
「初めてハワイに行くなら…」にぴったりのコース ���Qノ、ワイで食事や観光が不安・ AA．ご安心くださいJ ▼餌・観光・買い物肘！ 現地は日本語を話せるスタッフがお世話いたします0 

lはじめましてハワイ♪匂 
5 日蘭 �スケジュール　　　　　　　l　廷泊矧附 �　　　　　　　　　　〉‾‾Ⅷr■…附mm「 ＿＿シェフのパフオ－マンスが 

1 �ルタ航空利用偏岡発】　　　　　　　　　　　壷詳細は裏面 

l20竺竺空予定）l福讐詣笠詣過，ロロ寧 l8：25～10：45（予定）lホノルル着、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。その後、自由行動 （チェックインはホテルにより異なります。チェックイン時間は4～7ページをご確認ください。） ［：亘至コワイキキ内レストランにてロコモコまたはパスタを（アロハランチクーポン） ［二亘亘］田中オブ東京にて鉄板焼きを ※バウチャーをお渡ししますので、レストランまでは各自おこしください。 （4ぺ‾ジワイキキMAP参照）ホノルル泊歯髄田 �‾＝　楽しい覧遷ヨ＝邑雪ぎ零ココ．、－rて 

僅窪霹露露靂濾 　　　・－曝 鋭望人気のレストランです。　撃準」 
‾躍如叩当 ＝≡E覧函弐司月院朋＆〆二議論』 

2 �［項亙］ホテルにてビュッフェ朝食を 虹≡－　ヨ旧持・　ハワイアンクラフト作りもできます �らl■⊆■ii■ 

【コニス内容】7：30頃／ワイキキ出発→ハナウマ湾（下　戯‘　．．‖【。＿n＿〕黍≒ヨ 

ポリネシア・カルチャー・センター観光。（注1） ★ハナウマ湾眺望（下車／火曜は除く）、モアナルアガーデン、ドー ルプランテーション、サンセットビーチなどと、ポリネシア・カル チャー・センター（入場）観光。 ［二重コビュッフェの夕食の後、ポリネシア・カルチャー・やター内で ハワイ最大規模を誇るイブニングショーrHA（八一）」観賞。 巨頭ワイキキ着。ホ／ルル泊画隠田 �車／火曜は除く）→モアナルアガーデン（下車）（①）→【モアナルアガーデン】 
ハワイプランテーションビレッジ（下車）→ドールプランテー「この木何の木～」のCMで 

ション（下車）（②）→12：00頃／ノース・ショア（下車）→　知られます 

ポリネシア・カルチャー・センターにて昼食→クラフト作り 

00～22：30頃／ワイキキ到着。　　　　　　　【ドールプランテーション】 

【主催会社】ポリネシア・カルチャー・センター　　　　パイナップルアイスがおすすめ！ 

日日ワイケレショッピング　　∴∴∴・・壌一・・▼，：・・・・、■ 

3 �［二重：］ホテルにてビュッフェ朝食を 

［車重］ウイケレショッピングツアー ［二王垂コトップオフワイキキにて 　※メインメニューは現地にて肉・魚よりお選びください。 　※バウチャーをお渡ししますのでレストランまでは各自おこしください �ハワイアウトレットに行ぐノアーです。叫ぶ甥 帰りの時間は午後2時カ年後4時。。分の造∨‘甑 どちらかを選べます。　■－」．「芥塩ジ 

し　0 （4ぺ－ジワイキキMAP参照） �一流ブランドを日本やワイキキで買うより格安で手に入れることができます！ 

※ドレスコードはありません。　　　　　　ホノルル泊図□Ⅲ �バッグは「コーチ」、洋服は「ラルフローレン」、スニーカーは「スケッチヤーズ」がおすすめ！ そして「ゴディバ」のチョコレートをここで買えば日本へのお土産に最適♪ 

