
2018.4月4日〜4月7日

成田発着 ホノルルコース　日本航空利用　Dグレードホテル 部屋指定なし〈基本=)／2名1室利用／おとな・こども同額〉
※国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります。燃油込み

89,800円〜122,800円

復路送迎付きプラン（■!）‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにてホテルから現地空港へご案内します。
●P.3の「各種プランについて」を必ずご覧ください。追加代金（お1人様／おとな・こども同額） 3,000円

成田発

滞在中の移動はおまかせ！ 

※詳しくは、「ルックJTBハワイ（黄色表紙のパンフレット）」パンフレットを
ご覧ください。‘OLI‘OLIスニーカー2階建てバスはご利用いただけます。
但し、‘OLI‘OLIシャトル、‘OLI‘OLIスニーカー オアフ絶景観光コースはご
利用いただけません。

ポイント

1 ‘OLI‘OLIウォーカー・
‘OLI‘OLIトロリー

ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018ツアー

追加代金
なしで
乗り放題！！

おすすめおすすめ トンイポ
ポイント

2
JTBなら滞在中の
サポートも万全！

6つのサポートデスクとハワイに精通した現地スタッフが様々な旅のご相談に
お答えします。

※詳しくは「ルックJTBハワイ（黄色表紙のパンフレット）」をご覧ください。

●オプショナルツアーのお申し込みやお支払い　●滞在中のご相談　
●スパ・ゴルフのご予約　●グルメクーポンのお申し込みやお支払い　
●無線LAN（Wi-Fi）無料サービス（‘OLI‘OLIインフォメーションセンター除く）

例えばこんな時にご利用ください！

2018年
4/8（日）
開催！

JAL便利用だから うれしい特典！ 

●お客様ご自身でのエントリーが必要となります。（P.2をご参照ください。）　●割
引方法をご案内しますので、必ずエントリー前に販売店にお申し付けください。エン
トリー手続き終了後に特典をさかのぼって適用したり、差額を返金することはできま
せんのでご注意ください。　●日本でのお申し込みの場合のみ適用となります。

大会エントリー料金を2,000円割引！特典
1

特典
2◆第1期エントリー料金：通常13,000円が

→11,000円に！
◆第2期エントリー料金：通常16,000円が

→14,000円に！

JALテントで
お食事をご用意

大会当日、フィニッシュエリアに
JAL便利用者専用のテントを設置
し、完走したランナーの皆さまに
お食事をご用意します。

 さらにうれしい！ 

■ランナー向け朝食弁当引き換え会場：トラベルプラザ
■場所：ワイキキ・ショッピング・プラザ地下1階
■ 引換日時：4月7日（土）17：00〜19：00 

ホノルル到着時にお渡しするクーポンと引き換えになり
ます。

〈朝食弁当の内容〉
おにぎり2個、バナナ1本、ゼリー飲料1個、水1本

全コース大会当日用の
ランナー向け朝食弁当付き！
消化吸収が良く、腹持ちの良い朝食をご用意！
大会前日にトラベルプラザにてお弁当と
引き換えいたします。

ハワイ
当パンフレット

なら！

大会概要、エントリー方法等につきましては右記のホームページでご確認ください。
●掲載内容は2017年11月1日現在の情報です。イベントのスケジュール及び内容は
予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。

www.jal.co.jp/hapalua/



（ホノルルマラソン協会）

主催
Honolulu Marathon Association

開催日時
2018年4月8日（日）  午前6時00分スタート
（車椅子競技部門は午前5時30分スタート）

大会名称　
Honolulu Harf Marathon Hapalua 2018
（日本語表記：ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018）

競技種目
●ハーフマラソン（21.0975㎞）
●ハーフマラソン車椅子競技部門（21.0975㎞）

ナンバーカード（ゼッケン）受け取りについて ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

「ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018」大会概要 2018年4月8日（日）開催！

エントリー料金が別途かかります ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

参加資格 大会当日の年齢が7歳以上の方。
但し、20歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。

