
ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド

P.4参照追加代金なし

P.3参照

2023.1月3日～2023.3月31日
成田・羽田・名古屋・関空・福岡発
全国各地からもご参加いただけます

満足が見える旅へ

P.2・3参照

◆ワイキキ内計6ホテルの宿泊者対象
「ルックJTBの
特別なラウンジ」を
ご宿泊ホテルにご用意

◆海上遊覧やローカルタウン散策
選べる旅の過ごし方 が
1つ選べます

◆ハワイの旅をもっと快適に
「オリオリハワイアプリ」

おすすめポイント！

旅行の心配事やトラブルも
ルックJTBがサポート

出発前のサポート 現地滞在中のサポート 帰国後のサポート

ルックJTB安心パック

◆キャンセルサポート
想定外の事由での旅行キャンセルも
サポートします。※適用条件があります
◆ルックJTB RAKUなびサポート
知りたい・聞いておきたい現地情報は、
メールまたは電話で問い合わせが

可能です。（P.3参照）

◆JTB緊急電話サービス
    24時間日本語で対応します。

◆JTBデスク
日本語での

滞在サポートサービス
（P.3参照）

◆コロナお見舞金
万が一、帰国後に新型コロナ
ウイルス感染症の陽性反応
が出てしまった場合には、
お見舞金をお支払いします。

※適用条件があります
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ルックJTBのお客様にホテル内の特別なラウン ジをご用意！

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

テラスエリアテラスエリア

テラスを改装しラグジュアリーな
雰囲気に生まれ変わりました。

ルックJTBルアナラウンジ

夕刻のドリンク一例夕刻のドリンク一例

ラウンジからの夜景ラウンジからの夜景ラウンジラウンジ内観内観

シェラトン ワイキキ

場 所

場 所

時 間

時 間

エバタワー3階
6：00〜22：00（※10：00〜11：00、
16：00〜17：00は清掃クローズ）

ホテル23階
7：00〜20：00

（※10：00〜10：30は清掃クローズ）

対象ホテル宿泊者限定！ 宿泊ホテル内のラウンジをご滞在中毎日、チェックイン前・チェックアウト 後でもご利用いただけます

●�無線LAN（Wi-Fi）をご用意
●日本語コンシェルジュサービス（7：00〜10：00、16：00〜20：00を予定）
 ・サービス提供時間・内容は変更となる場合があります。

●キッズルーム、マッサージコーナー、ゲームエリアあり
●無線LAN（Wi-Fi）をご用意
 ・サービス提供時間・内容は変更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×ルックJTBがお届けする充実のホテルステイ
ルックJTBのアロヒラニ宿泊者には、ロングボード・クラブでのお食事やドリンクなど、ご滞在中毎日お楽しみいただけるサービスをご用意しております。

・サービス提供時間・内容は変更となる場合があります。

◆  無線LAN（Wi-Fi）をご用意
◆プライベートカバナ（先着順/追加代金不要）

クラブラウンジ「ロングボート・クラブ」

◆無線LAN(Wi-Fi)をご用意
◆お食事やドリンクの提供はありません。

ルックJTBの専用のくつろぎスペース
「ワンダークラブ・ラウンジ」をご利用いただけます。

2023年4月1日以降のご利用については内容が変更・中止になる場合があります。利用対象日 ： 2023年3月31日まで

2023年4月1日以降のご利用については内容が変更・中止になる場合があります。
利用対象日 ： 2023年3月31日まで

ルックJTB Wonderclub
ワンダ ークラブ

ワンダークラブ・ラウンジワンダークラブ・ラウンジ

ご滞在中毎日、チェックイン前・
チェックアウト後もご利用いただけます!

ご滞在中毎日、チェックイン前・
チェックアウト後も

ご利用いただけます!

7：00〜10：00�コンチネンタル朝食とドリンクをご用意朝

6：00〜10：00�朝食のご用意朝

6：00〜10：00
朝食とドリンクをご用意

朝

11：00〜14：00�軽食とドリンクをご用意昼

10：00〜16：00
ソフトドリンクとスナックをご用意

昼

11：00〜16：00�ドリンクとスナックをご用意昼

16：00〜20：00
ドリンク（ビール、ワイン含む）とおつまみをご用意夕

17：00〜20：00
ドリンク（ビール、ワイン含む）
とおつまみをご用意

夕

20：00〜22：00
ドリンク（アルコールを除く）
とデザートをご用意

夜

16：00〜20：00
ハワイ産地ビール、16種類の幅広い
ワイン・コレクション、チーズなどの
おつまみをご用意

夕

ワイキキ・ブリューイング・
カンパニーの

オリジナル地ビールも
お楽しみください。

営業時間を
22時までに延長しました！

 ご飯と味噌汁も
あります

場 所 シースケープ5階 時 間 6：00〜20：00

場 所 シースケープ5階 時 間 6：00〜22：00

テラスエリア
リニューアル！

夜 20：00〜22：00
スウェル レストラン＆プールバーで
ドリンク（アルコール含む）を
お楽しみいただけます
※お1人様1泊あたり2杯（ノーベッドこども、幼児除く）

お1人様1泊あたり
15USドル×泊数分の
ルームクレジットを差し上げます
※ 利用可能施設は現地にてご案内します。

毎日お部屋にスイーツを
お届けします
※幼児除くロングボード・クラブ テラスロングボード・クラブ テラス
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出発前・滞在中もいつでも安心のサポート

ルックJTBのお客様にホテル内の特別なラウン ジをご用意！
衛生管理対策等、当社の関与し得ない事由により、Ｐ.2・3に記載の一部またはすべての内容がやむを得ず変更または中止と
なる場合があります(2022年11月1日現在）。　変更の代表例としてラウンジでの軽食提供がテイクアウトになるなどの場合
がありますが、詳細は現地ご到着後に現地係員にご確認ください。対象ホテル宿泊者限定！ 宿泊ホテル内のラウンジをご滞在中毎日、チェックイン前・チェックアウト 後でもご利用いただけます

ラウンジラウンジ内観内観 ラウンジ内観ラウンジ内観

ワイキキ・ビーチ・マリオット・
リゾート＆スパ

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・
ワイキキ・ビーチ・リゾート

ラウンジのラウンジのバルコニーバルコニー

モアナ サーフライダー
ウェスティン リゾート&スパ
ワイキキ ビーチ

場 所 ケアロヒラニタワー24階
7：00〜19：00

出発前から便利な機能がたくさん！
“オリオリハワイアプリ”

旅のご予定に合わせて知りたい情報や疑問は日本出発
前にメールまたは電話でお問い合わせください。

ルックJTB RAKUなびサポート
ハワイに精通した現地

在住のスタッフが、
日本語でお答えします。

日本出発前日本出発前／現地滞在中

海外用WiFiルーターのレンタルなら（別料金） ルックJTB WiFi 検索

詳細はこちら

「オリオリハワイ講座」
を動画でチェック
ハワイが初めての方も安
心。滞在中のサービスや
到着日・帰国日の流れな
どをご案内します。

ペーパーレス
でスッキリ！

ご宿泊ホテル
の情報を
確認できる！

各種チケット
オリオリカード
も電子化！

お知らせ
機能で情報を
ご案内！

よくあるご質問は
24時間対応の
チャットが便利！ 

ご相談
機能で
いつでも
安心！

マップとルート
検索で最適
経路が分かる！

HOTELHOTEL

オリオリハワイ ドットコム詳細は

THE NEXT

各ストアよりインストール後、ログインの上ご利用ください。

「オリオリハワイアプリ」

ご旅行のコースご予約完了の翌日10：00からご利用いただけます。

現地事情により、記載のサービスの一部または全てのサービスが変更または中止となる場合があ
ります。（2022年11月1日現在）

※�20：00〜6：00は緊急時のみのご案内となります（レス
トラン、アクティビティー、オプショナルツアー、お土産
のご予約はできません）。

滞在中のあらゆるご相談を24時間日本語でお応
えするJTBのお客様専用のコールセンターです。

オリオリインフォメーションセンター

オリオリ直通ダイヤル
宿泊ホテルから直通内線番号でオリオリインフォメーションセン
ターに問い合わせすることができます（通話料無料）
●対象ホテル：各ホテルページ（P.7〜11）参照

オリオリプラザ

どこからでも
アプリ通話

機能で
通話料無料
・ 通信費は
お客様負担

現地滞在中

オリオリ直通
ダイヤル P.3

オリオリ
プラザ P.3

ホテル内にあるサポートデスク。滞在に関するご相談やオプショナル
ツアーの申し込みなど、スタッフがサポートいたします。
●営業時間 ：  毎日／8：00〜17：00（変更となる場合があります）
● 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［2階山側］
● シェラトン ワイキキ［正面玄関横階段下］　● アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ［1階］
● ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート［ダイヤモンドヘッドタワー1階］

ハワイ最大のショッピングモール「アラモアナセンター」にある便利なサポートデスク。
●営業時間 ：  毎日／8：00〜17：00（変更となる場合があります）
●場所 ：  アラモアナセンター エヴァ（西）ウィング1階 海側

オリオリステーション・アラモアナ

7：00〜10：00
コンチネンタル朝食とドリンクをご用意

朝 7：00〜10：00
朝食ボックスをご用意

朝

7：00〜9：00
コンチネンタル朝食とドリンクをご用意
・ ボックス朝食またはビュッフェ形式のいずれか
での提供となり、お選びいただけません。

朝

ソフトドリンクをご用意
・ 引換券をお渡ししますので、お好きな時間にお

引き換えください（6：30～21：00予定）

昼
11：00〜14：00�軽食とドリンクのサービス昼

16：00〜20：00
ドリンク（ビール、ワイン含む）と
おつまみをご用意

夕

17：00〜20：00
ドリンク(アルコール含む）とおつまみを
ご用意

夕

17：00〜19：00
ドリンク（ビール、ワイン含む）とおつまみ
をご用意

夕

全時間帯のサービス
ドリンク（アルコールを除く）をご用意

全時間帯のサービス
ドリンク（アルコールを除く）とスナックを　
ご用意

時 間

場 所 カリアタワー最上階（25階）
7：00〜20：00（※10：00〜10：30は清掃クローズ）時 間

場 所 タワーウイング21階
7：00〜20：00

（※15：00〜16：00は清掃クローズ）
時 間

●無線LAN（Wi-Fi）をご用意
●マッサージチェアをご用意
・サービス提供時間・内容は変更となる場合があります。

ルックJTBルアナラウンジ内でお食事やドリンク
の提供はありません。下記は全てホテル内カフェ
WikiWikiにてテイクアウトでの提供となります。

●日本語スタッフが常駐　
　ルアナラウンジ内またはアジアサービスデスクに常駐。
●無線LAN（Wi-Fi）をご用意
 ・サービス提供時間・内容は変更となる場合があります。

●日本語コンシェルジュサービス
　（16：00〜20：00を予定）
・サービス提供時間・内容は変更となる場合があります。

無線LAN（Wi-Fi）アクセス無料

無線LAN（Wi-Fi）アクセス無料

利用対象日 ： 2023年3月31日まで

対象：当パンフレット掲載コースの下記6ホテル宿泊者
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オリオリスマートデリバリーワイキキ周辺巡回トロリー乗車券付き
※ご利用可能な車両は「HiBus」または「ワイキキ
トロリー」となり、ご指定はできません。
※HiBusは現在運休中ですが、運行再開後は
HiBusをご利用いただきます。 ※追加料金：1グループにつき配送用バッグ1袋無

料　※2袋目以降は10ドル（1袋あたり/現地払い）ワイキキトロリーのワイキキトロリーの
運行スケジュール、運行スケジュール、
停車所はこちら停車所はこちら▶▶

詳細は詳細は
こちらこちら▼▼

アラモアナセンターで預けた荷物を
当日中にお部屋までお届けします！

ワイキキトロリー運行車種の一例
配送用バッグと預ける荷物のイメージ

手ぶらで快適！滞在中乗り放題！

利用対象日 ： 2023年3月31日まで

●乗車時にオリオリカードをご提示ください。　●写真の運行車種は変更となる場合があります。
●観光案内はありません。　●天候・現地事情・交通状況により、予定のルート・停留場、スケジュールが
変更となる場合があります。　●ご宿泊ホテルによっては、停留所が徒歩圏内にない場合があります。
あらかじめご了承ください。　●HiBus及びワイキキトロリーはJTB以外のお客様もご利用になります。
●12歳未満のお子様のご乗車には保護者の同伴が必要です。

●300USドルを超える品物、貴重品、壊れやすいもの（ガラス製品、陶器、クッキーなど）、傷みやすいもの （果物、
生鮮品、惣菜）、スーツケース等、配送用バッグに納まらない大型荷物はご利用いただけません。また内容によって
ご利用をお断りする場合があります。　●お届け時間の指定はできません。　●交通規制等の現地事情によりご
利用いただけない場合があります。　●ホテル側の事情により、直接お部屋までお届けできない場合があります。
その際はお客様ご自身でホテルフロントまたはクロークでお受け取りいただきます。　●オリオリスマートデリバ
リー利用後の配送用バッグはお土産としてお持ち帰りいただけます。
■運行事業者：Tachibana Enterprise　JTB Hawaii Travel,LLC

1〜3より1つお選びください
日本事前予約要追加代金なし ランド分類 観光

日本事前予約不要追加代金なし

ご旅行のお申込みと同時にお申込みください。

※日本出発7日前までご予約いただけますが、座席数に
限りがあるため、お早めのお申込みがおすすめです。P.17
「ご案内とご注意」の「各種プランについて」、および「選べ
る旅の過ごし方共通のご注意」もあわせてご覧ください。

衛生管理対策等、当社の関与し得ない事由により、記載の一部またはすべての内容がやむを得ず変更または中止となる場合があります。
下記の「ご注意」も併せてご確認ください。(2022年11月1日現在）

衛生管理対策等、当社の関与し得ない事
由により記載の一部またはすべての内容
がやむを得ず変更または中止となる場合
があります。 (2022年11月1日現在）

ドール・プランテーションドール・プランテーション

ハレイワルートスニーカー

■�運行日：週4日（月・火・木・土曜日）
■�所要時間：約5時間（ハレイワ滞在約2時間）　■予定時間：8：50〜14：15頃
■�ワイキキ集合場所：参加券に記載してご案内します（Tギャラリア�by�DFSまたは
シェラトン�ワイキキを予定しております。）
■�含まれるもの：ワイキキ↕ハレイワ間往復送迎およびドライバーによる車内日本
語観光案内

●片道のみのご利用はできません。 車内では
ドライバー兼
日本語ガイドが
ご案内！
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ghtseeingsi
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ノスタルジックなオールドハワイの趣を残すハレイワ散策と
ドールプランテーションを訪れます。

オアフ島の東、人気のローカルタウン「カイルア」で、ショッピングや
グルメを楽しみたい方に便利なシャトル

海上からワイキキビーチや
ダイヤモンドヘッドを眺める絶景遊覧！

カイルアルートシャトル

■�運行日：週4日（火・水・金・日曜日）
■所要時間：約6.5時間（カイルア滞在約5時間）　■予定時間：8：30〜15：10頃
■�ワイキキ集合場所：参加券に記載してご案内します（Tギャラリア�by�DFSまたは
シェラトン�ワイキキを予定しております。）
■含まれるもの：ワイキキ
↕カイルア間往復送迎
●�片道のみのご利用はできません。�
●観光案内はありません。
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写真：オリオリオーシャン・スニーカーと
ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（空撮）船内船内

ワイキキ
エリアからの
送迎付き！

船上では
日本語ガイド
が楽しく
ご案内！

■運行日：週４日（月・水・金・日曜日）　
■所要時間：約3時間（内船上は約1時間）
■予定時間：6：45〜9：45頃　
■集合場所：参加券に記載してご案内します
■�含まれるもの：ワイキキ地区からの往復送迎、遊覧、ソフトド
リンクまたは水（1本）

