52，000 �－1，000 �84，000 �28，000 

パーシャルオーシャンビュー（注） �5 �H95YL2 �199，800 �200，800 �206．800 �210，800 �216．800 �223，800 �230，800 �281，800 ���－1，000 �96，000 �32，000 

オーシャンフロント �5 �H95YL3 �227，800 �2281800 �234，800 �238，800 �244，800 �251，800 �258，800 �309，800 ���－2，000 �123，000 �41，000 

イ 妄上 lフ ‡妄 ナ ノし �スーペリアステユーディオ／ シティービューバルコニーなし �5 �H95YOl �161，800 �163，800 �166，800 �169，800 �179，800 �184，800 �193，800 �242，800 ��5乙000 �トリプル不可 �57，000 �19，000 

デラックスステユーデイオ／ オーシャンビューバルコニー付 �5 �H95YQ2 �179，800 �183，800 �185，800 �188，800 �196，800 �202，800 �206，800 �259，800 ���－1，000　75，000 ��25，000 

添い寝こども特別代金（2～11才／注朝食はつきません） ����106．800 �109，800 �111．800 �114．800 �117，800 �119，800 �124，800 �169，800 �大人と同額 �㊨ 43，000 � 

こども代金割引額（添い寝こども代金適用タのお子触2～11才） ����10，000円引き ��������大人と同額 ��大人と同語 � �大人と同額 

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

（注）パーシャルオーシャンビューとは、バルコニーから海の一部が見えるお部屋となります。※旅行代金には米国空港諸税（大人ことも6・040円′幼児5】580円）、福岡空港施設使用料（大人945円／ことも472円）は含まれておりません。 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。※延泊代金は2名1重利用の場合のお1人棲代金です。お1人部屋利用の場合は倍額とな。ます。 ★涛い寝ことも特別代金＝大人2名以上と同室でベッド不要（削、寝）の2～11才のお子阻こ適用されます0客室内の備品（タオルなど）のご用意はありません0また憫屋には大人から幼児まで■大4名様まで入室可能です8 
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＿＿－ 

J � � 

「－’ �● ▲巨、き雪ぎi ＿＿t▼ �i i l �　　「 こ－Ⅳ �「1舅』■■『 轟．一遍：一機 　j 　∵1㌢‘1 　㌢ 転獅＿」＿竜 � �・∴しっIP4マップ「 絹 ・相 　二」 　′．1 －！閤■■監・－』巴一室 

警霊芝禦慧13＝00　も � ����■敏珍物14：00　　　　　　　　客室≡例■ 

ワイキキで唯一、全室スイートルームのホテル エンバシ－・スイ－％－ ���　　　k＿ユ議連、＿こ誠 スタイリッシュなハレクラ二の姉妹ホテル ワイキキ・パ－ク・ホテル �2011年秋にオープンした新しいホテル ハイアット・プレイス・ 

ワイキキ・ピーチ・ウオーク ����ワイキキビーチ 
■　ホテルのポイント　　　　　　　　』JeH）涙 ���∴　ホテルのポイント　　　　　　　　』J8日）扇 �ィ　ホテルのポイント　　　　　　　　』d。‖）混 

★ホテル内レストラン「グランド・ラナイ」での毎朝食付 ���★ホテル内レストラン「パークa．m」での 毎朝食付（ビュッフェ） ★文化施設への入場無料 �★毎朝食付（コンチネンタル朝食） 

琵1台ベッド（または2台ベッド）とソファベッドのご用意となります。 ；‡エキストラベッドは入りませんのでご了承下さい。 ���★ワインレセプションサービス（毎週金曜17：30～18：30） 完ミ12／18－12／23出発はお受けできません。 �※シャワーのみのお部屋となります。‡；≒1台キングベッドになる場合がほとんどです。 毀エキストラベッドは入りませんので、トリプルの場合、ソファベッドのご用棄となります。 

組』Li－キ∴竜 ‘．－‾♪′ �ト ト鱒準’‾三竃了 ，ノ二’／j顎、、敲 � 

耳：導鰯繭繭痛ii ヽ 号′ ����� �出■」．． 
P4マップ　　■ 

十‡ ����　　　　眉茎一例 どこへでもラクラク移動！ショッピングに最適のホテル オ八ナ・ワイキキ・マリア 

き・ケ【rd　　　　　　　虐妻珊… ������汚ハーフバスタブとなります。※12／1－12／9出発はお受けできません。 

闘13：00 ����■運罰匠遜ヨ13：00　　　　　　　　　滞茎完例 
■1▲ ワイキキビ－チのすぐそばの立地が魅力的 ������ 

リピーター多数！ワイキキのど真ん中！ 

シェラトン・プリンセス・ ����ホリディ・イン・ワイキキ・ 
カイウラ二 ����ビーチコマ一・リゾート 

1ホテルのポイント　　　　　　　　』。jE＝）扁 ����‾　ホテルのポイント　　　　　　　　　』d8日）扉J 

★リゾートフィープログラム ����★24時間対応の日本語ホットライン 

⑬《抄など ����★市内への無料通話 ��　ワイキキピーチまで徒歩圏内 ミラマ－・アット・ワイキキ i；阜リプルルームは3台ベッド（正卿をご用意；：ぎ11／38～12／9出矧まお受けできません。 