■受取場所：ハワイ・コンベンションセンター4階ボールルーム（予定）
■受取日時：2018年4月6日（金）10：00～20：00（予定）
　　　　　　　　　 4月7日（土）9：00～16：00（予定）
■受取方法：受取方法の詳細はオフィシャルサイト等でご確認ください。

※7～14歳のお子様が参加される場合、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

※上記受取日以外や代理人による受け取りはできません。

詳細は日本事務局ハパルアオフィシャルサイト　http://thehapalua.jp/　をご覧ください。

エントリー方法
オンラインエントリー（20歳以上の方のみ）でのお申し込みとなります。
右記オフィシャルサイトよりエントリー手続きをお願いします。
※エントリー代行登録はできません。必ずお客様ご自身でエントリーしていただきますようお願いします。　※JAL便利用特典エントリー料金
2,000円割引についてのご案内をしますので、エントリー前に販売店にお申し付けください。　※お申し込み後のキャンセルや、名前の入れ替え、
権利の譲渡、申し込みイベントの変更および参加料の払い戻しは一切できませんので予めご了承ください。　※大会当日20歳未満の方は、同意
書に保護者の署名が必要なため上記オフィシャルサイトよりエントリーフォームをダウンロードし、郵送にてお申し込みとなります。

※参加者ご自身にてエントリーください。

http://thehapalua.jp/entry/

●掲載内容は2017年11月1日現在の情報です。イベントのスケジュールおよび内容は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。ご注意

コースNo.は下記の旅行代金表をご覧ください

発着地 成田
日本発着時
利用航空会社

国内線特別代金プランのご案内
日本航空（JL） 設定なし

利用ホテル 下記旅行代金表参照
食事 朝食1回（大会当日用弁当／表紙参照）／

昼食0回／夕食0回（基本/!共通）

添乗員
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
発日はご案内がありません（復路送迎付きプラン：!以外）
旅程管理者の連絡先は最終旅行日程表にてお知らせします

最少催行人員 1名 渡航手続き P.3の〔渡航手続きについて〕にて
ご確認ください

〈時間帯について〉右記スケジュール内の成田〜ホノルル間の発着時間帯は、国際線定期便の
運航スケジュールに基づいた目安です。（2017年11月1日現在）　◎臨時便となる場合があり
ます。航空会社の都合により、発着時刻が変更となる場合があります。　◎ご利用便の発着時
刻については、最終旅行日程表にてご確認ください。

●当コースにはエントリー料金は含まれておりません。別途、お客様ご自身でのエントリー
が必要となります。エントリーには年齢条件があります。下記をご参照ください。　●各ホテルとも表
示の時間（P.3参照）よりお部屋をご用意します。但し、航空機の到着時間、アメリカの入国審査、ホテ
ルまでの現地の交通事情によりホテルチェックインが遅れる場合があります。　●便名の指定はで
きません。　●ホテルおよび部屋・眺望タイプの変更はできません。　●‘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。到着日はアラモアナセンター経由となります。アラモアナセンターにて途中下車され
たお客様は、アラモアナセンターからワイキキのホテルまで‘OLI‘OLIウォーカーをご利用ください。

ご注意

成田発着   ホノルル 4・5・6・7日間

2 ●お申し込み前にP.3記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。　●「コースNo.の見方」はP.3をご覧ください。