4 �［二王亘＝］空港へ 

0 11・40～13・30（予定）ホノルル発ケ帰国の遠へ　　　　　【ホテルお迎え】午前9時頃【主催会社】トランス・クオリティ－インク 

l17：55～18＝25（予定）靂違憲線通過……鷹泊□画□　＝≡rl■翫石翫顔】托竜弓」にて㈲是二一一号∵害 5 

■議 1日 ■食 （注1 ※上 ※空ご �夜景を見ながらのディナー 　　　　、．ユ 　　　　l 　　　　　L．叫、L徽、，， 

デルタ航空利用 �■ �まじめまし �してハワイ♪コース〉旅行代金表（エコノ ���クラス席利用大人お1人／塑像円）⑳帰着日追加代金 ����もご覧下さい。 �帰農［】 �トリプル 割引 �1人部屋 追加代金 �延泊代金 （朝食なし） 

ホテル �日数 �コースコード �A �B �C �D �E �F �¢ �H �蜘代金 

シェラトン・プリンセス・カイウラ二 　（部屋指定なし） �5 �H950×1 �181，800 �184，800 �188，800 �192，800 �194，800 �202，800 �207，800 �263，800 �直垂重囲 10／73、1り3 1／12、2／11 3／23 6，000 10日4、11／4 日3 12，000 40，000 �－1，000 �36，000 �12，000 

ワイキキビーチ・マリオット・リゾート＆スパ 　（オーシャンビュー） �5 �H95012 �191，800 �194．800 �198，800 �202，800 �206，800 �212，800 �219，800 �274，800 ��－1，000 �5用00 �17月00 

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 �H950Yl �192，800 �195，800 �199，800 �201，800 �207，800 �214，800 �219，800 �274，800 �� �48，000 �16，000 

シェラトン・ワイキキ （部屋指定なし） �5 �H950J3 �201，800 �205，800 �208，800 �211，800 �216，800 �224，800 �229，800 �281，800 �� �57，000 �19，000 

漆い寝こども特別代金（2－11才／注朝食はつきません） ���146，800 �149，800 �151，800 �154，800 �157，800 �159，800 �164，800 �209．800 �大人と閥 � 

こども代金割引額（添い寝ことも代金適用夕岬鳩子掛2～11才） ���10，000円引き ��������大人と同額 �大人と同額 �－ �大人と閥 

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室利用の甥合のお1人憬代金です。お1人部屋利用の場合は倍額となります。

★添い寝こども特別代金＝大人2名以上と同室でベッド不要（薄い凛）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）のご用票はありません。また1部屋には大人から幼児まで最大4名標まで入室可能です。 8



パー
スケジュール

卜のぎラン⑳要も

空港ラウンジでゆっくりおくつろぎください！
20・00～21・10予定福岡発ケホノルルへ。　　　　　　　　　　　□□匝

日付変更線通過
825～10・45予定　ホノルル看。ワイキキへ直行。

各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。（約20分）
※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、チェックインを行なってください。

※チェックイン時間はホテルにより異なります。

夕食「ウルフギャング・ステーキハウス（注1）」r
ロイヤルり＼ワイアンショッピングセンター内

メニュー一例

ジャンボシュリンプカクテル、ジャンボランプクラブミート

カクテル、生かきの盛り合わせ、本日のスープ、フィレミニ

ョンまたはニューヨークサーロインステーキまたは本日の

お魚料理、デザート、コーヒーまたは紅茶
ホノルル泊画□皿

朝食　ホテルにて

午前　お好きなコースを出発前にお選びください。

譲二増慧警欝禁だ（注2）」◎◎けアロア牧場（半日）」

午後　自由行動。 ホノルル泊廃園□

夕食．お好きなコースを出発前にお選びください。

夢琵器許諾憲「シヨンプラン‘注3’」聖
ホノルル泊廊「1m

朝食　ホテルにて（注4）　午前　空港へ。

11・40～13・30予定ホノルル発ケ帰国の運へ。

￥　日付変更線通過

17■55～1825予定福岡着、解散。

機中泊奥歯□

●添乗員／同行しませんが、現地係員がお世話いたします。●食事／朝食3回・昼食1回・夕食2回
●最少催行人員／2名　●日本発着時利用航空会社／デルタ航空

（注1）食事内容は変更になる場合があります。（注2）天国の海は日曜日、祝日はお休みとなります。
（注3）スターオブホノルル等のスケジュールにより、他のクルーズ船（ナハテック）をご案内
する場合がございます。
（注4）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頂けない場合
があります。その場合でも返金はありませんのでご了承ください。
※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。
※上記の日程は現地事情により入れ替えになる場合がございます。