※ご参加の際には免責同意書への署名が必要です。
※�天候・安全上の理由等により、船が遅延、欠航またはコース変更、代替の船（ガラ
スの船底がないタイプ）となる場合があります。
※JTB以外のお客様とご一緒になる場合があります。

詳細は販売店までお問い合わせください。

オーシャン・スニーカー「海上遊覧ルート」 
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オリオリスニーカーやシャトルの
ローカルタウン自由散策もデジタルによる

「ルックJTBオリジナル散策マップ」と
現地スタッフのおすすめ情報で　さらに充実！

◆�スマートフォンからアクセスし、現地情報満載の「ルックJTBオリジナル散策マップ」（※）をゲットして楽しもう！
◆�さらに！�ガイドがそばにいる感覚で楽しめる動画「オリオリ観光ガイド」（※）が観光のご案内！
　「ルックJTBオリジナル散策マップ」からアクセスしてこちらもお楽しみください！

※閲覧にはデータ通信が必要です。通信料はお客様負担となります。

オリオリアプリ��K0��を選択された方：�日本出発4日前から、散策マップとオリオリ観光ガイドのチェックが可能！
事前のスケジュールづくりに便利です！

カイルアタウンカイルアタウン様々なお店が立ち並ぶ様々なお店が立ち並ぶ
「ハレイワ・ストア・ロッツ」「ハレイワ・ストア・ロッツ」

写真提供：Hale’iwa Store Lots写真提供：Hale’iwa Store Lots カイルアルート
参加者対象 

電動自転車ツアー（日本語ガイド付き）
ルックJTB対象！

日本語ガイドとビーチを散策！

電動自転車ツアー電動自転車ツアー（イメージ）（イメージ）

追加料金要

アオキ・シェイブ・アイス撮影スポットアオキ・シェイブ・アイス撮影スポット

共 通
 

11si

ghtseeingsi

ghtseeing

 

22si

ghtseeingsi

ghtseeing



ハワイの楽しみ方もアレンジ自在！
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テラス席

■実施日：�2023年1月3日〜3月31日の水・木・日曜日（2/14を除く）※1
■最少催行人員：2名（2名1組のみ）※1日1組を予定しています。
■含まれるもの�：コース料理、税金、チップ　■開始時間：17:00（予定）※1
■場所：ロイヤル・ハワイアン内「アズーア」
■�運行事業者�：�Azure:�The�Royal�Hawaiian,�A�Luxury�Collection�Rewsort�Waikiki
※1：レストランの都合により変更となる場合があります

ダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを
一望できる海側のテラス席へご案内 アズーア ビーチサイドディナー
ご夫婦やハネムーンにおすすめのレストラン、アズーアで大人気の海側のテラス席をご用意しました。
コースメニューのディナーで夕暮れ時の素敵なひと時をお過ごしください。

夫婦
おすすめ

ハネムーンに
おすすめ

ご家族やご夫婦の記念日や誕生日の
お祝いを彩るディナープラン 記念日ディナー

■実施日：2023年1月3日〜3月31日　■開始時間：18:00〜18:30（予定）　■含まれるもの�：コース料理、税金、チップ
■最少催行人員�：�各レストラン1名（シグネチャー・プライム・ステーキ＆シーフードは2名）　■運行事業者：各レストラン
※ご用意可能なメッセージは、レストランにより異なりますので、各レストラン記載の対応メッセージをご確認の上、お申込みください。

シグネチャー・プライム・ステーキ＆シーフード��
最高級グレードのプライムビーフを42日以上熟成させた絶品ステーキと新鮮なシーフードが
味わえるファイン・ダイニング・レストラン。
■場所：アラモアナホテル36階　■�ご利用不可日:2/14
■�メッセージ：Happy�Birthday、Happy�Anniversary

ストリップステーキ・ワイキキ ミッシェルズ ルースズ・クリス・ステーキ・ハウス
地中海やパシフィック、エスニックのアレンジが加えられたコ
ンテンポラリー・フレンチ・メニューの数々が楽しめます。

全米に20 店以上のレストランを展開し、数々の受賞経歴
のあるシェフがプロデュースするレストラン。

1965 年ニューオーリンズで開店以来、今ではアメリカを代
表する高級老舗ステーキハウス。

■場所：インターナショナルマーケットプレイス3階
■ご利用不可日：月曜日、2/14
■メッセージ：Congratulations

■場所：カラカウア通り2895　■ご利用不可日：2/14
■メッセージ：Congratulations、Happy�Birthday

■場所：ワイキキ・ビーチ・ウォーク、ルワーズ・ストリート226�
■メッセージ：Congratulations

タオルミーナ・シチリアン・キュイジーヌ
現代的でスタイリッシュなタオルミーナでは、イタリア
南部シチリア島の料理を提供しています。
■�場所：ルワーズ・ストリート227
■�メッセージ：Congratulations

店内店内

店内店内 店内店内 店内店内

デザートにお祝いメッセージを添えてご用意します。ご家族やご夫婦で特別な時間をお過ごしください。

追加料金（2名あたり） 46,000円

「アズーア ビーチサイドディナー」のご案内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●日本出発の17日前までに販売店にお申し込みください。　●必ず2名様でお申込
みください。　●数に限りがあるため、満員の場合があります。お早目のお申し込みをおすすめします。　●送迎はつきませんので、ご
自身でレストランまでお越しください。　●メニューに含まれないお飲み物、お食事は別料金（税金およびチップ要）となります。　●レ
ストランの休業日、営業時間、ご利用開始時間、メニューについては変更になる場合があります。　●ご利用されなかった場合の払い戻
しはございません。　●クーポンはいかなる場合でも再発行できません。　●取消料：実施日の12日前以降・・・料金の100％

衛生管理対策等、当社の関与し得ない事由により、Ｐ.5に記載の一部またはすべての内容がやむを得ず変更または中止となる場合があります。(2022年11月1日現在）

アスパラガスサラダ
ポーチドスキャロップ
（ホタテの料理）
和牛ステーキ
デザート

コーヒーまたは紅茶

※1

追加料金（お1人様） 19,000円

追加料金
（お1人様）

18,000円

追加料金
（お1人様）

19,000円

追加料金
（お1人様）

16,000円

メニュー：
◆パン　◆シーフードトリオ　◆スープまたはサラダ
◆ステーキまたは黒豚のローストまたはサーモンのフィレ
◆サイドディッシュ　◆デザート
◆コーヒーまたは紅茶または緑茶

※2名様以上でお申込みください。
追加料金（お1人様） 12,000円

メニュー：
◆前菜（スープとサラダ）
◆トマトのポモドーロ
◆牛フィレ肉のグリル
◆デザート　◆コーヒー

●日本出発の12日前（ルースズ・クリスは19日前、ミッシェルズは35日前）までに販売店へお申し込みください。　●レストランの休業日、営業時間、ご利用開始時間、メ
ニューについては予告なく変更となる場合があります。　●メッセージ付きデザートは、記念日対象のご本人またはカップルへのご用意となります。　●送迎は含まれません。ご自身で各レストランへ
お越しください。オリオリハワイアプリからのタクシー予約がおすすめです。オリオリハワイアプリについてはP.3をご確認ください。　●ディナーは18時30分（ミッシェルズは18時）からとなります。混
雑状況によりお取りできない場合はご利用時間が変更となる場合があります。　●メニューに含まれない飲み物、お食事は別料金（税金およびチップ要）となります。　●数に限りがあるため満席の場
合があります。お早目のお申し込みをおすすめします。●男性は襟付きシャツと長ズボン、女性はカジュアルすぎない服装をご着用ください。（ビーチサンダルは不可）　●ご利用されなかった場合の払
い戻しはございません。　●クーポンはいかなる場合でも再発行はできません。　●取消料：実施日の7日前以降・・・料金の100％

「記念日ディナー」のご案内

●旅行形態はお客様と販売店との間の手配旅行契約となります。　
● ツアーごとに明記している現地法人が実施します。各ツアーはそれぞれの運行事業者が所在

する国（州）または地域の法に準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されませ
ん。また旅行契約は当社らがお客様に予約完了となった旨を通知した時に成立します。 

● 料金については、特に記載のない限りおとな・こども同額のお1人様の料金となります。特に
記載のない場合、こども料金は、オプショナルツアー実施日当日を基準に、2歳以上12歳未満
のお子様に適用します。また、ノーベッドこども代金でご参加の場合でもオプショナルツアー
にお申し込みの場合はこども料金が必要となります。幼児（2歳未満）の料金は、一部のオプ
ショナルツアーを除いて無料ですが予約は必要です。また、座席、ツアー中の食事は提供され
ません。 

● お子様のみの参加はできません。12歳未満の方は必ず親権者同伴にてお申し込みください。
18歳未満の方は親権者の同伴または同意書が必要となります。同行者料金の設定がある場
合を除き、同伴者も大人の正規料金が必要です。 

● お申し込みはお申し込み販売店にてお受けいたします。料金はお申し込み販売店にお支払い
ください。

●ツアーにより、お申し込み後の手配となる場合があります。 
● ツアーにより満員となり、ご希望のツアー、ご希望の日にご参加いただけない場合もあります。
● 日本にてお申し込みいただいたオプショナルツアーでも最少催行人員に満たない場合は催

行中止となる場合があります。催行の可否は参加日の前日17時までに決定し、その後のご連
絡となります。 

● 到着日のオプショナルツアーの日本申し込みは基本的にはお受けできません。 

オプショナルツアー共通のご案内

メニュー：◆エスカルゴまたはサーモン　◆スープまたは
サラダ　◆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

メニュー：◆サラダ　◆ステーキまたはバーベキューシュリン
プまたは本日のお魚料理または地鶏のオーブンロースト　
◆サイドディッシュ　◆デザート　◆コーヒーまたは紅茶

メニュー：◆フレンチフライ　◆サラダまたはシュリンプ
カクテル　◆ステーキ　◆サイドディッシュ　◆デザート

店内店内

日本事前予約要 ランド分類 OP

夫婦
おすすめ

ファミリー
おすすめ

ハネムーンに
おすすめ
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食事 朝食0回・昼食0回・夕食0回 添乗員 同行しません　現地係員がご案内します
最少催行人員 １名、但しコネクティングルームは3名 渡航手続き P.17の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

マイセレクト ホノルル5・6・7・8日間

コースNo.はP.12・13
の旅行代金表を
ご覧ください

ノーベッド
こども
代 金
P.16各ホテルページ

早特特典 アレンジ
できます

P.14

一部
コースを
除く

一部
航空会社
のみ

一部
航空会社
のみ

一部
航空会社
のみ

一部
ホテル
のみ

ルーム
タイプ
プラン
P.16

片 道
Cクラス

P.14

上 級
エコノミー

P.14

片 道
上 級
エコノミー

P.14

発着地
および
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 ビジネスクラス（Cクラス）席／上級エコノミークラス席のご案内
成田発着 日本航空（JL）、ANA（NH）（※1）、ハワイアン航空（HA)

P.15 P.14
羽田発着 日本航空（JL）、ANA（NH）（※1）、ハワイアン航空（HA）
関空発着 ハワイアン航空（HA）、日本航空（JL）

名古屋発着 日本航空（JL）
福岡発着 ハワイアン航空（HA）選

べ
ま
す

ホテル
（P.7～11
参照）

〈 〉内は
ホテル
グレード

下記以外のホテル バスタブ付きのお部屋をご用意
下記のホテル お部屋・ベッドタイプにより浴室は異なります　詳しくは各ホテルページをご覧ください
アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ、ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ

ハレクラニ<L> アロヒラニ リゾート ワイキキ ビーチ<A>
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<A> ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ<A>
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ ワイキキ ビーチ<A> ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート<A>
シェラトン ワイキキ<A> シェラトン・プリンセス・カイウラニ<B>

日次
スケジュール

成田発着 羽田発着 関空発着 名古屋発着 福岡発着

1 1 1 1

各地発a〈フライトパターンが選べます P.18フライトスケジュール参照〉

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（ 日 付 変 更 線 通 過 ） -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホノルル着　　団体出口を出て空港ＪＴＢカウンターへお越しください
 K0 （基本）オリオリハワイアプリ（※2）を利用されるお客様：オリオリハワイアプリの二次元バーコードを読み取り受付を行いますので、事前にアプリ
にログインの上お越しください
滞在中のご案内や各種チケットなど必要書類は日本出発の４日前よりアプリ内でご覧いただけます
 K1 オリオリハワイアプリ（※2）を利用されないお客様：受付を行いますので、お名前をお申し出ください　滞在中のご案内や各種チケットなど必要
書類をお渡しします
受付後、係員がスーツケースなどの大きな荷物をお預かりし、ご宿泊ホテルのお部屋までお届けします 
お客様はオリオリエアポート・エクスプレス（※３）に乗車いただき、アラモアナ・センター経由でホテルまたはホテル付近へお送りします 
ご希望のお客様はワイキキ中心地（ワイキキショッピングプラザ）での下車も可能です（※４）
ハレクラニ宿泊コースはお客様ごとに専用車（※6）でホテルへご案内　荷物は専用車に積載してホテルまで運びます
チェックイン時間はホテルにより異なります（詳しくは各ホテルページ参照）

2・3
2
～
4

2
～
5

2
～
6

終日： 自由行動　「選べる旅の過ごし方」から1つをお選びください（P.4参照）
ショッピングやレストランへの移動に便利なワイキキ周辺巡回トロリー乗車券付きです（P.4参照）　

4 5 6 7

チェックアウト時間はホテルにより異なります（詳しくは各ホテルページ参照）
ホテルのベルスタッフがお部屋までスーツケースなどの大きな荷物を回収に伺います（※5）
07：10～12：30 ：オリオリエアポートエクスプレス（※3）にて空港へ 
ハレクラニ宿泊コースはお客様ごとに専用車（※6）で空港へご案内　荷物は専用車に積載して空港まで運びます 
ホノルルa〈フライトパターンが選べます P.18フライトスケジュール参照〉

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（ 日 付 変 更 線 通 過 ） -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5 6 7 8 各地着

ホノルル 255

並び席をご用意（申込条件あり／P.19参照）

ホノルル 555

並び席をご用意（申込条件あり／P.19参照）

 機 中 21回

（※1） ANAはエアージャパンとのコードシェア便またはウェットリース便となる場合があります。その場合、エアージャパンの機材・乗務員・機内サービスで運航されます。詳細は最終旅行日
程表にてご案内します。

（※2）コースご予約時にK0またはK1の選択が必要です。K0の場合、日本出発前にオリオリハワイアプリ（詳細はP.3）のインストールとログインが必要です。　
（※３） オリオリエアポート・エクスプレスは空港～ホテル間の混乗送迎車です。JTB以外のお客様もご利用になる場合があります。また、車種は大型・中型バス、バンを予定していますが、人

数によってタクシーとなる場合があります。　
（※４）アラモアナセンターまたはワイキキ中心地（ワイキキショッピングプラザ）にて途中下車されたお客様は、ホテル付近まではワイキキ周辺巡回トロリーまたは徒歩でご移動ください。　
（※5）回収を希望されないお客様はご帰国前日18時までにオリオリインフォメーションセンターまたはお近くのオリオリプラザにお申し出ください。
（※6） 専用車はオリオリタクシー利用の予定です。コースお申し込みのグループの人数やお荷物の量により分乗いただく場合や、荷物を別車両で運ぶ場合があります。スーツケース等の

積載可能荷物数（目安）はノーベッドこどもおよび幼児を除くお1人様あたり1つ。

ご注意

空港〜ホテル間の移動をプライベート車両で快適に！ 衛生管理対策等、当社の関与し得ない事由により、Ｐ.6に記載の一部またはすべて
の内容がやむを得ず変更または中止となる場合があります。(2022年11月1日現在）