■成田発着 ホノルル 4・5・6・7日間
　エコノミークラス席（Yクラス席） 旅行代金表

コース No. ／コース
●4日間：（6D1A4） ●5日間：（6D1A5） ●6日間：（6D1A6） ●7日間：（6D1A7）

出発日
2018年4月4日〜4月7日出発

ホテル（部屋・眺望タイプ）
（コース No./ ホテル）

日
数

おとな・こども旅行代金（基本=)） 単位：万円 　
日本航空 コースNo./航空（JLB）

割引・追加代金 単位：円
トリプル
割引代金

お1人部屋追加代金
（相部屋不可）4/4（水） 4/5（木） 4/6（金） 4/7（土）

Dグレードホテル
（部屋指定なし）

（XQ）

4 *** *** *** 89,800 -2,000 20,000 

5 *** *** 98,800 98,800 -3,000 30,000 

6 *** 110,800 110,800 110,800 -4,000 40,000 

7 122,800 122,800 122,800 122,800 -5,000 50,000 

オハナ・ワイキキ・イースト・
バイ・アウトリガー
 （部屋指定なし）

（M6）

4 *** *** *** 99,800 -4,000 26,000 

5 *** *** 109,800 109,800 -6,000 39,000 

6 *** 124,800 124,800 124,800 -8,000 52,000 

7 139,800 139,800 139,800 139,800 -10,000 65,000 

シェラトン・プリンセス・
カイウラニ・ホテル
 （部屋指定なし）

（ZZ）

4 *** *** *** 110,800 0 30,000 

5 *** *** 120,800 120,800 0 45,000 

6 *** 137,800 137,800 137,800 0 60,000 

7 154,800 154,800 154,800 154,800 0 75,000 

アロヒラニ・リゾート・
ワイキキ・ビーチ 
 （部屋指定なし）

（M8）

4 *** *** *** 117,800 -4,000 32,000 

5 *** *** 127,800 127,800 -6,000 48,000 

6 *** 144,800 144,800 144,800 -8,000 64,000 

7 161,800 161,800 161,800 161,800 -10,000 80,000 

ハイアット・リージェンシー・
ワイキキ・ビーチ・リゾート&スパ 

 （部屋指定なし）
（CZ）

4 *** *** *** 128,800 0 40,000 

5 *** *** 138,800 138,800 0 60,000 

6 *** 159,800 159,800 159,800 0 80,000 

7 180,800 180,800 180,800 180,800 0 100,000 

ノーベッドこども代金 84,800 84,800 84,800 84,800 ● こども代金、ノーベッドこども代金、
幼児代金の適用範囲については 
P.3をご覧ください。幼児代金 40,000円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　別途、約10,000円を販売店にお支払いください。空港税等について（裏表紙参照）

燃油サーチャージを含む（P.3参照）

スケジュール

1 1 1 1

19：50〜22：00：成田a
--------------------------------------（日付変更線通過）-------------------------------------
07：55〜10：15：ホノルル着　 
空港にて‘OLI‘OLIキット（‘OLI‘OLIカードや滞在中のご案内書面など）をお渡しします
その後は自由にお過ごしいただけます
◎‘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
◎チェックイン時間はホテルにより異なります（P.3参照）

2 2

・3
2
〜
4
2
〜
5

終日：自由行動

★滞在中乗り放題の‘OLI‘OLIウォーカーや、‘OLI‘OLIトロリーでショッピングや
観光をお楽しみください（停留所などの詳細は現地にてご確認ください）

3 4 5 6

【基本】お客様ご自身でご帰国便出発2時間30分前までに空港へ移動し、
航空会社へご自身でチェックインしていただきます。（交通費はお客様負担）

【復路送迎付きプラン：=!】追加代金要（表紙参照）‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにて空港へ
10：15〜15：00：ホノルルa
--------------------------------------（日付変更線通過）-------------------------------------

4 5 6 7 14：30〜19：00：成田着

ホノルル 255

 機中 21回

ホノルル　4月8日：L55／左記以外555

（土）
4/7（金）

4/6

（土）
7
・
（木）
4/5

（土）
7
〜
（水）
4/4

（土）
7
〜

4月8日（日）ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018
◎スタート地点まではご自身でご移動ください