に残るアクティビ弊機能ご用意してい

現れ布くこも己の洩り！
週の黄h中も歩什変速と∵顆漁り

」　　　　　　　　　　　時間をお過ごしください。

麿露覇桝カツフルフフンげを－用しまし苛∵二一一／‾一子∴L・這十．（：車

手　写三㌢／
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ワイキキビーチ・マリオット
リゾート＆スパ

￥　ホテルのポイント　　』J色目）混

★キングサイズベッド確約
★リゾートフィープログラム→4ページ参照

★スパークリングワイン1本（お部屋に1本）
★モアナテラスでのドリンククーポン券（2枚）

★ストロベリーWithチョコレート6個

★お部屋にバスローブとスリッパをご用意（2名分）

宗箋設伝冷蔵庫、コーヒーメーカー、室内金庫、
ドライヤー、アイロン

トサービス、プール、
フィットネスセンター、

ショップ、ルームサービス、
キッズサロン、駐車場、
コインランドリー、

レンタカーハーツなど

アランチーノ・デイ・マーレ（イタリア料理用と

シ工ラトン・ワイキキ

ギ　ホテルのポイント　　』ddP読

全カテゴリー共通の特典
★リゾートフィープログラム
→5ページ参照

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

爾 �l■l �月 �火 �水 �木 �金 �土 

濃 �I C �孟 �3 C �4 F �5 �6 �7 

8 D �9 D �10 D �11 A �12 A �13 D �14 D 

15 D �16 D �17 D �18 D �19 D �20 P � 

24 �25 �26 �27 �28 

29 �30 �31 � � � � 

ザ・ロイヤル・ハワイアン
ラグジュアリー・コレクション・リゾート

ホテルのポイント　　』8孟8日）8最

★ウイン1本（お部屋に1本／ハネムーナーの方）
※ツアーご予約時にお申し出ください。

★バナナマフィン（1部屋に1袋）

★リゾートフィープロクラム→6ページ参照

★ウォシュレット完備

誉くり3出発はお受けできません。

惑二二＝二二＝二二二＝＝輌雫
設甫冷蔵庫、コーヒーメーカー、

パス。＿プ、ドライト、アイ。ン巨

ホテル設儒フィットネスセンター、

臨幸場など

サーフ■ラナイ（アメリカ料理）、

レストランアズーア（アメリカ料理）、

マイタイリて一（パー）

サーフライダーウェステイン

￥　ホテルのポイント　　　』8181侮〟d

★リゾートフィープロクラム
→6ページ参照

★専用ラウンジ利用可
★ウォシュレット完億

；●ミ1／3出発はお受けできません。

琶ぺ宣諮り笥冷蔵庫、コーヒーメーカー、室内金庫、ドライヤー、

アイロン、バスローブ、スリッパ

ホテル設棺日本語ゲストサービス、プール、
ショップ、ルームサービス、

駐車場（シエラトンプリンセスカイラウニ内）、

フィットネスセンター（シニラトンワイキキ内）、

ハワイアンエンターテイメントなど

レストランザヘランク（アメリカ料理）、

ピーチハウスアットザピーチ／ト（パー）

デルタ航空利用 ��荘昔美音隷警学シ∵バ十一喜∴‾！‾査定寂憲誉仁上松守∵と∴や・ほ　　　　　　　　　　　　壷、、：り　　　　　　　●■雷姜・≦ ���������� �延泊代金 