チェックイン時間共通のご案内　※空き状況によっては1500以降となる場合がございます。その場合は事前にご案内します。

‾川”　”【Wnu■u皿αコ】一　内容が変更になる像合もあります。詳細は各ホテルホームページでご確認下さい。　　　　　　　　　　　　　※出発日カレンダーは3ページをご監下さい。 

デルタ航空利用 ��く＿フリーコース〉桁代金鱒顎之・ノ泡逼国際人封入／単位＝円）『』馳 ����������■‘轟「二lヨ �たっぷり 観光コース 追加代金 �（よ藍去益琵窒 ��延泊代金 

ホテル ��日頼－スコート ��A �B �C �D �∈ �F �G � �追加代金 

夏季 �部屋指定なし（3名1室）輔 �5 �H95YEl �146．800 �148，800 �154，800 �158，800 �164，800 �169，800 �176，800 �229，800 �匝至頭画 10／13、11／3 1／12、2川 3／23 6，000 10／14、日／4 ほ／12、12／23 川3 12，000 12ノ10、12川 40，000 �38，000 � � �15，000 

ロ　　　戸疋a ������������� 

ォ笠農芸電詣）◎ �5 �H95YE2 �156，800 �158，800 �163．800 �167，800 �175．800 �180，800 �186，800 �239，800 ��� � �18，000 
／ヽ 】ワ クイ 妻等 ル �部屋指定なし　⑳ �5 �H95YRl �148，800 �150，800 �153，800 �157，800 �159，800 �168，800 �173，800 � ��38，000 � �42，000 �14，000 

デラック漂崇ンビュ■⑳ �5 �H95YR2 �161，800 �164，800 �166，800 �169，800 �174，800 �181，800 �187，800 � ��� �57，000 �19，000 

夏要 �部屋指定なし　⑳ �5 �H95YHl �139，800 �142．800 �144，800 �147，800 �154，800 �162，800 �167，800 �219，800 ��38，000 � �36，000 �1乙000 

≒ 宇土 ウラ・ Zリ 】去 �部屋指定なし �5 �H95YXl �141，800 �144，800 �148，800 �152，800 �154，800 �162，800 �167，800 �223，800 ��48，000 �－1，000 �36，000 �ほ，000 

パーシャルオーシャンビュー（注） �5 �H95YX2 �148，800 �150，800 �154，800 �158，800 �161，800 �169．800 �174，800 �229，800 ���1，000 �45，000 �15，000 

蔓草 了壬 ∵＋T L葺 �パーシャルオーシャンビュー（注） �5 �H95YBl �141，800 �143．800 �148，800 �152，800 �156，800 �163，800 �168，800 �222，800 ��45，000 � �39，000 �13，000 

8階以上オーシャンビュー �5 �H95YB2 �144，800 �146，800 �151，800 �155，800 �159，800 �167，800 �172，800 �225，800 ��� �42，000 �14，000 

轟 �部屋指定なし �5 �H95YD4 �134，800 �138，800 �139，800 �144，800 �149，800 �156，800 �165，800 �216．800 ��38，000 � �30，000 �10．000 

ワラ 重引 �部屋指定なし（3名1室） �5 �H95YDl �124，800 �127．800 �129，800 �134，800 �136．800 �144，800 �156，800 �209，800 ��45，000 � � �7，000 

部屋指定なし �5 �H95YD2 �127，800 �130，800 �132，800 �137，800 �139，800 �146，800 �159，800 �212，800 ��� �21，000 �7，000 

パーシャルオーシャンビュー（注） �5 �H95YD3 �134，800 �138，800 �139．800 �143，800 �146．800 �153，800 �159，800 �215．800 ��� �27，000 �9，000 

添い寝こども特別代金（2～11才／注朝食はつきません） ����106，800 �109，800 �111，800 �114，800117，800 ��119，800 �124，800 �169，800 �大人と同範 �㊨ 36】000】 � 

こども代金割引執軌、謬ことも代金適用夕頼お子組2～11才） ����10，000円引き ��������大人と同額 ��大人と同額 � �大人と同級 

幼児旅行代金（2才未掛航空座席、ベッドを車 ��軋閂しない場合） ��35，000円 �������� �� 

（這）バーンヤルオーンヤノヒユーとは、ハルコニーから湾の一郎が見えるお部屋となし」ます0※旅行代金には米国空港諸税（大人ことも6・040円′幼児5】580円）、福岡空港施設使用料（大人945円／ことも472円）は含まれておりません。 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。※延泊代金は2名1室利用の場合のお1人梯代金です。お1人部屋利用の場合は倍額とな。ます。 ★劉＼寝こども特別代金＝大人2名以上と同室でベッド不要（剃、凛）の2～11才のお子様に適用されます0客室内の備品（タオルなど）のご用麿はありません。また1部屋には大人から幼児まで■大4名憎まで入室可能です。 
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