日本事前予約要日本事前予約要

追加代金（1台） 4,000円 追加代金（1台） 4,000円
■定員：4名（こども・幼児含む）
■荷物の目安：中型スーツケース等の荷物3個まで

■定員：4名（こども・幼児含む）
■荷物の目安：�中型スーツケース等の荷物3個まで

オリオリ帰国日タクシープラン
ランド分類 送迎ランド分類 送迎

　　　　●表示の追加代金は2023年1月3日〜3月31日利用までのお客様が対象となります。　●日本出発の7日前までに販売店にお申し込みください。　●サーフボード等の大型手
荷物は有料となります。　●基本的に英語ドライバーとなり、日本語ガイドは同乗しません。　●P.17「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。　〈到着日〉●お
客様の都合による途中下車、ホテル以外での下車はできません。　●航空機の遅延等によりご利用いただけない場合、100％の取消料がかかります。　〈帰国日〉●乗車地点は宿泊ホテル
となります。

ご案内

到
着
日

帰
国
日

オリオリまっすぐタクシープラン 
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Lグレード

オーキッドが描かれた美しいプールと外観オーキッドが描かれた美しいプールと外観
Photo courtesy of HalekulaniPhoto courtesy of Halekulani

■毎日／7：00〜22：00　■マカイウイング2階
◆ロッカールームの利用　◆シャワールームの利用　◆インターネットの利用
・�混雑状況によりご利用いただけない場合があります。

シャワールーム等を備えた休憩エリアです。チェックイン時間前に到着された時
やチェックアウト後のご出発前までご利用いただけます。

ホスピタリティー・スイート

ハレクラニ
創業からおよそ１世紀、ハワイ語で
「天国にふさわしい館」の名にふ
さわしく、世界中のトラベラーを
魅了し続けるラグジュアリーホテ
ル。名門ホテルならではの上質感
ときめ細やかなホスピタリティを
堪能できます。

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

部屋・眺望タイプ ホテルチェックイン
時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン有無（P.16参照）
追加代金なし

1室の最大利用人数 洗浄機能
付きトイレ
有無

おとな・こども
(ベッドあり)

ノーベッドこども・
幼児含むダブルベッド

1 ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンフロント 15時 約48㎡ ツインベッド ○ 3名 3名 ○
2 オーシャンフロント 15時 約48㎡ ツインベッド ○ 3名 3名 ○
3 オーシャンビュー 15時 約48㎡ ツインベッド ○ 3名 3名 ○

※ホテル側の都合により変更となる場合があります。

■お部屋一覧

ルックJTBのおすすめポイント

◆  対象：2023年1/4チェックイン以降  
1 2 に2連泊以上ご宿泊のお客様は、通常のチェックイン時間が15：00のところ、

　 ルックJTBなら! ホテルチェックイン時間が13：00！
◆  対象：2023年1/4チェックイン以降   1 2 にご宿泊のお客様は 
　 1部屋につき25USドル×宿泊日数分のルームクレジットをご用意します。
・�ホテル内レストラン、ルームサービス、スパ、ギフトショップなど、お部屋付け可能な施設でご利用いただけます。
・P.17「ご案内とご注意」〈ルーム（リゾート・フード・アクティビティー）クレジットについて〉をお読みください。

対象期間に2連泊以上なら13時チェックインの特典付き 
（除外日あり）ルックJTBのおすすめポイント参照

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。

◆�スパークリングワイン（1部屋に1本）を差し上げます。

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 追加代金

オーキッズ セットメニュー
（アメリカ料理）

7:30～11:00
（月～土）

1枚あたり7,600円
（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

1   客室客室一例一例
Photo courtesy of HalekulaniPhoto courtesy of Halekulani

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。 ●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含まな
い）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。

海からの外観海からの外観

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

八角形の高層ツインタワーがひと際目を引くワイ
キキのランドマーク的存在。個性的なショップや
話題のレストランが並ぶモールなど設備も充実し
ており、快適にお過ごしいただけます。

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

部屋・眺望タイプ
ホテルチェックイン時間 お部屋の広さ

（バルコニー含む）
基本の

ベッドタイプ
ルームタイププラン有無（P.16参照）

追加代金なし
1室の最大利用人数 洗浄機能

付きトイレ
有無

通常15時（※）のところ
当パンフレットでは下記

おとな・こども
(ベッドあり)

ノーベッドこども・
幼児含むダブルベッド

1 20階以上・オーシャンフロント 13時 約40〜46㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○
2 10階以上・オーシャンフロント 13時 約40〜46㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○
3 オーシャンフロント 13時 約40〜46㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○
4 部屋指定なし 14時 約38〜43㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

■お部屋一覧

オリオリ
プラザ P.3

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 追加代金

ショア ビュッフェメニュー
（アメリカ料理）

6:00～11:00
（毎日）

1枚あたり5,500円
（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

Aグレード

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆客室および、ロビーエリアでの無線LAN（Wi-Fi）利用　◆エコボトル（ホテル内各フロア
で水を補充できます）　◆歯磨き粉、歯ブラシ、室内スリッパ　◆ホテル内ショップ、スパ、レ
ストランの割引クーポン　◆客室からの長距離および国際電話（1日につき60分まで）
◆ハイアット・エコ・トートバッグ　◆ビーチアメニティ&デッキチェアのご利用� など

ルックJTBでは旅行代金に〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

ルックJTBのおすすめポイント

◆ 　　　　  ルックJTB ルアナラウンジ＆テラスを
ご利用いただけます（P.2・3参照）

【利用可能施設】ホテル内レストラン、ナ・ホオラ・スパ
・右記5連泊以上特典は重複してご利用いただけます。　・P.17「ご案内とご注意」〈ルーム（リ
ゾート・フード・アクティビティー）クレジットについて〉をお読みください。
・�旅行開始日の119日前以降に出発日変更、旅行者交替、コース変更、氏名・
性別の変更・訂正、ルームタイププランの追加・変更・取消が発生した場合、
早特特典は対象外となります。

ルックJTB 早特特典（P.17参照）
◆  1 2 3 に3連泊以上のお客様には、120日前までのご予約完了で、

1部屋につき30USドル分のルームクレジット付

3   客室客室一例一例

【利用可能施設】ホテル内レストラン、ナ・ホオラ・スパ
�・左記早特特典は重複してご利用いただけます。
�・P.17「ご案内とご注意」〈ルーム（リゾート・フード・アクティビティー）クレジットについて〉をお読みください。

◆ 1 2 3  に5連泊以上ご宿泊のお客様には1部屋につき60USドル分のルームクレジット付

チェックアウト：12：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。
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外観外観

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート
& スパ ワイキキ ビーチ

タワーウイング・10階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンビュー

ワイキキ最古の歴史と伝統を誇るオーシャンフロントの
デラックスホテル。気品に満ちたヴィクトリア調の造りで

「ワイキキのファーストレディ」とも呼ばれています。

部屋・眺望タイプ ホテルチェックイン時間 お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無おとな・こども

(ベッドあり)
ノーベッドこども・

幼児含むダブルベッド

1 タワーウイング・10階以上・ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンビュー 15時 約39㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

2
タワーウイング・10階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンビュー・
コネクティングルーム ※1  

15時 1部屋約39㎡ 選べません × 6名 8名 ○

3 タワーウイング・オーシャンビュー 15時 約39㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

4 タワーウイング・オーシャンビュー・コネクティングルーム ※1    15時 1部屋約39㎡ 選べません × 6名 8名 ○

5 タワーウィング 15時 約39㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

6 タワーウイング・コネクティングルーム ※1  15時 1部屋約39㎡ 選べません × 6名 8名 ○

※1：最少催行人員3名、3名以上でお申し込みください。

■お部屋一覧

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆�ザ・ビーチバーにてお好
きなドリンク（お1人様1
杯）を差し上げます（アメ
リカ産ビール、ハウスワイ
ン、シャンパンまたはソフ
トドリンクよりお選びくだ
さい）。

Aグレード

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合が
あります。

◆客室内およびホテル公共エリア内での無線LAN（Wi-Fi）利用
◆�オアフ島全域でご利用可能なポケット無線LAN（Wi-Fi）の貸し出し�
（1部屋につき1つ）
　・数に限りがあります。・日本出発前のご予約はお受けできません。
◆�カルチャーアクティビティ（レイ作り、ウクレレ及びフラレッスン、歴史
探訪ツアーなど）� など

ルックJTBでは旅行代金に
〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

オリオリ直通
ダイヤル P.3

ルックJTBのおすすめポイント

◆�ルックJTBルアナラウンジをご利用いただけます
（P.2・3参照）

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 ご利用不可日 追加代金

ザ・ベランダ セットメニュー
（アメリカ料理）

6:00～10:30
（毎日） 2/14 1枚あたり6,000円

（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

1

ザ・ベランダザ・ベランダ

1  客室 客室一例一例

ルックJTBルアナラウンジ・コンチネンタル朝食の一例ルックJTBルアナラウンジ・コンチネンタル朝食の一例

ザ・ビーチバーザ・ビーチバー

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在の
ものです。ホテル都合により予告
なく変更となる場合があります。

バ
ス
ル
ー
ム

バルコニーバルコニー （一例）（一例）

バーチャルツアー
はこちら！
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Aグレード

海からの外観海からの外観

シェラトン ワイキキ

15階以上・オーシャンフロント

ワイキキビーチの中心に建つ便利なロケーション。海と
つながり無限に広がっているかのように感じるインフィ
ニティ・エッジ・プールをはじめ、アクティビティーも多彩
に揃い、ファミリーやカップルにも好評です。

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆�アメニティー・ストアでお好きなアメニティー（スナックやドリンク類）を
詰められるアメニティー・バッグ（1部屋におひとつ）を差し上げます。

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆�客室内、ホテル公共エリアでの無線LAN（Ｗｉ−Ｆｉ）のご利用　
◆�フィットネス&カルチャークラス
　（レイ作り、ヨガ、ウクレレレッスンなど）
◆�オアフ島全域でご利用可能なポケット無線LAN（Ｗｉ-Ｆｉ）の貸し出し
（1部屋につき1つ）
　・�数に限りがあります。日本出発前のご予約はお受けできません。� など

ルックJTBでは旅行代金に
〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

ルックJTBのおすすめポイント

◆�ルックJTBルアナラウンジをご利用いただけます
（P.2・3参照）

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 ご利用不可日 追加代金

カイ・マーケット セットメニュー
（アメリカ料理）

6:30～10:30
（毎日） 2/14 1枚あたり5,500円

（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

2

カイ・マーケットカイ・マーケット

2  客室 客室一例一例

インフィニティプールインフィニティプール

部屋・眺望タイプ
ホテルチェックイン時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無通常15時（※）のところ

当パンフレットでは下記
おとな・こども
(ベッドあり)

ノーベッドこども・
幼児含むダブルベッド

1 10階以上・ダイヤモンドヘッドが見える
オーシャンフロント 15時 約28㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

2 15階以上・オーシャンフロント 15時 約28㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

3 15階以上・オーシャンフロント・
コネクティングルーム※1 15時 1部屋約28㎡ ツインベッド×2 × 6名 8名 ○

4 オーシャンフロント 15時 約28㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

5 オーシャンフロント・コネクティングルーム※1 15時 1部屋約28㎡ 選べません × 6名 8名 ○

6 パーシャルオーシャンビュー 15時 約32㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

7 パーシャルオーシャンビュー・
コネクティングルーム※1 15時 1部屋約32㎡ 選べません × 6名 8名 ○

8 部屋指定なし 14時 約32〜35㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ○

9 コネクティングルーム※1 1部屋は14時、
もう1部屋は15時 1部屋約32〜35㎡ 選べません × 6名 8名 ○

※ホテル側の都合により変更となる場合があります。　※1：最少催行人員3名、3名以上でお申し込みください。

■お部屋一覧

オリオリ
プラザ P.3オリオリ直通

ダイヤル P.3

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。 ●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含
まない）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。　●パーシャルオーシャン
ビュー：窓側から海は見えませんが、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよびバルコニーがないお部屋の場合は窓側か
ら海の一部しか見えないお部屋。）

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在の
ものです。ホテル都合により予告
なく変更となる場合があります。

2020年に全てのお部屋が改装されました！

バスルームと洗面台の一例バスルームと洗面台の一例

洗面台をバスルームの外に出し、ト
イレは洗浄機能付きトイレを全室に完
備しました。洗面台とは別で室内にド
レッサーが置かれている点もポイン
トです。

日本人向けにバスルーム
をリニューアル！
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アロヒラニ リゾート
ワイキキ ビーチ

カラカウア通り沿いに位置し、ビーチや
ショッピング、ホノルル動物園にも好立
地。ビーチサイドとシースケープの2棟か
らなる大型ホテルで、館内の巨大水槽は
お子様連れのファミリーにも人気です。

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

部屋・眺望タイプ
ホテルチェックイン時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無通常15時（※）のところ

当パンフレットでは下記
おとな・こども
(ベッドあり)

ノーベッドこども・
幼児含むダブルベッド

1 ビーチサイド・オーシャンフロント 13時 約35㎡ ツインベッド ○※3 3名 4名 ○

2 シースケープ・20階以上・
ダイヤモンドヘッドが見えるーシャンビュー 13時 約31㎡ ツインベッド ○※3 3名 4名 ×

3 パーシャルオーシャンビュー 13時 約31㎡ ツインベッド ○※3 3名 4名 ×
4 パーシャルオーシャンビュー・コネクティングルーム※1 1部屋は13時、もう1部屋は15時 1部屋約31㎡ 選べません※2 × 6名 8名 ×

※ホテル側の都合により変更となる場合があります。　※1：最少催行人員３名、３名以上でお申し込みください。　※2：浴室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。　※3：浴室はシャワーのみです。

■お部屋一覧

オリオリ
プラザ P.3Aグレード

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆ワイヤレスインターネットアクセス　◆客室からの市内通話
◆客室からの長距離電話（米国本土内、国際電話／滞在中60分まで）
◆ボトルウォーター2本 ※ロビーに精製水ステーション有
◆客室内コーヒー・紅茶サービス
◆ Beach Candy Waikiki（アストン・ワイキキ・ビーチ・ホテル内）で

各種ビーチアイテムの無料レンタル など

ルックJTBでは旅行代金に〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

オリオリ直通
ダイヤル P.3

ルックJTBのおすすめポイント
◆�アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ×ルックJTBがお届けする
　充実のホテルステイサービス付き（P.2・3参照）
◆ 1 2 �に4連泊以上ご宿泊のお客様はホテル到着後、すぐにお部屋をご用意します!

さまざまなアイテムと引き換えが可能です。
◆�3連泊以上ご宿泊のお客様にはオリオリダラーを差し上げます!