ホテル �部屋名 �日甑 �コースコード �A �B �七 �D �E �F �G �H �追加代金 

ワイキキビーチ・マリオット リゾート＆スパ �デラックスオーシャンビュー �5 �H95011 �234，800 �237．800 �239．800 �242，800 �245，800 �251，800 �259，800 �316，800 �直垂重要 10／13、1り3 日12、2日1 3ノ23 6，000 10／14、川4 12／12、12／23 川3 12，000 12／10、12／11 40，000 �28月00 

シェラトン・ lワイキキ � �5 �H950」1 �244．800 �247，800 �249，800 �252，800 �259，800 �265，800 �273．800 �326，800 ��31，000 

20隋以上ダイヤモンドヘッド �5 �H950」2 �267，800 �270，800 �272，800 �275．800 �279，800 �285，800 �293．800 �346．800 ��35，000 

モアナ サーフライダー �　タワーウィング／15階以上 ダイヤモンドヘッドオーシャンビュー �5 �H950Nl �277，800 �280，800 �282，800 �285，800 �289．800 �295，800 �303，800 �356，800 ��39月00 

ロイヤル・ ハワイアン �　ロイヤルタワー／ 8階以上オーシャンフロント �5 �H950〕1 �299，800 �302，800 �304，800 �307，800 �312，800 �318，800 �326，800 �379，800 ��48，000 

※旅行代金には米国空港諸税（大人6．040円）、福同空港旅詣使用料（大人945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。
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AMI，ADISNEYRESORT＆SPA，KOOLINA，HAWAI－I

アウラ二・ディズニー・リゾート＆スバコオリナ・ハワイ

コ「ス◎
＋ワイキキ⑳

5日間 �座間 �スケジュール　　　　　　　l　延泊OK！ 

1 �1 �デルタ航空利用帽圃剰　　　　　　　　　　　　　※紺は文面 

20＝00～21：10予定福岡発ケホノルルへ。　　　　　　　　　□□画 

‥・日付変更線通過　… 

8：25～10：45予定　ホノルル着。 

空港にて滞在中の説明後、アウラ二までお送りいたします。 

アウラ二泊画□□ 

2 �2 �終日自由行凱肯■元癒i．夢∴・誓．・鵜■ 

ィメージi、■畢誓＝騨　アウラ完も。。 

3 �3 �ァゥラーのみ宿泊 �アウラ二（2泊） ワイキキ（2泊） �アウラ二（3泊） ワイキキ（1泊） 

終日　自由行動。 �午前アウラ二から 　ワイキキまで �終日自由行動。 久し 「‘、十 ：ヰー 

お送りいたします。 午後ホテル着。 チェックイン。 

※15：00以降と �I．1、 へ‾ゝ・ゝ7 

なります。 �‡メ誉蕊hd　a一・山一白鴎 

アウフ＿泊□□□ �ワイキキ泊□□［］ �アウフ二泊□□□ 

4 � �終日自由行動。 ワイキキ泊⊂］［コ［コ �午前アウラ二から ワイキキまで お送りいたします。 午後ホテル着。 チェックイン。 ※15：00以降と なります。 ワイキキ泊□ロロ 

4 �5 �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□ 

5 �6 � 17こ55～18二25予定　福岡着、解散。 

●食事．なし　●添乗員●同行しませんが現地係員がお世話いたします。
●最少催行人数：2名　●日本発着時利用航空会社：デルタ航空
★空港～ホテル／アウラ二～ワイキキ間の送迎、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。

虜 均 �lB �月 �火 �水 �木 �金 � 1 P �2 D 

3 C �4 C �5 C �6 C �7 C �8 D �9 D 

10 C �11 C �12 C �13 C �14 C �15 D �16 D 

17 C �18 C �19 C �20 C �21 C �22 D �23 D 

穏 �24 C �25 C �26 C �27 C �28 C �29 D �30 D 

・ト　ト‾‾■‾　‾　‾一・・　　　　　　　　・一・一一一→て　り

アウラ二に泊まるコ「スのポイント′

アウラ二だけではなく、ワイキキも楽しめる
コ「スもあります；

大人気の
キャラクター・
プレツクプアスト
ご参加のお客様限定で座席の事前予約をお受けいたします。
※手配手数料（1件につき）5，000円。予約を取り消された場合でも、手配手数料は

