
ワイキキ・ビーチ・マリオット

   
  　

　

　シェラトン･ワイキキ

    
 　モアナ サーフライダー

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
マイ

ラニ
・ロ

イヤ
ル・タ

ワー／ロイヤル ハワイアン 

きで

この

朝食
クーポン付きで

この価格！！
Wi-Fiルーター

レンタル
無料サービス

（帰国日、
移動日を除く）

さらに

※現地空港諸税・日本国内空港施設使用料、
国際観光旅客税は別途必要です。

176,000円～216,000円
ワイキキ5日間 シェラトン・プリンセス・カイウラニ（部屋指定なし）（旅行代金／ハワイアン航空利用／エコノミークラス／1室2名利用／大人お1人様）

札幌発
国内各地からもご参加いただけます。（▶P.6）

全コース
燃油サーチャージ込み！

（▶P.6）

〈札幌～ホノルル間  直行便利用〉

オアフ島  ハワイ島  マウイ島

2018.10.1▶2019.3.31
月からの の旅10



朝寝坊しても大丈夫！

使い方はいろいろ！

朝食クーポン枚数
〈オアフ島ワイキキコース〉

5日間コース：2枚
6日間コース：3枚
8日間コース：5枚

朝食クーポン枚数
〈各島→オアフ島コース〉

〈オアフ島→ハワイ島コース〉
6日間コース：3枚
8日間コース：5枚

＊オアフ島での朝食クーポン枚数（1枚）を含みます。
〈各島ステイコース〉

6日間コース：4枚

毎日違うレストラン
で朝食をとることができて、

とってもお得！

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●マウイ・ヌイ・ルアウ

＊毎週月・水曜日のみ実施
（17：30～20：30）

朝食クーポン3枚で

シェラトン・コナ・リゾート&スパ
アット・ケアウホウ・ベイ

●「レイズ・オン・ザ・ 
ベイ」での夕食

（セットメニュー）★

朝食クーポン4枚で

レイズ・オン・ザ・ベイ

マウイ・ヌイ・ルアウ ˆ

モアナ サーフライダー

「ザ・ベランダ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～10：30

シェラトン・ワイキキ

「カイ・マーケット」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～11：00

マイラニ・ロイヤル・タワー／ロイヤル ハワイアン

「サーフ・ラナイ」
（ブフェ＋メイン1品）★
朝食時間 6：30～11：00

選んで朝食を

お好きなレストランを

モアナ サーフライダー
●ルームサービスでの朝食（セットメニュー）
※ルームサービスはモアナ サーフライダーにご宿泊の方限定となり

ます。

シェラトン・ワイキキ
●「ラム・ファイヤー」での昼食（セットメニュー）★
●ホテル内ギフトショップでスナックやドリンク類の詰め放

題が楽しめるギフトバッグSサイズ（1つ／詰め放題1回）

ワイキキ・ビーチ・マリオット
●「モアナ・テラス」での昼食（セットメニュー）

朝食クーポン1枚で
モアナ サーフライダー

●「ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ」での
夕食（セットメニュー）

（１７：００～１８：００の入店に限ります）
●「モアナ・ラニ・スパ」施設１回利用
（ジャグジー・サウナ・スチームルーム・リラクゼーション
ラウンジ）

※18歳未満の方はご利用いただけません。

シェラトン・ワイキキ
●「ラム・ファイヤー」

での夕食（セットメ
ニュー）

●「カイ・マーケット」
での夕食（ブフェ）★

I カイ・マーケット

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
●「ピカケ・テラス」での夕食（ブフェ）★

ワイキキ・ビーチ・マリオット
●「クヒオ ビーチ グリル レストラン＆バー」での夕食（ブフェ）★

朝食クーポン2枚で

【クーポンご利用についてのご注意（各島共通）】※ショー、スパおよびレストランの日本での事前予約はお受けできません。現地到着後、JALPAKアロハステーションにてご予約を承ります。※キッズ・幼児代金にてご参加の方には
朝食クーポンは付きません。条件を満たした方は「お子さまお食事無料サービス」をご利用いただけます。「お子さまお食事無料サービス」適用外のものは有料になります。※以下の日は、朝食以外の内容に変更できない場合があり
ます。11/22、12/24・25・31、1/1、2/14（2018年6月現在。ホテルの都合により予告なく変更される場合があります。）※ショーおよびスパは満席により予約できない場合があります。ショーの実施日は予告なく変更される場合が
あります。※食事内容・場所・営業時間はホテル側の都合により予告なく変更される場合があります。現地にてご確認ください。