●競技参加料は旅行代金に含まれておりません。
　詳しくは下記をご覧ください。



（ホノルルマラソン協会）

主催
Honolulu Marathon Association

開催日時
2018年4月8日（日）  午前6時00分スタート
（車椅子競技部門は午前5時30分スタート）

大会名称　
Honolulu Harf Marathon Hapalua 2018
（日本語表記：ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018）

競技種目
●ハーフマラソン（21.0975㎞）
●ハーフマラソン車椅子競技部門（21.0975㎞）

ナンバーカード（ゼッケン）受け取りについて ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

「ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018」大会概要 2018年4月8日（日）開催！

エントリー料金が別途かかります ※詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。

参加資格 大会当日の年齢が7歳以上の方。
但し、20歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。

■受取場所：ハワイ・コンベンションセンター4階ボールルーム（予定）
■受取日時：2018年4月6日（金）10：00～20：00（予定）
　　　　　　　　　 4月7日（土）9：00～16：00（予定）
■受取方法：受取方法の詳細はオフィシャルサイト等でご確認ください。

※7～14歳のお子様が参加される場合、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

※上記受取日以外や代理人による受け取りはできません。

詳細は日本事務局ハパルアオフィシャルサイト　http://thehapalua.jp/　をご覧ください。

エントリー方法
オンラインエントリー（20歳以上の方のみ）でのお申し込みとなります。
右記オフィシャルサイトよりエントリー手続きをお願いします。
※エントリー代行登録はできません。必ずお客様ご自身でエントリーしていただきますようお願いします。　※JAL便利用特典エントリー料金
2,000円割引についてのご案内をしますので、エントリー前に販売店にお申し付けください。　※お申し込み後のキャンセルや、名前の入れ替え、
権利の譲渡、申し込みイベントの変更および参加料の払い戻しは一切できませんので予めご了承ください。　※大会当日20歳未満の方は、同意
書に保護者の署名が必要なため上記オフィシャルサイトよりエントリーフォームをダウンロードし、郵送にてお申し込みとなります。

※参加者ご自身にてエントリーください。

http://thehapalua.jp/entry/

こども代金・ノーベッドこども代金・
幼児代金の適用範囲
●「こども代金」：旅行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空

座席、食事、ホテルのベッドなどをご利用になるお子様に適用されます。
●「ノーベッドこども代金」：旅行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様

で、航空座席をご利用になり、食事、ホテルのベッドなどを専用でご利用にならな
いお子様に適用されます。「ノーベッドこども代金」とは宿泊施設の宿泊代が発生
しない旅行代金です。宿泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービスの提供が
ないコースにおいては、宿泊機関に関する変更による旅程保証制度の適用はあり
ません。

●「幼児代金」：旅行出発日当日を基準として0歳以上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、ホテルのベッドなどを
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は

「ノーベッドこども代金」が適用されます。 

3

ご案内とご注意 お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申込前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上、お申し込みください。
なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