1  客室 客室一例一例

オーシャナリウムバーオーシャナリウムバー

ホテルの動画をコチラから
ご覧いただけます！

 1・2 にご宿泊のお客様は…
1部屋につき75USドル分

� 3 ・ 4 にご宿泊のお客様は…
1部屋につき25USドル分

〈部屋・眺望タイプ別オリオリダラー金額一覧表〉

ご利用方法および引き換えアイテムは
ホテルチェックイン時にご案内します。

外観外観

ワイキキ・ビーチ・マリオット・
リゾート＆スパ

ワイキキ・ビーチから歩いてすぐと
いう好立地。館内には美術館並み
のコレクションの絵画が飾られ、
アロハスピリットあふれるスタッフ
が温かくお出迎え。2021年に全館

（客室含む）改装されました。

部屋・眺望タイプ
ホテルチェックイン時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無通常15時（※）のところ

当パンフレットでは下記
おとな・こども
(ベッドあり)

ノーベッドこども・
幼児含むダブルベッド

1 ケアロヒラニタワー・10階以上・デラックス・オーシャンビュー 12時 約38㎡ ツインベッド ○※1 3名 4名
ツイン
ベッド
： ○
ダブル
ベッド
： ×

2 ケアロヒラニタワー・10階以上・
デラックス・オーシャンビュー／コネクティング ※3

1部屋は12時、
もう1部屋は15時 1部屋約38㎡ 選べません※2 × 6名 8名

3 オーシャンビュー 13時 約32〜38㎡ ツインベッド ○※1 3名 4名
4 オーシャンビュー・コネクティングルーム ※3  1部屋は13時、もう1部屋は15時 1部屋約32〜38㎡ 選べません※2 × 6名 8名
5 部屋指定なし 14時 約32〜38㎡ ツインベッド ○※1 3名 4名
6 コネクティングルーム ※3 1部屋は14時、もう1部屋は15時 1部屋約32〜38㎡ 選べません※2 × 6名 8名

※ホテル側の都合により変更となる場合があります。　※1：浴室はシャワーのみです。　※2：浴室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。
※3：最少催行人員3名、3名以上でお申し込みください。

■お部屋一覧

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ�・販売店にお申し付けください。

◆ スパークリング・ワイン（1部屋にハーフボトル1本）とホテルロゴ入りシャンパングラス
（2個）を差し上げます。

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。

◆ スパークリングワイン（1部屋に1本）を差し上げます。

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 ご利用不可日 追加代金
クヒオ・ビーチ・

グリル
ビュッフェメニュー※
（アメリカ料理）

5:00～11:00
（毎日） 2/14 1枚あたり5,600円

（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆客室内・館内での高速インターネット　
◆到着時のレイサービス　◆ビーチチェアのレンタル
◆ゴープロのレンタル　◆エコボトル（滞在中１回／2本）
◆カルチャークラス体験 など

ルックJTBでは旅行代金に〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

ルックJTBのおすすめポイント

◆�ルックJTB�ルアナラウンジを
　ご利用いただけます（P.2・3参照）

1   客室一例客室一例

詳しい情報を
動画で
チェック！

※セットメニューになる場合があります

オリオリ直通
ダイヤル P.3Aグレード

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

12に4連泊以上ならすぐにお部屋をご用意
（ルックJTBのおすすめポイント参照）
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ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・
ワイキキ・ビーチ・リゾート

ワイキキ屈指の広大な敷地に
プール、20ものレストランや
ラウンジ、約 90のショップな
どを擁し、ホテルを出ることな
くリゾートステイが完結する
まさに“ビレッジ”です。熱帯
の花々が咲き誇るトロピカル
ガーデンは散策にぴったり。

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

部屋・眺望タイプ
ホテル

チェックイン
時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無おとな・こども

(ベッドあり)
ノーベッドこども・

幼児含むダブルベッド

1 レインボータワー・15階以上・
ダイヤモンドヘッドが見えるオーシャンフロント 16時 約39㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ×

2 レインボータワー・15階以上・ダイヤモンドヘッドが見える
オーシャンフロント・コネクティングルーム※1 16時 1部屋約39㎡ 選べません × 6名 8名 ×

3 レインボータワー・オーシャンビュー 16時 約39㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ×
4 レインボータワー・オーシャンビュー・コネクティングルーム※1 16時 1部屋約39㎡ 選べません × 6名 8名 ×
5 部屋指定なし 16時 約32〜46.5㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ×
6 コネクティングルーム※1 16時 1部屋約32〜46.5㎡ 選べません × 6名 8名 ×

※1：最少催行人員３名、３名以上でお申し込みください。

■お部屋一覧

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 追加代金

トロピックス・バー＆グリル セットメニュー
（アメリカ料理）

6:30～10:30
（毎日）

1枚あたり6,000円
（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆ 客室内およびホテル内公共エリアでの無線LAN（Wi-Fi）のご利用
◆映画視聴、テレビゲームのご利用　
◆ 客室からの市内通話、800番号（フリーダイヤル）通話
◆ ハワイアン・カルチャー・アクティビティー体験
◆朝の野外エクササイズ など

ルックJTBでは旅行代金に〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
ルックJTBのおすすめポイント

◆�ルックJTB�ルアナラウンジをご利用いただけます（P.2・3参照）

外観とラグーン（空撮）外観とラグーン（空撮）

1   客室客室一例一例

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。 ●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バ
ルコニーは含まない）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。　
●パーシャルオーシャンビュー：窓側から海は見えませんが、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよびバルコニーが
ないお部屋の場合は窓側から海の一部しか見えないお部屋。）

シェラトン・プリンセス・
カイウラニ

ホテルの衛生管理
取り組みはコチラ▶

（予告なく変更となる場合があります。）

ホテルからハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。

◆ 「スプラッシュバー」にてお好きなドリンク（お1人様1杯）を差し上げます。

外観外観

ハワイ王室最後の王女、カイウラニ王女が住んだ土地に建ち、優美なたたずまいが印象的。
客室は快適性を重視しながら落ち着いた雰囲気のインテリアで統一。ワイキキビーチをはじめ
ホノルル動物園なども徒歩圏内です。

部屋・眺望タイプ
ホテル

チェックイン
時間

お部屋の広さ
（バルコニー含む）

基本の
ベッドタイプ

ルームタイププラン
有無（P.16参照）

追加代金なし

1室の最大利用人数
（コネクティングルームは2室） 洗浄機能

付きトイレ
有無おとな・こども

(ベッドあり)
ノーベッドこども・

幼児含むダブルベッド
1 タワーウイング・パーシャルオーシャンビュー 15時 約31㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ×
2 タワーウイング 15時 約28〜33㎡ ツインベッド ○ 3名 4名 ×
3 タワーウイング・コネクティングルーム ※1 15時 1部屋約28〜33㎡ 選べません × 6名 8名 ×
4 部屋指定なし 15時 約27〜33㎡ ツインベッド × 2名 3名 ×

※1：最少催行人員3名、3名以上でお申し込みください。

■お部屋一覧

利用可能レストラン名 メニュー 営業日時 ご利用不可日 追加代金

スプラッシュ・バー セット
メニュー

平日：6:30～10:30
土日：6:30～11:30 2/14 1枚あたり4,500円

（おとな・こども同額）

朝食ミールクーポンのご案内（P.16参照）
※当ホテルご宿泊以外の方もご購入いただけます。 ランド分類 MC

料金・チップ
不要

※ 情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

◆ オアフ島全域でご利用可能なポケット無線LAN（Wi-Fi）の貸し出し（1部屋につき1つ）
　・数に限りがあります。日本出発前のご予約はお受けできません。
◆客室内、ホテル公共エリアでの無線LAN（Wi-Fi）のご利用
◆カルチャー・アクティビティへの参加（レイ・メイキング、ウクレレ・レッスン、フラ・レッスン等）
◆ヨガ・クラスへの参加
◆サーフボードお預かり など

ルックJTBでは旅行代金に〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

オリオリ
プラザ P.3

オリオリ直通
ダイヤル P.3

Aグレード

Bグレード

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。

チェックアウト：11：00
※情報は2022年11月1日現在のものです。ホテル
都合により予告なく変更となる場合があります。
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マイセレクト　ホノルル5・6・7・8日間　エコノミークラス席（Yクラス席）旅行代金表

成田発着 のその他フライトパターンおよび各発着地別航空会社フライトパターン割引・追加代金はP.19をご覧ください

旅行代金カレンダー
P.19参照

6・7日間は同額コースあり! 
部が同額です

出発日

発
着
地

成田発着
2023年1月3日〜3月31日の毎日出発
但し、成田発着  ANA、
羽田発着  ハワイアン航空(HA458/HA457)、 
関空発着  日本航空、
名古屋発着 ・ 福岡発着 については

P.18出発日一覧表に記載のある出発日

羽田発着

関空発着

名古屋発着

福岡発着

コースNo.／コース
日数 5日間 6日間 7日間 8日間

発
着
地

成田発着 D1GA5 D1GA6 D1GA7 D1GA8
羽田発着 DPGA5 DPGA6 DPGA7 DPGA8
関空発着 R1GA5 R1GA6 R1GA7 R1GA8

名古屋発着 L1GA5 L1GA6 L1GA7 L1GA8
福岡発着 X1GA5 X1GA6 X1GA7 X1GA8

部屋・眺望タイプ
（コースNo.／ホテル） 日数

旅行代金（おとな1名様／2名1室利用
〈コネクティングルームは4名2室利用〉）  単位：万円  

成田発着  日本航空（往路JL784／復路JL783便）
コースNo.／航空 （JL5）

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）A B C D E F
ハレクラニ  ホテル情報 P.7 　

ダイヤモンドヘッドが見える・
オーシャンフロント

（14）

5 45.30 49.30 51.80 53.80 57.30 59.30 -54,000 246,000 
6 53.50 57.50 60.00 62.00 65.50 67.50 -72,000 328,000 
7 61.70 65.70 68.20 70.20 73.70 75.70 -90,000 410,000 
8 69.90 73.90 76.40 78.40 81.90 83.90 -108,000 492,000 

オーシャンフロント
（3Z）

5 43.80 47.80 50.30 52.30 55.80 57.80 -51,000 231,000 
6 51.50 55.50 58.00 60.00 63.50 65.50 -68,000 308,000 
7 59.20 63.20 65.70 67.70 71.20 73.20 -85,000 385,000 
8 66.90 70.90 73.40 75.40 78.90 80.90 -102,000 462,000 

オーシャンビュー
（HM）

5 41.80 45.80 48.30 50.30 53.80 55.80 -45,000 216,000 
6 49.00 53.00 55.50 57.50 61.00 63.00 -60,000 288,000 
7 56.20 60.20 62.70 64.70 68.20 70.20 -75,000 360,000 
8 63.40 67.40 69.90 71.90 75.40 77.40 -90,000 432,000 

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   ホテル情報 P.7 　

20階以上・オーシャンフロント
（CN）

5 34.40 37.40 39.90 41.90 45.40 47.40 -27,000 138,000 
6 39.00 42.00 44.50 46.50 50.00 52.00 -36,000 184,000 
7 43.60 46.60 49.10 51.10 54.60 56.60 -45,000 230,000 
8 48.20 51.20 53.70 55.70 59.20 61.20 -54,000 276,000 

10階以上・オーシャンフロント
（CQ）

5 32.80 35.80 38.30 40.30 43.80 45.80 -21,000 126,000 
6 37.00 40.00 42.50 44.50 48.00 50.00 -28,000 168,000 
7 41.20 44.20 46.70 48.70 52.20 54.20 -35,000 210,000 
8 45.40 48.40 50.90 52.90 56.40 58.40 -42,000 252,000 

オーシャンフロント
（CP）

5 32.00 35.00 37.50 39.50 43.00 45.00 -18,000 120,000 
6 36.00 39.00 41.50 43.50 47.00 49.00 -24,000 160,000 
7 40.00 43.00 45.50 47.50 51.00 53.00 -30,000 200,000 
8 44.00 47.00 49.50 51.50 55.00 57.00 -36,000 240,000 

部屋指定なし
（CS）

5 28.70 31.70 34.20 36.20 39.70 41.70 -6,000 84,000 
6 31.50 34.50 37.00 39.00 42.50 44.50 -8,000 112,000 
7 34.30 37.30 39.80 41.80 45.30 47.30 -10,000 140,000 
8 37.10 40.10 42.60 44.60 48.10 50.10 -12,000 168,000 

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ ワイキキ ビーチ  ホテル情報 P.8 　
タワーウイング・10階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える

オーシャンビュー（OD）
コネクティングルーム同額（OL）

5 35.70 38.70 41.20 43.20 46.70 48.70 -24,000 144,000 
6 40.50 43.50 46.00 48.00 51.50 53.50 -32,000 192,000 
7 45.30 48.30 50.80 52.80 56.30 58.30 -40,000 240,000 
8 50.10 53.10 55.60 57.60 61.10 63.10 -48,000 288,000 

タワーウイング・
オーシャンビュー（S ）

コネクティングルーム同額（TI）

5 32.60 35.60 38.10 40.10 43.60 45.60 -18,000 117,000 
6 36.50 39.50 42.00 44.00 47.50 49.50 -24,000 156,000 
7 40.40 43.40 45.90 47.90 51.40 53.40 -30,000 195,000 
8 44.30 47.30 49.80 51.80 55.30 57.30 -36,000 234,000 

タワーウイング（XR）
コネクティングルーム同額（YJ）

5 31.00 34.00 36.50 38.50 42.00 44.00 -12,000 105,000 
6 34.50 37.50 40.00 42.00 45.50 47.50 -16,000 140,000 
7 38.00 41.00 43.50 45.50 49.00 51.00 -20,000 175,000 
8 41.50 44.50 47.00 49.00 52.50 54.50 -24,000 210,000 

シェラトン ワイキキ  ホテル情報 P.9 　

10階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える

オーシャンフロント（AS）

5 35.60 38.60 41.10 43.10 46.60 48.60 -27,000 147,000 
6 40.50 43.50 46.00 48.00 51.50 53.50 -36,000 196,000 
7 45.40 48.40 50.90 52.90 56.40 58.40 -45,000 245,000 
8 50.30 53.30 55.80 57.80 61.30 63.30 -54,000 294,000 

15階以上・
オーシャンフロント（B8）

コネクティングルーム同額（ IB）

5 33.60 36.60 39.10 41.10 44.60 46.60 -21,000 132,000 
6 38.00 41.00 43.50 45.50 49.00 51.00 -28,000 176,000 
7 42.40 45.40 47.90 49.90 53.40 55.40 -35,000 220,000 
8 46.80 49.80 52.30 54.30 57.80 59.80 -42,000 264,000 

オーシャンフロント
（YA）

コネクティングルーム同額（ I1）

5 32.80 35.80 38.30 40.30 43.80 45.80 -21,000 126,000 
6 37.00 40.00 42.50 44.50 48.00 50.00 -28,000 168,000 
7 41.20 44.20 46.70 48.70 52.20 54.20 -35,000 210,000 
8 45.40 48.40 50.90 52.90 56.40 58.40 -42,000 252,000 

パーシャルオーシャンビュー
（I8）

コネクティングルーム同額（YU）

5 31.70 34.70 37.20 39.20 42.70 44.70 -15,000 114,000 
6 35.50 38.50 41.00 43.00 46.50 48.50 -20,000 152,000 
7 39.30 42.30 44.80 46.80 50.30 52.30 -25,000 190,000 
8 43.10 46.10 48.60 50.60 54.10 56.10 -30,000 228,000 

部屋指定なし（BY）
コネクティングルーム同額（B4）

5 31.70 34.70 37.20 39.20 42.70 44.70 -15,000 114,000 
6 35.50 38.50 41.00 43.00 46.50 48.50 -20,000 152,000 
7 39.30 42.30 44.80 46.80 50.30 52.30 -25,000 190,000 
8 43.10 46.10 48.60 50.60 54.10 56.10 -30,000 228,000 

ルックJTBルアナラウンジ オリオリプラザ

ルックJTBルアナラウンジ

ルックJTBルアナラウンジ オリオリプラザ

燃油
サーチャージを
含む（P.17参照）

1

2

1 2

1

2

3

3

3 4

4

5 6

6 7

8 9

4 5

2 3

1
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成田発着 のその他フライトパターンおよび各発着地別航空会社フライトパターン割引・追加代金はP.19をご覧ください

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。　●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含
まない）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。 ●パーシャルオーシャン
ビュー：窓側から海は見えませんが、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよびバルコニーがないお部屋の場合は窓側から海の
一部しか見えないお部屋。）

こども代金  単位：円 おとな旅行代金より 一律-20,000

ノーベッドこども代金・幼児代金 P.16参照

別途、成田発着  約13,900円、 
羽田発着  約14,200円、関空発着  約14,400円、名古屋発着  約14,200円、
福岡発着  約12,300円を販売店にお支払いください。

空港税等について（P.16参照）

部屋・眺望タイプ
（コースNo.／ホテル） 日数

旅行代金（おとな1名様／2名1室利用
〈コネクティングルームは4名2室利用〉）  単位：万円  

成田発着  日本航空（往路JL784／復路JL783便）
コースNo.／航空 （JL5）

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）A B C D E F
アロヒラニ リゾート ワイキキ  ビーチ オリオリプラザ  ホテル情報 P.10 　