返金いたしません。×朝食代は含みません。レストランで直接お支払いください。

漆雪㍑斑岩蒜鵠踪諾く

ノワイキキは「ワイキキ・ビーチ・マリオッhと
ノ「モアナサーフライダーウェステイン

リゾート＆スパ」をご用意J

寝コオリナ地区KoOlina
今、注目のディズニー

リゾートホテル（アウラ二）が
あるエリア。
ワイキキとは少し距離があるの

ツアーでのご滞在がオススメ！

竃語ホノルル空港

専力八ラ地区Kabala
ワイキキから少し離れた

閑静なエリアで、高級リゾート
があることで知られています。

ゆっくりと静かに過ごしたい

方にオススメt

リゾートホテルが立ち並び、最も観光客で賑わうエリア。
レストランやショップスポットなど、遊べる場所がいっぱいl

‡ntern。ti。naiAirp。Tt鐙ワイキキ市街Waikiki
I　ヽ　r　　　1．．．1＿　－11⊥　一一J＿．ゝん「′ヾ　l：：：ヨ

デルタ航空利用 ����偏啓蒙量隠独話多量トニ凛誕政市綻至義経貢げ喜＝・珍奇天魔剖際政や＝離水　隻‾轍飼わ　　き．筆洗芯笹匿榔焙を蔓七滞宴か、 ���������� �1人部屋 追加代金 �延泊代金 

ホテル ����日数 �コース：トド �A �B �C �D �E �F �G �H �l主；差潮n代金 ��アウラ二 

アウラ二（部屋指定なし） ����5 �H950Al �179．800 �184，800 �195，800 �199，800 �204．800 �211，800 �219，800 �276，800 �直垂毒画 10／13、11／3 1／12、2／11 3／23 6，000 10／14、11／4 12／12、12／23 1／13 12，000 12／10、12／11 40，000 �66，000 �22，000 

ホテル ����日数 �］－スコード �A �8 �C �D �E �‾‾‾‾‾‾戸‾‾‾‾‾‾ �＿6 � ��1人菖β屋 迫力Mt金 �ワイキ割注1） 

アウラ二 （部屋指定なし） � �ワイキキ・ビーチ・ マリオット （オーシャンビュー） �6 �H960Al �204；800 �209，800 �214，800 �219．800 �223．800 �231，800 �238，800 �296．800 ��81，000 �17，000 

アウラ二 （部屋指定なし） ��モアナ サーフライダー （窯患） �6 �H960A2 �249，800 �254，800 �259，800 �263，800 �266．800 �275，800 �283，800 �341，800 ��125．000 �39，000 

アウラ二 （部屋指定なし） � �　マリオット （オーシャンビュー） �6 �H960A3 �209，800 �214，800 �219，800 �224．800 �227．800 �236．800 �243，800 �301，800 ��86，000 �17，000 

アウラ二 （部屋指定なし） ��モアナ サーフライダー （窯患） �6 �H960A4 �229，800 �234，800 �243，800 �247，800 �252，800 �259，800 �266，800 �326．800 ��109，000 �39，000 

漂い寝こども特別代金（2～11才／注朝食はつきません） ������126，800 �129，800 �132．800 �135，800 �137，800 �139，800143，800 ��192，800 �大人と同額 � � 

こども代金割引額（軌、諾ことも代金適用外のお子楓2～11才） ������10，000円引き ��������大人と同額 � �大人と同額 

幼児旅行代金（2才未紺航空座席、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し、。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。
※廷泊代金は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侶顎となります。（注1）アウラ二十ワイキキ宿泊のコースでは、アウラ二での廷泊はできません。

★添い寝ことも特別代金＝大人2名以上と同量でベッド不要（削、凛）の2～11才のお子様に適用されます。客室内の僧品（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。

11
★ワイキキ宿泊ホテルのご注恵．ホテルの特典はありません。チェックイン時間は15．00となります。