●ホノルルハーフマラソン・ハパルア2018出場に際する健康管理はお客様ご自身で責任をお持ちくだ
さい。傷がい・紛失・その他の事故については当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。　�
■記載内容について　●このパンフレットの記載内容は2018年4月4日〜4月7日出発まで有効です。記載
内容が変更となる場合がありますので、お申し込みの際は必ず販売店でご確認ください。　■旅行代金につ
いて　●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席（呼称は航空会社により異なります。当パンフ
レットではYクラスと表示します）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお1人分の代金です。　 
●こども代金、ノーベッドこども、幼児代金については、詳しくは上記をご覧ください。　●各種追加代金は、
特に記載のない限りおとな・こども同額となります。　■渡航手続きについて　●お持ちのパスポート（旅
券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等はお客様ご自身の
責任で行っていただきます。　●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。情報は2017年11月1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
ず最新情報をご確認ください。　●日本国籍ではないお客様は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管
理事務所へお問い合わせください。　■旅券（パスポート）について　●日本帰着日（残存期間が入国時90
日以上が望ましい）まで有効なIC旅券または機械読取式旅券が必要です。（2017年11月1日現在）　■ビ
ザ（査証）について　●査証は不要です（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2017年11月1日現在となり、
予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。　■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、航空機の保安強化のため、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
ないと航空券が発券できず、また情報に誤りがあると搭乗に支障をきたしますので、お申込時に販売店へ正
確な情報提供をお願いいたします。（2017年11月1日現在）　■お申し込みについて　●お申し込み時に
は、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された
場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。1文字違っていても本人と
は見なされず、当日航空機の搭乗ができないことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正
が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。
お客様交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。（幼児の氏名訂正の場合、同行者のおとなの方の
取消料・交替手数料もいただく場合があります）　●航空運送約款または航空会社の定めにより、日程上実
際に利用できない複数の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を
負いません。　●15歳未満の方がご参加いただく場合は、保護者の同行を条件とさせていただきます。　 
●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（英語）」
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。　●各ホテルの規制により、18歳未満の方のみの1室利用は
お受けできません。また、ホテルによって年齢制限が21歳未満となる場合があります。詳しくは販売店にお
問い合わせください。　●20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の同意書が必要です。　●身体に
障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする
方はその旨をご旅行申込時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお
申し出に基づき当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様のご負担とします。　●国・
地域によって、日曜・祝祭日に観光施設・商店が閉まっていることが多いため、出発日を決められる際にご注
意ください。なお、あらかじめ美術館や買い物など訪問箇所が決まっている場合は、休館日・休業日などの確
認のためお申し込み時に必ず販売店にお申し出ください。　■ホテルについて　●記載されているホテル
情報は2017年11月1日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。　■お部屋について　●ご
利用いただくお部屋はコネクティングルームの中扉に鍵をかけ、通常のお部屋としてご利用いただく場合が
あります。　■お部屋のベッドタイプについて　●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の「ツインベッ
ドルーム」とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。「ツ
インベッドルーム」の場合、2つのベッドが離れていない部屋や、2つのベッドサイズ、種類が異なる部屋が含
まれます。　●必ずしも利用人数と同数のベッドが用意されるとは限りません。　■利用人数／トリプル利