ビーチサイド・オ－シャンフロント 
（Y ）

5 33.00 36.00 38.50 40.50 44.00 46.00 -39,000 129,000 
6 37.30 40.30 42.80 44.80 48.30 50.30 -52,000 172,000 
7 41.60 44.60 47.10 49.10 52.60 54.60 -65,000 215,000 
8 45.90 48.90 51.40 53.40 56.90 58.90 -78,000 258,000 

シースケープ・２０階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える

オーシャンビュー
（Z9）

5 31.60 35.10 37.10 39.10 42.60 44.60 -33,000 117,000 
6 35.50 39.00 41.00 43.00 46.50 48.50 -44,000 156,000 
7 39.40 42.90 44.90 46.90 50.40 52.40 -55,000 195,000 
8 43.30 46.80 48.80 50.80 54.30 56.30 -66,000 234,000 

パーシャル
オーシャンビュー（3I）

コネクティングルーム同額（6Y）

5 29.20 32.20 34.70 36.70 40.20 42.20 -30,000 99,000 
6 32.50 35.50 38.00 40.00 43.50 45.50 -40,000 132,000 
7 35.80 38.80 41.30 43.30 46.80 48.80 -50,000 165,000 
8 39.10 42.10 44.60 46.60 50.10 52.10 -60,000 198,000 

ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート&スパ　10/1以降  ホテル情報 P.10 　

ケアロヒラニタワー・10階以上・
デラックス・オーシャンビュー（AQ）

コネクティングルーム同額（MD）

5 33.50 36.50 39.00 41.00 44.50 47.00 -27,000 135,000 

6
38.00 41.00 43.50 45.50 49.00 51.50

-36,000 180,000 

7 -45,000 225,000 

8 42.50 45.50 48.00 50.00 53.50 56.00 -54,000 270,000 

オーシャンビュー
（FQ）

コネクティングルーム同額（FK）

5 29.90 32.90 35.40 37.40 40.90 43.40 -15,000 99,000 
6 33.20 36.20 38.70 40.70 44.20 46.70 -20,000 132,000 
7 36.50 39.50 42.00 44.00 47.50 50.00 -25,000 165,000 
8 39.80 42.80 45.30 47.30 50.80 53.30 -30,000 198,000 

部屋指定なし（FX）
コネクティングルーム同額（FN）

5 28.30 31.30 33.80 35.80 39.30 41.80 -12,000 87,000 
6 31.20 34.20 36.70 38.70 42.20 44.70 -16,000 116,000 
7 34.10 37.10 39.60 41.60 45.10 47.60 -20,000 145,000 
8 37.00 40.00 42.50 44.50 48.00 50.50 -24,000 174,000 

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート ルックJTBルアナラウンジ オリオリプラザ  ホテル情報 P.11 　

レインボータワー・15階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える

オーシャンフロント（QB）
コネクティングルーム同額（DX）

5 31.60 34.60 37.60 40.60 44.10 46.10 -21,000 117,000 

6 35.50 38.50 41.50 44.50 48.00 50.00 -28,000 156,000 

7 39.40 42.40 45.40 48.40 51.90 53.90 -35,000 195,000 

8 43.30 46.30 49.30 52.30 55.80 57.80 -42,000 234,000 

レインボータワー・
オーシャンビュー（LC）

コネクティングルーム同額（44）

5 30.00 33.00 36.00 39.00 42.50 44.50 -15,000 105,000 
6 33.50 36.50 39.50 42.50 46.00 48.00 -20,000 140,000 
7 37.00 40.00 43.00 46.00 49.50 51.50 -25,000 175,000 
8 40.50 43.50 46.50 49.50 53.00 55.00 -30,000 210,000 

部屋指定なし（LE）
コネクティングルーム同額（OX）

5 28.60 31.60 34.60 37.60 41.10 43.10 -9,000 87,000 
6 31.50 34.50 37.50 40.50 44.00 46.00 -12,000 116,000 
7 34.40 37.40 40.40 43.40 46.90 48.90 -15,000 145,000 
8 37.30 40.30 43.30 46.30 49.80 51.80 -18,000 174,000 

シェラトン・プリンセス・カイウラニ  ホテル情報 P.11 　

タワーウイング・
パーシャルオーシャンビュー

（8E）

5 27.10 30.10 32.60 34.60 38.10 40.10 -9,000 72,000 
6 29.50 32.50 35.00 37.00 40.50 42.50 -12,000 96,000 
7 31.90 34.90 37.40 39.40 42.90 44.90 -15,000 120,000 
8 34.30 37.30 39.80 41.80 45.30 47.30 -18,000 144,000 

タワーウイング（54）
コネクティングルーム同額（61）

5 25.80 28.80 31.30 33.30 36.80 38.80 -9,000 66,000 
6 28.00 31.00 33.50 35.50 39.00 41.00 -12,000 88,000 
7 30.20 33.20 35.70 37.70 41.20 43.20 -15,000 110,000 
8 32.40 35.40 37.90 39.90 43.40 45.40 -18,000 132,000 

部屋指定なし（6A）
5 25.00 28.00 30.50 32.50 36.00 38.00

トリプル
不可

60,000 
6 27.00 30.00 32.50 34.50 38.00 40.00 80,000 
7 29.00 32.00 34.50 36.50 40.00 42.00 100,000 
8 31.00 34.00 36.50 38.50 42.00 44.00 120,000 

ルックJTBルアナラウンジ

燃油
サーチャージを
含む（P.17参照）

1 2

2 3

1

3 4

2

1 2

3 4

5 6

3 4

1

5 6

4

〈コースNo.の見方〉
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 現地係員がご案内するマイセレクト ホノルル５日間 
日本航空（往路JL784／復路JL783便）利用 シェラトン・ワイキキ

（パーシャルオーシャンビュー／ベッドタイプ：ツインベッド）コースの場合（P.12掲載）

コース 航空 ホテル

D 1 G A 5 - J L 5 - I 8
ルック JTBホームページで検索できます！



アレンジできます

ビジネスクラス（Ｃクラス）席／上級エコノミークラス席プラン
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発
着
地

成
田
発
着

羽
田
発
着

関
空
発
着

名
古
屋
発
着

福
岡
発
着

日本航空（JL）

1/3、3/17・18、
3/22～27

1/4・5、2/5～25、
3/11～16、

3/19～21、3/28～31
1/6～2/4、

2/26～3/10

往復 420,000 480,000 500,000

片道 220,000 250,000 260,000

左記マークの
付いたコースが
対象です。P.14

〈ビジネスクラス席プラン〉〈上級エコノミークラス席プラン〉
各コースの日本発着国際線区間

●座席数には限りがあるため、お早めのお申し込みをおすすめします。

■対象区間：

各シートプラン旅行代金の算出方法

Cクラス席／上級エコノミークラス席
プラン追加代金

Cクラス席／上級エコノミークラス席
ご利用旅行代金

エコノミークラス（Ｙクラス）席旅行代金
おとな旅行代金 フライトパターン別割引・追加代金

●利用航空会社によって、フライトパターン別割引・追加代金およびCクラス席／上級エコノミークラス席プラン追加代金が異なります。　●「ノーベッドこども代金」のお子様がCクラス席／
上級エコノミークラス席をご利用の場合でも、フライトパターン別割引・追加代金およびCクラス席／上級エコノミークラス席プラン追加代金が必要となります。

片 道
Cクラス
P.14

上 級
エコノミー
P.14

片 道
上 級
エコノミー
P.14

●成田・羽田発着のANACクラス席は片道のみのご利用はお受けできません。
■Cクラス席／上級エコノミークラス席プラン追加代金（お1人様／おとな・こども同額）�

ハワイアン航空
（HA）

1/14～3/15 3/16～18、
3/24～27

1/3～13、
3/19～23、3/28～31

往復 190,000 410,000 510,000

片道 ※1 105,000 215,000 265,000

1/3～3/31

往復 48,000

片道 ※2 25,000

設定なし

ANA（NH）
1/3～3/27 3/28～31

往復 520,000 540,000

1/6～3/15 3/16～18、
3/24～27

1/3～5、
3/19～23 3/28～31

往復 50,000 140,000 168,000 198,000

片道 30,000 75,000 89,000 104,000

ハワイアン航空
（HA）

1/14～3/15 3/16～18、
3/24～27

1/3～13、
3/19～23、3/28～31

往復 250,000 440,000 550,000

片道 ※1 135,000 230,000 285,000

1/3～3/31

往復 48,000

片道 ※2 25,000

日本航空（JL）

1/3、3/17・18、
3/22～27

1/4・5、2/5～25、
3/11～16、

3/19～21、3/28～31
1/6～2/4、

2/26～3/10

往復 500,000 570,000 590,000

片道 ※1 260,000 295,000 305,000

1/3～5 3/15～31 1/6～3/14

往復 160,000 188,000 216,000

片道 ※2 85,000 99,000 113,000

ANA（NH）
1/3～8 1/9～3/27 3/28～31

往復 590,000 620,000 640,000

2/9～11、
2/22・23、3/16

2/1～8、2/12～21、
2/24～3/15

1/11～31
3/19～23

1/3～10、
3/17・18、3/24～31

往復 140,000 170,000 184,000 258,000

片道 75,000 90,000 97,000 134,000

ハワイアン航空
（HA）

2/19～3/13 3/14～17、
3/25～28

3/18～24、
3/29～31

往復 500,000 520,000 540,000

片道 ※1 260,000 270,000 280,000

2/19～3/31

往復 48,000

片道 ※2 25,000

日本航空（JL）
3/11～31 3/4～10 1/3～3/3

往復 500,000 530,000 550,000

片道 260,000 275,000 285,000

設定なし

ハワイアン航空
（HA）

1/9・10、
1/14～2/6

1/3～8、1/11～13、
2/7～3/31

往復 490,000 810,000

片道 ※1 255,000 415,000

1/3～3/31

往復 48,000

片道 ※2 25,000

日本航空（JL）
3/18～24 3/11～17 1/3～3/10、

3/25～31
往復 500,000 520,000 550,000

片道 260,000 270,000 285,000

※1 片道上級エコノミークラス席との組み合わせは販売店にお問い合わせください。 ※2 片道Cクラス席との組み合わせは販売店にお問い合わせください。

航空会社 Cクラス席
往復・片道 日本出発日／追加代金　単位：円

上級エコノミークラス席
往復・片道 日本出発日／追加代金　単位：円

●別途P.19「フライトパターン別割引・追加代金」が必要となります。　●表示の代金および諸条件は当パン
フレット掲載の〈成田・羽田・関空・名古屋・福岡〉2023年1月3日〜3月31日出発に適用されます。　●出発
日基準の代金です。搭乗日基準ではありません。　●特に記載のない限り、日本発着の国際線区間のみ対
象となります。それ以外の区間はYクラス席（エコノミークラス席）となり、往復の空港・現地での旅行サービ
ス内容（幹旋・バス・ホテル・食事）、お荷物の取扱いについてもYクラス席と同条件となります。　●記載のC
クラス席／上級エコノミークラス席は、ルックJTBが独自に設定したもので、条件等は普通運賃とは異なり、
各航空会社が提供するビジネスクラス席／上級エコノミークラス席のお客様向けサービス、付帯サービス
やキャンペーンは適用にならない場合があります。　●『ルックJTBの並び席』については、P.19をご覧くだ
さい。　●ご予約内容を変更される場合、お申し出の時期により航空券の再発券に関わる手数料がかかり
ます。　●回答には3日程度（土・日・祝日を除く）必要となりますが、状況により一定の期間お待ちいただく場
合があります。　●お申し込み後の手配のため、ご希望に添えない場合があります。その場合には、基本日
程の座席（エコノミークラス席）にてご参加いただきます。予約をお取りできず、お申し込みコース自体を取り
消す場合、お申し出時期により取消料が必要となります。　●座席に関するさらに詳しい内容、マイレ－ジプ
ログラムなど付帯サービスに関する内容は、お客様ご自身で各航空会社へお問い合わせください。　●当
該クラス座席を提供する航空会社に責のない理由により手配済のクラス座席をご利用できなかった場合

で、航空会社から当社に差額の払い戻しがない時は、差額の払い戻しはいたしません。　●座席を必要とし
ない幼児については、P.16の「幼児代金」が必要となります。　●座席をご利用になる幼児の方については
規定が異なる場合がありますので販売店へお問い合わせください。　●基本コースのご予約と同時にお申
し出ください。　●上記に片道代金を記載している場合を除き、片道のみのご利用はお受けできません。　
●成田・羽田発着のANAではCクラス席、上級エコノミークラス席をそれぞれプラン設定していますが、往復
で異なるプランを組み合わせることはできません。　●国内線特別代金プランはエコノミークラス席が適用
となります。　●P.17「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。
〈Cクラス席プランのご注意〉●窓側／通路側のご希望は、予約時にお申し出ください。座席数に限りがあ
り、ご希望に添えない場合があります。　●日本航空片道Cクラス・ハワイアン航空片道Cクラスの場合、各
航空会社指定の空港ラウンジは往路・複路いずれかCクラスをご利用いただく際の出発空港にてご利用い
ただけます。　●Cクラス席は『ルックJTBの並び席』の対象外です。詳細はP.19をご覧ください。　●ANA
のCクラス席は機材によっては安全上の理由により、座席を使用する幼児のご予約をお受けできない場合
がありますので販売店へお問い合わせください。　
〈上級エコノミークラス席プランのご注意〉●機内サービスはエコノミークラス席と同一となります。　●日
本航空とANA以外は、空港のビジネスクラスラウンジはご利用いただけません。

Cクラス席／上級エコノミークラス席プラン共通のご注意

設定なし



1514

2/9～11、
2/22・23、3/16

2/1～8、2/12～21、
2/24～3/15

1/11～31
3/19～23

1/3～10、
3/17・18、3/24～31

往復 140,000 170,000 184,000 258,000

片道 75,000 90,000 97,000 134,000

申込・利用条件について
●帰国時の検疫状況によっては、復路便をご利用いただけない場合があります。　●往復利用の
場合は同一区間に限ります。　●航空便の時間帯により同日に乗り継げない場合、同日の国内線
の予約が取れない場合、また航空機の遅延・発着時刻の変更により生じる「前泊・後泊」の宿泊費お
よび交通費は、お客様のご負担となります。　●国内線航空座席の予約が確保できない場合はご
利用いただけません。正規運賃の一般座席枠に空席がある場合でも予約の確保ができない場合
があります。その場合は成田発コースは成田発着、羽田発コースは羽田発着、関空発コースは関空
発着、名古屋発コースは名古屋発着でご参加いただきます。予約をお取りできずお申し込みコース
自体を取り消す場合、またはお申し込みコースの日本発着空港を変更される場合、お申し出時期に

●表示の代金および諸条件は、当パンフレット掲載の〈成田・羽田・関空・名古屋・福岡〉2023年1
月3日〜3月31日出発のコースに適用されます。　●片道のみのご利用も可能です。その場合、
代金は表示代金の半額となります（100円未満は切り上げ）。　●当プランをご利用の場合、利
用空港によっては国内の空港施設使用料等のお支払いが別途必要となります。詳しくはP.16の

「空港税等について」をご覧ください。　●2歳未満のお子様も国内線の予約が必要となります
のでお申し出ください。

代金について

成田発・羽田発 成田便・羽田便について
●国際線発着地が羽田の場合、接続する日本国内線が羽田就航都市では羽田便を手配しま
す。成田便をご希望の場合は成田便を手配します。　●国際線発着地が成田の場合、接続する
日本国内線が成田就航都市では成田便を手配します。羽田便をご希望の場合は羽田便を手配
します。※羽田〜成田間の交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。※羽田〜成田
空港間のリムジンバス代は3,200円（おとな片道／2022年11月1日現在）です。