用について　●ご利用人数はお部屋により異なります。各ホテルページにてご確認ください。　●お1人ま
たは奇数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方
は、お1人部屋追加代金が必要となります。　●グループやご家族などで２部屋以上ご利用の場合、極力お
隣、またはお近くのお部屋となるようホテル側にリクエストしますが、ホテル側の事情により困難となる場合
もあります。　●トリプル（1部屋3名様利用）でご利用の場合は、２人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたは
ソファベッド）を入れて3名様でご利用いただくため手狭となります。またこの場合、キングサイズまたはクイー
ンサイズのベッド1台と簡易ベッド1台をご利用いただく場合があります。簡易ベッドの搬入は夜遅くなること
があります。　●記載のホテル情報は2017年11月1日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。 
■眺望タイプについて　●部屋指定なし：部屋タイプ、階数、お部屋からの眺望を指定できません。チェックイ
ン時にご利用いただけるお部屋が決定します。原則としてオーシャンビューではありません。　■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）。　■交通機関／乗継について　●日程表内に記載の航空機
発着時間帯は2017年11月1日現在を基準としています。　●時期・曜日により発着時刻が変更になる場合が
あります。また航空会社の都合により発着時刻等の変更を行う場合があります。　●運輸機関の遅延・不通・ス
ケジュール変更、またホテルの事情等により、旅行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目的地滞在時間の短縮お
よび観光箇所の変更・削除などが生じる場合もあります。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初
の日程に従った旅行サービスが受けられるよう手配努力します。　●当パンフレット掲載のコースはＩＴ運賃が
適用されており、航空機の往復利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗されなかった
場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。　 
●利用予定座席はエコノミークラス席（呼称は航空会社により異なります。当パンフレットではYクラス席と表
示します）となります。日本発ハワイ線の航空機は、全席禁煙となっていますのでご注意ください。　●窓側・通
路側等のご希望はお受けできません。　■大型手荷物持ち込みについて　●サーフボード、ウインドサーフ
ボード、ゴルフバッグ、ダイビング器材、自転車等の大型手荷物をお持ちになる際は、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〜ホテル間に別途運搬料
が必要な場合があります。大型手荷物をお持ちになる場合は、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。　■現地係員について　●現地係員は、現地にて空港・ホテルでの送迎斡旋、移動、観光、オプショ
ナルツアーなどのご案内を行います。これらの業務以外の日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には係員は
おりませんが、ワイキキでは、営業時間内において‘OLI‘OLIプラザ、‘OLI‘OLIステーション・アラモアナ、トラベル
プラザまたは‘OLI‘OLIインフォメーションセンターにて滞在中のご相談に応じます。　●現地係員は日本語を
話しますが、日本人とは限りません。あらかじめご了承ください。　■送迎について　●空港〜ホテル間の送
迎はJTB以外のお客様とご一緒になる場合があります。　■喫煙について　●ハワイ州では州およびカウン
ティ（郡）が定める公共の場所での喫煙が法律により禁じられており、違反した場合罰金が課せられます。ホテ
ルのほとんどの客室（ホテルによっては全客室）は禁煙ルームとして定められております。なお、喫煙・禁煙の指
定はお受けできませんのでご了承ください。　■道路横断中のスマートフォン等の使用について（オアフ島）　
●2017年10月25日から道路横断中のスマートフォン等の電子機器の使用禁止条例が施行されます。違反し
た場合は罰金が課せられますのでご注意ください。　■ご出発前のご案内　●宿泊ホテルおよび利用航空
会社などのスケジュールについては、ご出発の2週間前から7日前（遅くとも前日まで）にお渡しする「最終旅行
日程表」にてご確認ください。　●現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。　■各種プ
ランについて　●旅行企画・実施について　各種プランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本のコー
スに組み込まれ、全体としてひとつの募集型企画旅行として実施します。　●お申し込み後のお取り消しは、お
申し出時期により基本コースの出発日を基準に取消料が必要となります。プランのみのお取り消しの場合も、
基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額に対する取消料を上限として、基本コースの出発日を基
準に取消料が生じます。　■燃油サーチャージについて　●旅行代金に、燃油サーチャージのある航空会社の
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ありません。※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各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。　■アルコール飲料の提供について　●ハワイ州の法律により21歳以上の方が
対象になります。写真付き身分証明書の提示を求められる場合があります。

〈コースNo.の見方〉JTB お買得旅 ホームページで検索できます！
代金表のカッコ内で表記されているコースNo.／コース・航空・ホテルを右記の
順番で並べるとご希望コースのコースNo.になります。

〈例〉 成田発着 ホノルル4日間 日本航空　
　 Dグレードホテル（部屋指定なし）
　 コースの場合（P.2掲載）　

コース 航空 ホテル

6 D 1 A 4 - J L B - X Q

グレード ホテル名

D

●アクア・スカイライン・アット・アイランド・コロニー（★）　●アクア・アロハ・サーフ・ワイキキ（★）　
●ホリデイ・イン エキスプレス ワイキキ（★▲）　●アンバサダー ホテル ワイキキ（★）　
●パゴダ・ホテル　●ワイキキ・ゲートウェイ・ホテル　●アクア・ワイキキ・パール　
●アクア・バンブー・ワイキキ（★）　●アストン・ワイキキ・サークル・ホテル（★）　
●ポリネシアン・プラザ（★）　●ワイキキ・サンド・ビラ・ホテル　●ザ・エクウス・ホテル（★）　
●エバ・ホテル・ワイキキ（★）　●アクア・オヒア・ワイキキ（★▲）

ホテルグレードについて
JTBでは、各種資料や現地支店からの情報、長年の経験を通じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員の
レポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しております。また、年に一度の割合でグレードの見直しをしております。
　●グレードの高い順に「A→B→C→D」となります。これは設備、ロケーション、宿泊料金などを考慮したグレード表で
す。　●A〜Dのホテルグレードは、当該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他の地域と設備・
サービスが必ずしも同等ではありません。 ●☆印はハーフ・バスタブ（一般のバスタブと比べ浅く、大きさは半分程度）の
お部屋になります。また、ハーフ・バスタブのお部屋となる可能性が少しでもあるホテルに関しても「☆」としておりますの
でご了承ください。　●★印はバスタブなしのシャワーのみのお部屋となります。お部屋によってはバスタブ付きとなる
場合があります。 ●▲印はトリプル不可のホテルです。

〈ご案内〉ホテル内の改装工事を行っています（2018年5月下旬終了予定）。

おとな+こども（ベッドあり）3名まで
ノーベッドこども+幼児含めて4名まで

1室最大
利用人数

チェックイン15：00
チェックアウト11：00

◆部屋指定なし Aグレード

ハイアット・リージェンシー・
ワイキキ・ビーチ・リゾート＆スパ

‘OLI‘OLIプラザあり
‘OLI‘OLIプラザありチェックイン15：00

チェックアウト11：00

◆部屋指定なし Aグレード

おとな+こども（ベッドあり）3名まで
ノーベッドこども+幼児含めて4名まで

1室最大
利用人数
●�客室のバスはシャワーのみです。お部屋によってはバスタブ付きと
なる場合があります。

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ

おとな+こども（ベッドあり）3名まで
ノーベッドこども+幼児含めて4名まで

1室最大
利用人数

チェックイン15：00
チェックアウト11：00

◆部屋指定なし Bグレード

シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル

◆部屋指定なし
オハナ・ワイキキ・イースト・バイ・アウトリガー

おとな+こども（ベッドあり）3名まで
ノーベッドこども+幼児含めて4名まで

1室最大
利用人数

チェックイン15：00
チェックアウト12：00

Cグレード

●�客室のバスはシャワーのみです。お部屋によってはバスタブ付きとなる場合があります。

◆部屋指定なし
Dグレードホテル

下記の「ホテルグレードについて」記載のいずれかとなります。

※�チェックアウト時間はホテルによって異なります。�
現地にてご案内します。

チェックイン15：00 おとな+こども（ベッドあり）3名まで
ノーベッドこども+幼児含めて3名まで

1室最大
利用人数



■販売店にお支払いいただく空港税等一覧　（日本：おとな、（　）内はこども、幼児不要（※1のみ要） アメリカ：おとな・こども・幼児同額
　羽田空港からのご出発の場合、2歳未満の幼児でもこども運賃で座席をご利用する場合はこどもの税額が適用されます） （2017年11月1日現在）

●旅行代金には、空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券発券時に徴収する事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販売店へお
支払いください（2017年11月1日現在の下表参照）。　●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。

〈販売店にお支払いただく日本円換算額について〉
【2018年3月31日までに予約が完了した場合】
● 販売店にお支払いいただく日本円換算額はご出発の35日前に

確定させていただきます。日本円換算レートは、水〜土曜発は5
週間前の月曜午前中の終値、日〜火曜発は6週間前の月曜午
前中の終値（いずれも三菱東京UFJ銀行売渡レート）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。

【2018年4月1日以降に予約が完了した場合】
● 販売店にお支払いいただく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〜火曜に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の
終値（いずれも三菱東京UFJ銀行売渡レート）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。