関空発 関空便・伊丹便について
●出発地が羽田、札幌、沖縄の場合は関空便または伊丹便を手配いたします。それ以外の場合
は伊丹便の手配となり、伊丹ー関空間の交通機関はお客様ご自身の手配・ご負担となります。
●伊丹ー関空間のリムジンバス代は2,000円です（おとな片道／2022年11月1日現在）。

より取消料が必要となります。　●基本コースのご予約と同時にお申し出ください。　●国内線の追加・
変更・取消は、航空会社の予約方針により、国際線区間を含めた全区間の航空機の予約を取り消しし
再予約となるため、空席状況によってはお受けできない場合があります。国内線の追加・変更・取消が
できず、お申し込みのコース自体を取り消す場合、お申し出時期により取消料が必要となりますので
ご注意ください。また、ご予約内容を変更される場合、お申し出の時期により航空券の再発券に関わ
る手数料がかかります。　●往路の国内線をご利用にならなかった場合、航空会社によりその先の予
約が取り消されても当社は責任を負いません。　●悪天候等によってサービス内容の変更を必要と
する事由が生じた場合における代替サービスの手配および必要な手続きの一部をお客様ご自身に
お願いすることがあります。その際の当社の緊急連絡先は、最終旅行日程表でご案内いたします。　
●成田・羽田発で国内線特別代金をご利用いただける国内線は日本航空便（ジェイ・エア、日本トラン
スオーシャン航空、ジェットスター・ジャパンを含む）、ANA便（ANAウイングス、AIR DO（エア・ドゥ）、
ソラシド エア、スターフライヤーを含む）に限ります。　●成田・羽田発で国内線がANAとなった場
合、ANAウイングス、エア・ドゥ、ソラシド エア、スターフライヤーのいずれかにより運航されるコード
シェア便の場合があります。但し、国際線がハワイアン航空の場合、ANAウイングス以外のコードシェ
ア便は当プラン対象外です。　●成田・羽田・関空発で国内線が日本航空となった場合、ジェイ・エア、
日本トランスオーシャン航空、ジェットスター・ジャパンのいずれかにより運航されるコードシェア便の
場合があります。ただし、国際線がハワイアン航空の場合、日本トランスオーシャン航空、ジェイ・エア
以外のコードシェア便は当プラン対象外です。　●名古屋発で国内線が日本航空となった場合、
ジ ェットス タ ー・ジ ャ パ ン に よ り 運 航 さ れ る コ ードシェア 便 の 場 合 が あ りま す 。　 
●ご利用便は当社にて決定の便となりますが、乗り継ぎに最適な時間帯の航空便をご用意できない
場合があります。ご希望がある場合は、お申し込み時にお知らせください。ただし、ご希望に添えない
場合があります。　●特に記載のない限り国際線発着時刻より24時間以内に接続する直行便に限り
ます。　●成田・羽田発で国際線がハワイアン航空の場合、日本国内線は日本航空便とＡＮＡ便の組
み合わせ利用が可能です。　●国内線のプレミアムクラス、クラスJ、ファーストクラスのご希望はお
受けできません。　●搭乗の手続きはお客様ご自身で行っていただきます。国内線の航空券（またはe
チケットお客様控え）は出発の約1週間前以降に販売店よりお渡しします（国内線がジェットスター・
ジャパンの場合、国内線の航空券またはeチケット・お客様控えのお渡しはありません）。

取消料について
●P.17「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。

※航空座席の予約が確保できない場合はご利用いただけません。
■ 成田発・羽田発 �追加代金（往復お1人様／おとな・こども同額）�� （単位：円）

全国各地からもご参加いただけます。

ご利用いただける
国内線航空会社

日本航空
日本トランスオーシャン

ジェイ・エア
ジェットスター・ジャパン

ANA
AIRDO（エア・ドゥ）
ANAウイングス

IBEXエアラインズ
ソラシド エア

スターフライヤー

日本航空
日本トランスオーシャン

ANA
ANAウイングス

ジェイ・エア

発着地 追加代金（おとな・こども同額）
札幌 10,000 10,000

32,000

名古屋（中部）
0 0関空・伊丹

福岡

10,000
10,000

沖縄

北海道

女満別
とかち帯広

函館
釧路、旭川

オホーﾂク紋別、稚内、根室中標津 S

東北・
北陸

秋田

10,000

10,000

32,000

小松
青森

S三沢
山形
富山

S
10,000大館能代、庄内、能登輪島

関東 八丈島 10,000

ご利用いただける
国内線航空会社

日本航空
日本トランスオーシャン

ジェイ・エア
ジェットスター・ジャパン

ANA
AIRDO（エア・ドゥ）
ANAウイングス

IBEXエアラインズ
ソラシド エア

スターフライヤー

日本航空
日本トランスオーシャン

ANA
ANAウイングス

ジェイ・エア

発着地 追加代金（おとな・こども同額）

関西・
中国・
四国

神戸
S 10,000

32,000

鳥取、石見
米子

出雲、南紀白浜
10,000

S
山口宇部

10,000

岩国 S
徳島

10,000
岡山、高松

広島
松山
高知

九州・
沖縄

長崎

10,000
10,000

32,000

鹿児島
熊本
宮崎
大分
佐賀 S

北九州
10,000奄美大島 S

石垣、宮古 10,000

国際線座席クラス エコノミークラス（Yクラス）� 上級エコノミークラス �
ビジネスクラス（Cクラス） 国際線座席クラス エコノミークラス（Yクラス）� 上級エコノミークラス �

ビジネスクラス（Cクラス）
国際線航空会社 日本航空 ANA ハワイアン航空 国際線航空会社 日本航空 ANA ハワイアン航空

　

■関空発 追加代金（往復お1人様／おとな・こども同額）�� （単位：円）

国際線座席クラス エコノミークラス（Yクラス）�上級エコノミークラス�ビジネスクラス（Cクラス）
国際線航空会社 ハワイアン航空 日本航空

ご利用いただける
国内線航空会社

日本航空
日本トランスオーシャン

ジェイ・エア

日本航空
日本トランスオーシャン

ジェイ・エア
発着地 追加代金（おとな・こども同額）

羽田・成田 32,000 0
札幌 32,000 10,000
福岡 32,000 10,000
沖縄 32,000 10,000

中国・四国 松山 32,000 10,000
出雲 32,000 10,000

九州

長崎 32,000 10,000
大分 32,000 10,000
熊本 32,000 10,000

鹿児島 32,000 10,000
宮崎 32,000 10,000

■ 名古屋発 追加代金（往復お1人様／おとな・こども同額）��（単位：円）

国際線座席クラス エコノミークラス（Yクラス）�� ビジネスクラス（Cクラス）

国際線航空会社 日本航空 日本航空

ご利用いただける
国内線航空会社

日本航空
日本トランスオーシャン

日本航空
日本トランスオーシャン

発着地 追加代金（おとな・こども同額） 追加代金（おとな・こども同額）
羽田・成田 0 0

札幌 14,000 38,000
福岡 10,000 10,000
沖縄 10,000 10,000

国内線特別代金プラン
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アレンジできます

ルームタイププラン（ダブルベッドルーム）

朝食ミールクーポンサービス料・チップ込み！日本出発前のお申し込み限定
ご出発前に日本円でお支払いいただけます

左記マークの付いた
コースが対象です。

ルームタイププランは、大型ベッド1台のダブルベッドルームの指定が可能です。
ルームタイププランのご注意 ●各ホテルページの「基本ベッドタイプ」をご確認ください。　●「ツイ
ンベッドルーム」はシングルベッドが2台の客室となります。　●基本コースをお申し込みと同時に販売店
へお申し出ください。　●即時回答が不可の場合には3日程度（土・日・祝日を除く）必要となります。状況
により一定の期間お待ちいただく場合があります。　●お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場
合があります。その場合には、基本のベッドタイプにてご参加いただきます。予約をお取りできず、お申し込

みコース自体を取り消す場合、お申し出時期により取消料が必要となります。　●お申し込みの都市（地
区）の全宿泊期間が対象となり、一部宿泊のみのお申し込みはお受けできません。　●早特特典120は旅
行開始日の前日から起算してさかのぼって119日前以降にベッドタイプをご変更の場合、対象となりません。　
●P.17「ご案内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。

追加代金不要
ルーム
タイプ
プラン
P.16

●表示の代金は、2023年1月3日～3月31日利用までのお客様が対象となります。　●現地では購入できません。日本出発の7日前までに販売店へお申し込みください。日本にて
日本円でお支払いください。 ●サンデーブランチにはご利用いただけません。 ●ミールクーポンに含まれない飲食物は別途精算が必要です。チップも含めてお支払いになることをおすすめします。 ●ミールクーポ
ンを紛失された場合の再発行はいたしません。 ●未使用のミールクーポンの払い戻しはできませんので、ご注意ください。　●取消料：日本出発の2日前以降・・・料金の100％　●レストランの営業時間やメニュー内
容は変更となる場合があります。

朝食ミールクーポンご注意

●受付締切日以降の「ノーベッドこども代金」への変更はお受けできません。　●こどものトリプル割引代金は、おとなと同額です。ご案内

■ノーベッドこども代金・幼児代金表 下記旅行代金は燃油サーチャージを含む（P.17参照）

ノーベッドこども代金
A B C D E F

エコノミークラス席（Yクラス席）  単位：万円 　 成田発着  日本航空（往路JL784／復路JL783便） コースNo.／航空（JL5）
22.50 25.50 28.00 30.00 33.50 35.50

各発着地別航空会社フライトパターン割引・追加代金はP.19をご覧ください

②�幼児代金　0歳以上2歳未満� �
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。ただし、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（ハワイアン航空で航空座席を専用で使用する場合は、チャイルドシートの着用を推奨しています。詳しくはお申し込みの際にご確認ください）。

■こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金の適用範囲� �
①こども代金　こども代金には、「こども代金」と「ノーベッドこども代金」があります。
●「こども代金」�2歳以上12歳未満　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。各コースのおとな旅行代金から一律

一定の代金を差し引きます。
●「ノーベッドこども代金」�2歳以上12歳未満/0歳以上2歳未満（航空座席をご利用の場合）

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。（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。）

（お1人様分/単位：円）幼児代金
エコノミークラス席（Yクラス席） 上級エコノミークラス席／片道上級エコノミークラス席 Cクラス席／片道Cクラス席

40,000 46,000 97,000

旅行代金カレンダー
P.19参照

●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こと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（2022年11月1日現在の下記表参照）。●各コースではおとなお１人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
ることがあるため、航空機便と経由地の確定により、徴収額が予約完了時の徴収額から変更になる場合があります。　●国内線特別代金プランをご利用の場合、日本国内での空港税等が異なる場合があります。　●
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〉●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～火曜日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UFJ銀行売渡レート／
月曜日が祝祭日にあたる場合は、毎週金曜日の午前中の終値）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。

● 上記日本円換算目安額は2022年11月1日現在、三菱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146円　※1 座席を使用しない幼児は不要となります。

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使用料 国際線出発 2,130（1,070）円 −
成田旅客保安サービス料 国際線出発 530（530）円 −
羽田旅客取扱施設利用料 国際線出発 2,950（1,470）円 −

関西国際空港旅客サービス施設使用料 国際線出発 2,780（1,390）円 ー
関西国際空港旅客保安サービス料 国際線出発 320（320）円 ー
中部国際空港旅客施設使用料 国際線出発 2,620（1,310）円 −
中部国際空港旅客保安サービス料 国際線出発 350（35０）円 ー
福岡国際空港旅客取扱施設利用料 国際線出発 98０（4９０）円 ー

成田旅客サービス
施設使用料

国内線出発及び到着（第1・2ターミナル） 450（220）円 ー
国内線出発及び到着（第3ターミナル） 390（190）円 ー

旅客取扱施設利用料 国内線出発及び到着（羽田空港） 370（１8０）円 ー
旅客施設使用料 国内線出発及び到着（中部国際空港・第1ターミナル） 440（220）円 ー

旅客取扱施設利用料 国内線出発及び到着（新千歳空港） 370（180）円 ー

■販売店にお支払いいただく空港税等一覧
（日本：おとな、（　）内こども、幼児不要 アメリカ：おとな・こども･幼児同額 羽田空港からご出発の場合、2歳未満の幼児でもこども運賃で座席を利用する場合はこどもの税額が適用されます） （2022年11月1日現在）

国名 税の名称 対 象 税額／１回当たり 日本円目安額

日
本

日本空港施設料 国内線出発及び到着
（関西国際空港・第1ターミナル） 440（220）円 ー

旅客サービス施設使用料
国内線出発及び到着（大阪国際空港（伊丹）） 340（170）円 ー
国内線出発及び到着（福岡空港） 110（50）円 ー

国内線出発及び到着（北九州空港） 100（50）円 ー
旅客取扱施設利用料 国内線出発及び到着（那覇空港） 240（120）円 ー

国際観光旅客税 国際線出発 1,000（1,000）円 ー

ア
メ
リ
カ（
ハ
ワ
イ
）

国際通行税（到着） 国際線到着 21.10USドル 3,090円
国際通行税（出発） 国際線出発 21.10USドル 3,090円

税関審査料 国際線到着 6.52USドル 960円
入国審査料 国際線到着 7.00USドル 1,030円

動植物検疫使用料 国際線到着 3.96USドル 580円
米国保安料 国際線及び国内線搭乗 5.60USドル 820円

空港施設使用料※1 国際線出発 4.50USドル 660円

空港税等について

a 飛行機 ■2 機内食 ■■5 食事なし

日数、航空会社、ホテル、食事、観光を選んで作る旅
です。あなたらしいスタイルの旅をお楽しみくださ
い。現地到着時・出発時は、係員がご案内します。

期日までにお申し込みいただくと、
早期申込特別特典があるコース
です。（各ホテルページ参照）各ホテルページ

早特特典

各掲載内容記載の日本出発前までにお申し
込みいただき、日本円でお支払いください。

上級エコノミークラス、片道上級エコノミークラス
をご利用いただけるコースです。（P.14参照）上 級

エコノミー
P.14

片 道
上 級
エコノミー

P.14

ビジネスクラス（Cクラス）席、片道ビジネス（C
クラス）席を別代金にてご利用いただけるコー
スです。（P.14参照）

C
クラス

P.14 P.14

ダブルベッドルームを指定できるプランをご利用
いただけるコースです。（P.16参照）

ルーム
タイプ
プラン
P.16

2歳以上12歳未満のお子様に｢ノーベッドこ
ども代金｣をご利用いただけるコースです。

（P.16参照）

ノーベッド
こども
代 金
P.16

マークの見方
●シリーズロゴ ●マークの意味

●その他のマーク

●時間帯の
　めやす

●日程表中のマーク・食事マーク

「時間帯のめやす」は航空機・バスなどの移動の発着時刻を元にしためやす時間です。日程表内の時間帯は、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刻を表示しています。また日程表中に｢午前:自由行動｣
の記載のないコースは、ホテル出発までに十分な自由行動時間がお取りいただけない場合があります。

別料金でご参加いただける
オプショナルツアーです。
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■お申し込みについて〈記載内容について〉●当パンフレットに掲載の記載内容は2023年1月3日～3月
31日出発まで有効です。なお、記載内容は変更に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（以下

「Ｙクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のおひとり分の代金です。　●こども代金
は、旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。　●ノーベッドこども代金は、
旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満で、航空座席をご利用になり、ホテルのベッドなどをご利用に
ならないお子様に適用されます。詳しくは16ページをご覧ください。　●幼児代金は、旅行出発日を基準
として2歳未満で、航空座席、食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されないお子様に適用されま
す。航空座席を使用される場合は、こども代金(ノーベッドこども代金）が適用となります。詳しくは16ペー
ジをご覧ください。　●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〉●お持ちの旅券（パスポート）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびに旅券（パ
スポート）・査証（ビザ）の取得等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。　〈旅券（パスポート）・査
証（ビザ）について〉日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加される方を対象として、2022年11
月1日、当パンフレット作成日の時点の情報をご案内します。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（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。（2022年11月
1日現在）　●査証（ビザ）について　査証は不要です（ＩＣ旅券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/21US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2022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の発券ができず、また情報に誤りがあると搭乗に支障をきたしますので、お申し込み
時に販売店へ正確な情報提供をお願いいたします。（2022年11月1日現在）　