● お申込み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。

● 右記日本円換算目安額は2017年11月1日現在、三菱東京UFJ銀
行売渡レートによります（10円未満は切り上げ）。1USドル=約115円

※1 ハワイアン航空利用の場合のみ（おとな・こども・幼児同額）
※2  座席を使用しない幼児は不要となります。　

空港税等について

旅のお問い合わせは、いつでも、どこからでも！

下記押印欄記載の販売店へ、どうぞ！  
海外事情に詳しい係員がご案内します。

ご自身のパソコン・スマートフォンで2
２４時間いつでもご予約、空席照会ＯＫ！  現地の最新情報もいっぱい！
さらにwebご予約後、お近くの販売店で旅のご相談もできます。お支払いは現金、旅行券、クレジットカードいずれも可能です。

JTBお買得旅

●日程表中のマーク・食事マーク　
　a 飛行機　
　2 機内食　
　5 食事なし

●時間帯の目安
　「時間帯の目安」は航空機・バスなどの移動の発着時刻を元にした目安時間です。日程表内に 
　表示されている時間帯は、ホテルの出発時刻ではなく、航空機・バス等の交通機関の出発時間 
　を表示しています。時間は右記の表を目安としてください。

マークの見方

国名 税の名称 対　象 税額／１回当たり 日本円目安額

日本

成田旅客サービス施設料 国際線出発 2,090（1,050）円 −
成田旅客保安サービス料 国際線出発       520（520）円 −
羽田旅客サービス施設料 国際線出発 2,570（1,280）円 −
羽田旅客保安サービス料 国際線出発※1 100（100）円 −

成田空港施設料 国内線出発および到着（第1・2ターミナル） 440（220）円 −
国内線出発および到着（第3ターミナル） 380（190）円 −

アメリカ
（ハワイ）

国際通行税（到着） 国際線到着 18.30USドル 2,110円
国際通行税（出発） 国際線出発 18.30USドル 2,110円

税関審査料 国際線到着   5.50USドル   640円
入国審査料 国際線到着   7.00USドル   810円

動植物検疫使用料 国際線到着   3.96USドル   460円
米国保安料 国際線および国内線搭乗   5.60USドル   650円

空港施設使用料※2 国際線および国内線出発   4.50USドル   520円

お近くの販売店で1

■募集型企画旅行契約�
この旅行は（株）JTBワールドバケーションズ（東京都品川区上大崎2-24-9 観光庁長官登録旅行業第
1691号。以下「当社」という。なお、2018年4月1日以降は株式会社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。2018年1月1日に（株）ジェイティービーから商号変更）が募集型
企画旅行契約に関わる「当社」の地位を承継します。）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
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて当社所定の申込書に所定の事項を記
入し、下記の申込金を添えてお申し込みください。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日以内に申込書の提出と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

■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21日目にあたる日より前に（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、お客様が当社が発行する又は
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�
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の利用日は「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。）

旅行代金 50万円以上 30万円以上
50万円未満

15万円以上
30万円未満

10万円以上
15万円未満 10万円未満

申込金
（お１人様）

10万円以上
旅行代金まで

5万円以上
旅行代金まで

3万円以上
旅行代金まで

2万円以上
旅行代金まで

旅行代金の
20％以上

旅行代金まで

お申し込みの際には、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。ルックJTBご旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準�
この旅行条件は2017年11月1日を基準としています。又、この旅行代金は2017年11月1日現在の
有効なものとして公示されている運賃・規則、または、2017年11月1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。

■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。

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

旅行代金の20％

旅行開始日の前々日〜当日 旅行代金の50％
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100％

請求コード ： 8481601
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。

■�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。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全
ホームページ：http://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発までの
間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内しま
すが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全ホー
ムページをご確認いただくようお勧めいたします。  
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.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」への
ご登録をお勧めします。

（受託販売） 旅行のご相談からお申し込みまで、皆様のお役に立つ当店をご利用ください。

（2018年3月31日まで）
旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1691号  日本旅行業協会正会員
東京都品川区上大崎2-24-9　〒141-0021

（2018年4月1日以降）

旅行企画・実施

（1月1日に（株）ジェイティービーから商号変更）
観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8602