〈お申し込みについて〉●お申し込み時には、旅券（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歳未満の方のご参
加には、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。　●18歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。　●18歳未満のみでの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。　●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、その旨をご旅行お申し込み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負担となります。　●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
希望個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。　〈催行中止の連絡について〉お申し込みコースのご旅行が催行されない場合は、2023年1月
3日～1月7日の出発日はご出発の34日前までに、その他の出発日はご出発の24日前までにご連絡いた
します。　〈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は、ご出発の2週間
前以降（遅くとも前日まで）にメールでお届けする「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案内いたします。
■ホテル・お部屋について〈ホテル情報について〉●各ページに掲載のホテル情報は2022年11月1日
現在のものとなり、予告なく変更となる場合がありますので、現地でご利用の際ご確認ください。　〈ホ
テルチェックインについて〉●各ホテルページの表示のお時間よりお部屋をご用意しております。ただし、
航空機の到着時間や交通事情等により、チェックインが遅れる可能性がございます。また航空便の発着
時間によっては、ホテル到着がチェックインより早くなる場合があります。　●国際電話やお部屋のミニ
バー利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求されるこ
とがあります。　〈ホテルチェックアウトについて〉●各ホテルによってチェックアウト時間は異なります。
復路のフライト時間によっては、ご出発までお部屋がご利用いただけない場合があります。　〈お部屋に
ついて〉●ご利用いただくお部屋には、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。●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。　〈ベッド
タイプについて〉●ダブルベッドをお選びいただけるホテルの場合は、ルームタイププラン（ダブルベッド
ルーム）にてお申し込みください。　〈おひとりで1部屋ご利用の場合〉●おひとり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。お部屋をおひとりで利用される方は、お1人部屋追
加代金が必要となります。　〈2部屋以上ご利用の場合〉●グループやご家族などで２部屋以上をご利用
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。　●コネクティングルーム、スイートルームなどでは、人数によっては簡易
ベッド（エキストラベッドまたはソファベッド）をご利用いただく場合があります。　〈3名で1部屋ご利用の
場合〉●２人部屋を3名でご利用（トリプル利用）の場合、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。簡易ベッドの搬入やアメニティのご
用意は夜遅くなることがあります。　〈ルックJTBのホテルグレードについて〉●ルック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、年に一度の割合でホテルグレードの見
直しをしております。　●グレードが高い順に「Ｌ→Ａ→Ｂ」となります。　●Ｌ～Bのホテルグレードは、当該
都市（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都市（地域）と設備・サービスが
必ずしも同等ではありません。　〈客室面積について〉●各ホテルページ記載の客室面積は特に記載がな
い限りバルコニー部分を含む表示です。同じ客室・眺望タイプでも形や位置により広さが異なることがあ
ります。　〈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。）　〈「ルックJTBのおすす
めポイント」「リゾートフィープログラム/ホテルからのお楽しみ」「ホテルからハネムーナー/ウエディング
のお客様へ」について〉●適用条件等、詳細は各ホテル紹介ページにてご確認ください。ホテル側の都合
でサービス・施設内容・名称が予告なく変更になる場合があります。現地にてご確認ください。また、ご利
用にならなかった場合でも、払い戻しはありません。　●記載しているスパやマッサージは妊娠中の方は
お受けできない場合でも払い戻しはありません。詳細は現地にてご確認ください。　●提供する食事クー

ポン・割引クーポンは特に記載のない限り飲み物は含まれず、ドリンクサービスはご利用いただけません。
お申し込みのコースのスケジュールおよび内容、お客様の都合によりご利用にならなかった場合も払い戻
しはできません。　●ホテル内レストラン・利用施設等での特典・サービスは、当該施設の休業あるいは貸
切、または祝祭日にかかる場合はご利用いただけない場合もありますので必ず現地にてご利用可否を再
度ご確認ください。　●ホテルのサービス・施設については情報提供のみとなります。サービス・施設の詳
しい内容やお申し込み、その他お問い合わせについては現地ホテルにてお願いします。　●ベッドをご利
用にならないお子様は、特に記載がない限りご利用できませんので、あらかじめご了承ください。詳しく
はP.16に記載の■こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金の適用範囲をご覧ください。　●特に記
載のない限り、2023年1月3日～3月31日までにチェックインされるお客様が対象となります（ただし、幼
児、ノーベッドこどもは除く）。　●一部対象期間が異なる場合があります。詳細は各ホテルページにてご 
確認ください。　〈ルーム(リゾート・フード・アクティビティー）クレジットについて〉●ルーム(リゾート・フー
ド・アクティビティー）クレジットとは、ご宿泊ホテルが指定するホテル内レストランやショップでの飲食、お
買い物、ルームサービス等を限度額まで無料でご利用になれるシステムです。ご利用時売上伝票等にサイ
ンをしていただきお使いいただいた料金を部屋付けにします。ご利用額のうち規定金額を超えた場合の
み、チェックアウト時にお支払いください。また、ルーム(リゾート・フード・アクティビティー）クレジット等をご
利用にならなかった場合および限度額までご利用されなかった場合、理由の如何を問わず現金等での払
い戻し等は行いません。　〈食事特典について〉●ご利用便の発着時刻によっては食事をお取りいただけ
ない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様の都合により、ご利用にならなかった
場合（オプショナルツアー参加時を含む）、払い戻しはありません。　●特に記載がない限り「ノーベッドこ
ども代金」「幼児代金」のお子様には、食事が付きません。　●レストランの営業時間やメニュー内容は変
更となる場合があります。　〈専用ラウンジサービスについて〉●サービス内容は予告なく変更となる場合
があります。　●専用ラウンジでのコンチネンタル朝食のサービスをご利用にならなかった場合でも、払
い戻しはありません。　〈早特特典120〉●旅行開始日の120日前までに、ルームタイププランを含むご予
約が完了している場合に限り対象となります。　●旅行開始日の119日前以降に出発日変更、旅行者交
替、コース変更、氏名・性別の変更・訂正、ルームタイププランの追加・変更・取消が発生した場合、早特特
典が対象外となります。■交通機関・乗継について（航空機・バス及び移動について）〈航空機での移動につ
いて〉航空機発着時間は、2023年1月3日のスケジュールを基準としています。（2022年11月1日現在）●
日本発着時利用航空会社に明示した航空会社の利用区間は特に記載がない限り、日本発着の国際線往復

（日本→ハワイの最初の到着地とハワイの最終出発地→日本）のみとなり、日本発着以外の区間（乗継便）
の確約はありません。　●航空会社の都合により、発着時間、便名、機材、乗継地、経由地が変更となる場合
があります。　●マイレージに関しては、各航空会社に直接お問い合わせください。　●運輸機関の遅延・
不通・スケジュール変更、またホテル事情等により、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・削除などが発生する場合もあります。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ますよう手配努力します。　〈コードシェア便・ウェッ
トリース便について〉●ご利用の航空機により、コードシェア便またはウェットリース便となる場合がありま
す。利用航空会社の詳細は最終旅行日程表にてご案内します。　●コードシェア便とは、ひとつの便に複数
の航空会社の便名を付与して運航する便を指します。利用便名とは異なる航空会社の機材・乗務員による
運航となる場合があります。　●ウェットリース便とは、他の航空会社から機材・乗務員のリースを受けて、自
社便として運航する便を指します。　●ANAはエアージャパンとのコードシェア便またはウェットリース便と
なる場合があります。その場合、エアージャパンの機材・乗務員・機内サービスで運航されます。詳細は最終
旅行日程表にてご案内します。　〈手荷物について〉●機内に無料で預けられる手荷物の個数・重量・サイズ
の制限は航空会社により異なります。制限を超えると有料となる場合やお預かりできない場合がありますの
で、各航空会社にお問い合わせください。　●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～ホテル間の移動の際に、別途運搬料が必要な場合があります。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。　〈航空便放棄に伴う請求について〉当パンフレット掲載コースの航空券はＩ
Ｔ運賃が適用されているため、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。　〈航空座席について〉●日本発ハワイ線の航空機は、全席禁煙となっています。　●Yクラス席の
窓側・通路側等のご希望はお受けできません。　●当パンフレットではCクラス席・上級エコノミークラス席
と表示します（呼称は航空会社により異なります）。
■滞在中の食事について●機内食は各日程表に明示した食事回数に含まれません。利用便により機内食
が軽食となったり、提供されない場合や、ホテル・レストランの食事となる場合がありますが、いずれの場合
も旅行代金の変更はありません。また逆に、ホテル・レストランの食事が機内食に変更となる場合、別の日
へ振り替えるか、またはホテル・レストランの食事代を払い戻します。　■レストランでの服装について●
ホテルのダイニングやレストランでは襟付きシャツやジャケット、ワンピースなどが必要となる場合があり
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、スニーカーなどでは入店を断られる場
合があります）。　■観光とオプショナルツアーについて●施設の休館、その他現地事情や天候により、観
光箇所や実施日が変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間などに影響のでる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。　●当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観
光、送迎などをご案内させていただくことがあります。　●観光中に運行事業者によるコース参加中のお
客様の写真撮影が行われる場合があります。撮影については当該現地国・地域にて遵法の上実施されま
すが、場合によっては、お客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮影が行われることがあります。また、
写真の購入については、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、ご購入後の写真の交換や返
品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう写真の確認などを必ず行ってください。
　■お買い物について●植物等、日本への持込みには検査証明書が必要な品物や、持込みが禁止されてい
る品物もありますのでご注意ください。　■現地係員について●特に記載のない限り、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。　●現地係員は日本語を話しますが、
発音が聞き取りにくい場合があります。また日本人同士ならわかる細やかなニュアンスまでは理解できな
いことがあります。何かご要望があるときや、現地係員からの質問にはお客様の意志を明確に示してくだ
さい。　■追加手配について●お客様のご希望により、ゴルフ、レストラン、スパトリートメントなどの予約
手配、専用車、車いすなどの追加手配をお受けします。この場合の旅行契約形態は、お客様と販売店の手
配旅行契約となります。手配旅行契約にあたっては、販売店に所定の旅行業務取扱料金をお支払くださ
い。　■各種プランについて●企画・実施について　各種プランは当社が企画・実施いたします。参加さ
れる場合は基本コースに組み込まれ、全体でひとつの募集型企画旅行としての契約になります。　●取消
料について　お客様の都合によりプランのみを取り消す場合は、基本コースの出発日とプランを含む旅行
代金総額とを基準とし、旅行条件書に記載の所定の取消料を上限として、別途算出する取消料を申し受け
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
減額分の返金はありません。 　※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。　■その他〈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
の方が対象となります。写真付身分証明書の提示を求められる場合があります。　〈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（レストラン、ショッピングセンター、空港、ホテルのロ
ビー、ビーチ、公園など）での喫煙が法律で禁じられており、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、お部屋およびベランダでの喫
煙ができません。詳細についてはご出発前に販売店へお問い合わせください。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。　〈道路横断中の交通ルールについて〉ハワイ州では歩道での以下
行為は条例により禁止されております。違反した場合は罰金が科せられますのでご注意ください。　●信号
が点滅（カウントダウン）を開始してからの横断／スマートフォン等の電子機器を操作しながらの横断／横断
歩道以外からの横断

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、およびお申し込み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。

選べる旅の過ごし方共通のご注意　　　　　　　　　　　　　　　　　〈選べる旅の過ごし方〉●天候、季節、現地事情、時間帯等で
運行ルートおよびスケジュールが変更となる場合があります。　●ご旅行のお申込みと同時にお申
込みください。日本出発７日前までご予約いただけます。 現地でのお申し込みはできません。　●席
に限りがあり、満員のため希望日にご参加いただけない場合がありますので、お早めのお申し込みを
おすすめします。　●到着日はご利用いただけません。　●オリオリハワイアプリ利用の方はアプリ
で、アプリ利用ではない方はホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港到着日に参加券（幼児を除く）
をお渡しします。参加日当日、集合場所にて参加券を現地係員に提示またはお渡しください。　●参
加券はお申し込みのご本人のみご利用いただけます（他人への譲渡不可）。なお、ご利用にならなかっ
た場合でも払い戻しはありません。　〈オリオリスニーカーハレイワルート・オリオリシャトルカイルア
ルート〉●12歳未満のお子様のご参加には保護者の同伴が必要です。

〈「ルックＪＴＢオリジナル散策マップ」について〉● K0オリオリハワイアプリを利用されるお客様：アプリ
内の参加券のURLからご参照いただけます。（日本出発4日前より）　●K1オリオリハワイアプリを利用
されないお客様：現地でお渡しの参加券にて、スマートフォンでの参照方をご確認ください。スマートフォ
ンをお持ちでないお客様は、参加当日乗車時に係員へお申し出ください。 紙のマップをお渡しします。
〈オリオリオーシャン・スニーカー〉●海には入りませんが、濡れても良い服装やすべりにくい履物でご
参加ください。　●船に酔いやすい方は、あらかじめ乗り物酔いの薬を服用されることをおすすめしま
す。　●船では日本語を話すスタッフが乗船し、安全説明ならびに船上からの眺めなどをご案内しま
す。　●日焼け止め、サングラス、帽子は各自ご用意ください。　●送迎車は英語を話すドライバーで
す。　●車いすおよびベビーバギーはスペースと安全上の理由により、送迎車・船内へ持ち込みができ
ません。　●18歳未満の方は保護者の同伴、および保護者の同意書が必要となります。

■新型コロナ感染拡大防止に関する入国条件について
●新型コロナウイルス感染拡大防止の為、各渡航先の国および日本において、入国条
件、検疫、滞在中の義務などを設けている場合があります。詳しくは右記二次元コード
およびお申込み販売店へお問い合わせください。
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発
着
地
利用航空会社 コースNo.

／航空
往路（成田→ホノルル） 復路（ホノルル→成田〈翌日〉）

便名 運航日 時間 便名 運航日 時間

成
田
発
着

日本航空 （JL5） JL784 毎日 20:30～20:40→
08:05～09:00 JL783 毎日 10:50～13:10→

15:10～17:20

ANA （NH3） NH184
1/3～1/6：火・水、

1/7～2/28：水・木・金・土・日、
3/1以降毎日

※下記「出発日一覧表」参照

20:10～20:35→
08:25～08:30 NH183

1/3～1/6：火・水、
1/7～2/28：水・木・金・土・日、

3/1以降毎日
※下記「出発日一覧表」参照

11:30～11:35→
15:15～15:55

ハワイアン航空 （HA2） HA822 毎日 19:55→07:35～07:55 HA821 毎日 11:05～11:45→16:00
発
着
地
利用航空会社 コースNo.

／航空
往路（羽田→ホノルル） 復路（ホノルル→羽田〈翌日〉）

便名 運航日 時間 便名 運航日 時間

羽
田
発
着

日本航空

（JA1）
JL074

毎日

21:00→08:35～09:30
JL073

毎日

11:40～12:10→
15:55～16:25

（JA2） JL071 15:30～15:55→
19:30～20:10

（JA3）
JL072 21:55→09:30～10:25

JL073 11:40～12:10→
15:55～16:25

（JA4） JL071 15:30～15:55→
19:30～20:10

ANA （NH2） NH186 毎日 21:55～22:15→
10:05～10:30 NH185 毎日 13:15～14:10→

17:25～17:40

ハワイアン航空 （HA1） HA458

1/3～1/10：月・火・木・金・土、
1/11～2/17：運航なし
2/18～3/11：月・木・土、

3/12～3/24：月・火・木・金・日、
3/25以降毎日

※下記「出発日一覧表」参照

21:20→09:05～09:20 HA457

1/6～1/9：月・金・日、
1/10～2/16：運航なし、
2/17～3/10：水・金・日、

3/11～3/24：月・水・木・土・日、
3/25以降毎日

※下記「出発日一覧表」参照

14:40～15:10→
19:25～19:30

（HA4） HA864 毎日 20:05～20:15→07:45～08:35 HA863 毎日 12:15～12:55→17:10
発
着
地
利用航空会社 コースNo.

／航空
往路（関空→ホノルル） 復路（ホノルル→関空〈翌日〉）

便名 運航日 時間 便名 運航日 時間
関
空
発
着

ハワイアン航空 （HA1） HA450 毎日 20:45→08:50～9:05 HA449 毎日 13:15～13:45→18:45

日本航空 （JL1） JL792 1/7以降：毎週土曜日
※下記「出発日一覧表」参照

21:55～22:40→
10:00～10:55 JL791 1/13以降：毎週金曜日

※下記「出発日一覧表」参照
10:45～14:00→
15:50～19:30

発
着
地
利用航空会社 コースNo.

／航空
往路（名古屋→ホノルル） 復路（ホノルル→名古屋〈翌日〉）

便名 運航日 時間 便名 運航日 時間
名
古
屋
発
着

日本航空 （JL1） JL794 1/6以降：毎週金曜日
※下記「出発日一覧表」参照

21:10～22:00→
09:05～10:00 JL793 1/12以降：毎週木曜日

※下記「出発日一覧表」参照
12:20～13:45→
17:00～18:10

発
着
地
利用航空会社 コースNo.

／航空
往路（福岡→ホノルル） 復路（ホノルル→福岡〈翌日〉）

便名 運航日 時間 便名 運航日 時間
福
岡
発
着
ハワイアン航空 （HA1） HA828

2/19～3/12：木・日、
3/13～3/25：月・水・土、
3/26～3/31：月・水・日
※下記「出発日一覧表」参照

20:00→08:25～9:25 HA827
2/17～3/10：火・金、
3/11～3/24：火・金・日、
3/25：土、3/26～4/4：火・金・日
※下記「出発日一覧表」参照

12:30～13:05→18:40

成田発着NH184/NH183便を含むコース（コース航空No.（NH3））、羽田発着HA458/HA457便を含むコース（コース航空No.（HA1））、関空発着JL792/JL791便を含むコース
（コース航空No.（JL1））、名古屋発着JL794/JL793便を含むコース（コース航空No.（JL1））、福岡発着HA828/HA827便を含むコース（コース航空No.（HA1））の出発日一覧表
発
着
地

便名 コースNo.
／航空

旅行日数
往路 復路 5日間 6日間 7日間 8日間

成
田
発
着

NH184 NH183 NH3
1/4・8・11・12・15・18・19・22・25・
26・29、2/1・2・5・8・9・12・15・16・
19・22・23・26、3/1以降毎日出発

1/3・4・7・8・11・14・15・18・21・22・
25・28・29、2/1・4・5・8・11・12・15・
18・19・22・25・26、3/1以降毎日出発

1/3・7・8・13～15・20～22・27
～29、2/3 ～5・10 ～12・17 ～
19・24～26、3/1以降毎日出発

1/7・8・12～15・19～22・26～
29、2/2 ～5・9～12・16～19・
23～26、3/1以降毎日出発

羽
田
発
着

HA458 HA457 HA1
1/3・5・6、2/23、3/2・9・13・

16・17・19・20、
3/23以降毎日出発

1/5、2/18・20・25・27、
3/4・6・9・11・12・14・16・
19・21、3/23以降毎日出発

1/3、3/6・11・13・14・17・
20・21、3/23以降毎日出発

1/3、2/18・20・23・25・27、
3/2・4・6・9・12 ～14・16・17・
19～21、3/23以降毎日出発

関
空
発
着

JL792 JL791 JL1 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 1/7以降毎週土曜日出発
名
古
屋
発
着

JL794 JL793 JL1 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ 1/6以降毎週金曜日出発

福
岡
発
着

HA828 HA827 HA1 3/9・18・22・25出発 3/13・15・20・22・29出発 2/19・23・26、3/2・5・9・12・
20・26出発

3/13・15・18・20・22・25・
27・29出発

●ANAはエアージャパンとのコードシェア便またはウェットリース便となる場合があります。その場合、エアージャパンの機材・乗務員・機内サービスで運航されます。詳細は最終旅行日程表にてご案内します。

■フライトスケジュール

ルックJTBMySTYLE

●�記載のフライトスケジュールは2023年1月3日のスケジュールを基準としています。（2022年11月1日現在）すべての便名および発着時間は、予告なく変更となる場合があります。確定時刻・便名は最終旅行日程表にてご確認ください。
●航空会社/便名の指定は、下枠記載の成田/羽田/関空/名古屋/福岡～ホノルル間の往復区間のみです。

当パンフレットでは関空・名古屋発着日本航空のコースは8日間のみとなります。5～7日間をご希望の場合、
ルックJTBMySTYLEでは片道を国内線利用の成田・羽田発着、片道を関空・名古屋発着直行便で組み合わせることが可能です！

わたしたちは、旅するあなたとハワイに暮らす人 の々心のつながりを
大切にし、SDGsに貢献するサステナブルツーリズムを進めています。

～美しい、大好きなハワイを未来へ～

「マラマハワイ」とは、
ハワイの島々を思いやる気持ちです。

2030年までの国際目標「SDGs」のハブ都市（Local2030�hub）に選ばれたハワイ州は、独自の
文化と価値観に基づいた地域主導の目標「アロハプラスチャレンジ」を定め、島々の環境回復と持
続可能な未来のための活動を実践しています。

ハワイ州観光局
マラマハワイ�情報サイト
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各コースの旅行代金は、下記カレンダーと旅行代金表に記載され
たアルファベットを照らし合わせてご確認ください。出発日および
設定除外日については、P.12・13・18をご覧ください。

旅行代金カレンダー
カレンダー 1

〈成田／羽田／関空／
名古屋／福岡発着〉

2023年1月
日 月 火 水 木 金 土

・ ・ F C C A A
A A A A A A A
A A A A A A A
A A A A A A A
A A A

1 642 3 75

8 13119 10 1412

15 201816 17 2119

22 23 282624 25

29

27

30� 31

2月
日 月 火 水 木 金 土

B B B B
B B B B C C C
B B B B B B B
B B B C C B B
B B B

31 42

5 1086 7 119

12 171513 14 1816

19 20 252321 22

26

24

27 28

3月
日 月 火 水 木 金 土

B B B B
B B B B B A A
B B B C D E E
D D D D D E E
E E D C C C

31 42

5 1086 7 119

12 171513 14 1816

19 20 252321 22

26

24

27 28 29 30� 31

※P.18記載のフライトスケジュールとあわせてご覧ください。■発着地別・利用航空会社フライトパターン別割引・追加代金

発着地 航空会社 コースNo./
航空

割引・追加代金（おとな・こども同額））  単位：万円 旅行代金
カレンダー

番号A B C D E F

成田発着
日本航空 （JL5） 旅行代金表参照

1

ANA （NH3） 1.50 1.30 1.00 0.70 1.10 0.30
ハワイアン航空 （HA2） 0 0.30 -0.20 -0.20 1.30 1.00

羽田発着

日本航空

（JA1） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
（JA2） 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
（JA3） 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
（JA4） 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20

ANA （NH2） 2.00 2.00 1.80 2.00 2.00 1.30

ハワイアン航空 （HA1） 1.00 1.50 1.50 1.80 3.00 1.00
（HA4） 1.00 1.50 1.50 1.80 3.00 1.00

関空発着 日本航空 （JL1） 0.30 0.30 -2.00 *** -2.00 ***

ハワイアン航空 （HA1） 0.20 -0.20 -2.00 -0.50 -0.50 -2.00
名古屋発着 日本航空 （JL1） 0.30 0.30 -2.00 *** -2.00 ***

福岡発着 ハワイアン航空 （HA1） *** 1.20 -2.00 -2.00 -2.00 ***

旅行代金カレンダー 下記参照

ルックJTB の並び席 ※航空会社が機内におけるソーシャルディスタンシング
対応を実施している場合を除きます。

【対象】●特に記載のある場合を除き、当パンフレットに掲載したコースのエコノミークラス席・上級エコノミークラス席の日
本発着の国際線区間往復。　●同時予約された同一予約受付番号のお客様※同一航空行程（同一搭乗日・同一航空便）に
限ります。　●配列は指定できません。当日、予定の機材で運航する場合に限ります。　●後述の『並び席をお約束できない
場合』を除き、『ルックJTBの並び席』をご用意できない場合は、下記記載のルックJTB特約の2の対応をします。

【エコノミークラス席の場合】●右記の2～4名の並び席の組み合わせでご用意します。3名以上の場合、必ずしも全員が横
に並ぶとは限らず、通路を挟んだり、縦並びとなる場合があります。　●通路を挟む場合、機材により座席の位置が前後にず
れる場合があります。　●5名以上でご参加の場合、2～4名の並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場
合があります。　●特に記載のあるコースを除き、通路側／窓側等のご希望や座席番号の指定はお受けできません。

【上級エコノミークラス席】●原則として2名1単位として他の方を間に挟まない形で座席をご用意します。したがって3名以
上でご参加の時には、1単位ごとに離れた座席になる場合があります。奇数での参加の時には、1名が離れた座席になる場合
があります。機材によっては間に間仕切りや通路を挟んだり、前後に向い合せの席や前後にずれた席となる場合があります。

【ビジネスクラス席】●ビジネスクラス席では『ルックJTBの並び席』の適用はありませんが、お座席のご希望はコースお申し
込み時に販売店へお申し出ください。

【並び席をお約束できない場合】●幼児ベッド（バシネット）や車椅子のご利用など、特別なご要望がある場合。　●航空座席を利用しない幼児が2名以上いる場合、（酸素マスクの個数制限のため）同じ列に座
ることはできません。　●お申し込み完了後に、参加人数の追加や一部取消があった場合。　●機材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。　●往復便とも、指定の時刻までに指定
の場所にお越しいただけなかった場合、または、集合時刻の指定がなく、ご自身でチェックインいただく場合において、出発時刻の90分前までに搭乗手続きが行われなかった場合。

「ルックJTB の並び席」とは

以下に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合、ルックＪＴＢ特約として定めた補償額をお支払いします。
旅行条件に特約を設定しています。

「旅程保証」と「本特約」をあわせてお支払いする場合の合算額は、一つの旅行契約につき、旅行代金に30％を乗じた額を上限とします。

1 本邦内と本邦外との間における指定した航空便の変更 片道につき
5.0%2 本邦内と本邦外との間における指定した航空便において『ルックJTBの並び席』の離れた席へ変更およ

び事前のお約束が可能なコースにおいて、お約束した窓側または通路側の選択が実施できなかった場合

【本特約に関するご注意】
●本特約は、機材変更の場合は適用しません。その他の適用条件および適用除外条
件は、旅行条件書24項「旅程保証」に準じます。
●旅行条件書24項「旅程保証」の「当社が変更補償金を支払う変更4」に掲げる運
送機関の会社名の変更と、本特約とは重複して適用しません。本特約を適用する場
合は、4に掲げる旅程保証の変更補償金は含まれるものとします。

旅行条件に特約を追加「ルックJTBのお約束」ルックJTB
特約

新しい「旅」を、お客様とともに
ルックＪＴＢでは、様々な取り組みを通して、お客様と社員の安心・安全を確保し、少しでもお客様が楽しい気持ちでご旅行にお出掛けいただけるよう、努めてまいります。

ルックJTBは、JATA（日本旅行業協会）が策定する「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第3版)」および「海外旅行における運
用手引書」に沿って、旅程管理を行います。各国・各自治体や旅行サービス提供事業者が自ら定める新型コロナウイルス感染症ガイドライン
に沿った、適切な感染防止対策を実施しているホテル・レストラン・観光施設・運送機関を選定します。

お客様へお願いすること ご出発時～ご旅行中において
ご出発時、集合場所などで感染症が疑われる症状や発熱があり、他のお客様への
感染リスクが高いと判断した場合や、旅行期間中の感染予防対策にご協力いただ
けない場合には、ご旅行の参加をお断りすることがございます。またご出発後に感
染症が疑われる症状がみられた際は、医療機関の受診、PCR検査など、現地のガイ
ドラインや海外保険会社の案内等に則った対応をご案内します。　　　　　　
（この時に発生する、診療、検査、離団等にかかる費用はお客様負担となります。） 

ルックJTBの
取り組み

ルックJTBの取り組み

外務省の「たびレジ」は、旅行日程・滞在先などを登録する
と、旅行先の最新の安全情報や緊急時の連絡メールなど
が受け取れるので便利で安心！

「たびレジ」に登録しましょう！
海外旅行保険の加入
もしもの場合に備え、新型コロナウイルス感染症に対する十分
な補償が組み込まれた海外旅行保険の加入をお願いします。

清掃・消毒などの衛生管理
マスクや除菌シートなどはお客様ご自
身で十分な量をご用意ください。

体調管理
お客様ご自身の体調にご留意ください。

マスクの着用
着用義務のない国・地域においても感
染対策のため、着用を推奨しています。

渡航準備
ご出発までに、ワクチン接種証明書、陰性証明書などの書類や
アプリ等をご用意いただく場合があります。渡航先（乗継地を
含む）や利用航空会社により必要な手続きが異なりますので、
詳しくはお申し込み販売店にご確認ください。

2名：�通路を挟まない横並び
3・4名：�必ずしも全員が横並びとはならず、通路を挟んだり縦並びとなる

場合があります。※3・4名で縦並びになる場合、横に同行者のい
ない方の座席は窓側または通路側にご用意します。

5名以上��：�2～4名の配列の組み合わせとなります。



■募集型企画旅行契約�
この旅行は株式会社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。以下「当社」
といいます。）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、必要事項をお申し出のうえ下記の申
込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。
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日以内にお申
し込み内容を確認のうえ、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60日目にあたる日以降、21日前までの間
で当社が定める日に（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。）

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旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準�
この旅行条件は2022年11月1日を基準としています。又、この旅行代金は2022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、2022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％

■�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：https://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。

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

さかのぼって60日目にあたる日まで
出発日の前日から起算して
さかのぼって61日目以前

50万円以上 10万円以上旅行代金まで 10万円以上旅行代金の２０％以内
30万円以上50万円未満 5万円以上旅行代金まで 5万円以上旅行代金の２０％以内
15万円以上30万円未満 3万円以上旅行代金まで 3万円以上旅行代金の２０％以内
10万円以上15万円未満 2万円以上旅行代金まで 2万円以上旅行代金の２０％以内

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の２０％

請求コード ： 8061954
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。

旅行企画・実施

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

オリオリハワイドットコムでは、「ルックJTB」の
お客様がご利用いただける充実のサービスを
ご紹介しております。

そのほか、ハワイ在住のJTBスタッフが
旬のハワイ情報を発信中!

InstagramYouTube

オリオリハワイ公式チャンネル @oliolihawaii

旅の目的にあわせて「私だけの旅」が作れる
ルックJTBダイナミックパッケージ

もあります！

航空便が選べます 中抜け宿泊、複数ホテルの
宿泊ができます

ルックJTBMySTYLEのポイント

旅行代金は
いつでも最新価格

現在の旅行代金

円

旅先で困ったときには現地
スタッフが全力でサポート！

現地プランが
選べます

WEBで検索！
いつでも、どこでも
ご予約・空席照会
OK!

JTB取扱い
店舗へ！JTB

ご相談・検索方法は2通り!

Pick Up Event

2023年
3/10（金）～
3/12（日）

ホノルル フェスティバル
～環太平洋の国々との国際文化交流イベント～

1995年、日米友好を目的に始まり、今ではハワイ最大の国際的な文化
交流イベントとなっています。フィナーレでは長岡花火がワイキキの夜空
を彩ります（イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります）。

公式サイト
www.honolulufestival.com/ja/

開催