モアナ サーフライダー
●「モアナ・ラニ・スパ」

スパ･シグネチャー･マッサージ（45分）
※18歳未満の方はご利用いただけません。
※スパ施設もご利用いただけます（同日中に限る）。

朝食クーポン4枚で

モアナ・ラニ・スパ

I I

お子さまお食事無料サービス
ホテル指定レストランにて、対象年齢のお子さまのお食事を
無料にてご利用いただけます。

【利用可能レストランについては、右記をご覧ください。】

こども食事
無 料

ホテル特典

【ご注意】
※正規料金をお支払いになった大人1名につき、対象年齢のお子さま1名が無料となります（正規料金には
朝・昼食クーポン、ディナープラン、当シェラトンホテルズの朝食クーポンも含まれます）。＊現地祝日やレス
トラン休業日はご利用いただけません。＊レストランのスペシャルメニューのみの提供日（11/22、
12/24・25・31、1/1、2/14）はご利用いただけません。＊クーポン類の発行されないホテルは、レストラン
スタッフにお申し出ください。＊サービスの有無は現地にて再度ご確認いただいてからお食事ください。＊
ホテル側の都合により、対象レストラン・適用条件が変更になる場合や、適用中止となる場合があります。
★「オアフ島シェラトンホテルズ（モアナ サーフライダー、シェラトン･ワイキキ、マイラニ・ロイヤル・タ
ワー、ロイヤル ハワイアン、シェラトン・プリンセス・カイウラニ、ワイキキ・ビーチ・マリオット）」にご宿泊の
場合、ご宿泊ホテルに限らずシェラトンホテルズのすべての指定レストランにてご利用いただけます。
★チェックインの際にお渡しするケイキ・カードなどのクーポン類のご提示が必要となります。
※1：5歳以下のお子さまは大人の人数にかかわらず何名でも無料となります。

朝食クーポンを
朝食に利用せず下記のいずれかに変更することもできます！！

ルームサービスギフトバッグ

ハワイ島/マウイ島
朝食クーポン
付き！

お泊まりのホテルのお泊まりのホテルの
レストランにて朝食を
さらに！クーポン枚数に応じて、ランチやディナーに変更可能！
充実のホテルライフが実現します！
さらに！クーポン枚数に応じて、ランチやディナーに変更可能！
充実のホテルライフが実現します！
＊帰国日・移動日のフライトが早い場合は朝食をお召しあがりいただけない場合があります。（その際の払い戻しはありません。）　
＊クーポンのご利用は、それぞれのご宿泊ホテルのみとなります。＊延泊時もクーポンが付きます。＊キッズ・幼児代金にてご参加の
方は対象外となります。★のレストランでは「お子さまお食事無料サービス▶下記」をご利用いただけます。＊朝食クーポンは現地
にてお渡しします。＊〔クーポンご利用についてのご注意〕（▶下記）をご確認ください。

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
●「レリッシュ」での昼食（セットメニュー）★

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●「クリフ・ダイブ・グリル」での昼食（セットメニュー）★

朝食クーポン1枚で

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
●「レリッシュ」での夕食（セットメニュー）★

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●「ロック・ソルト」での夕食（セットメニュー）★

シェラトン・コナ・リゾート&スパ
アット・ケアウホウ・ベイ

●「ホルア」での昼食（セットメニュー）★

朝食クーポン2枚で

クリフ・ダイブ・グリル ホルア

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

「レリッシュ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：30～11：00

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ

「ロック・ソルト」
（ブフェ）★
朝食時間 6：30～11：00

マウイ島
シェラトン・コナ・リゾート&スパ

アット・ケアウホウ・ベイ

「レイズ・オン・ザ・ベイ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～10：00

ハワイ島

宿泊ホテルに
関わらず！！

オアフ島
帰国日、
移動日を除く

朝食クーポン
付き！

下記5つのレストラン共通の朝食クーポンです。
お好きなホテルのレストランにてご利用いただけます。
下記5つのレストラン共通の朝食クーポンです。
お好きなホテルのレストランにてご利用いただけます。

＊上記の現地販売価格は現地JALPAKアロハステーションにて販売する朝食クーポンの価格です。＊料金は予告なく変更となる場合があります。※1ドル=114円（2018年6月現在）

＊上記の現地販売価格は現地ホテル朝食(ブフェ)の販売価格です。＊料金は予告なく変更となる場合があります。※1ドル=114円（2018年6月現在）

ハワイの音楽・踊り・歴史を
お楽しみいただける

エンターテインメントショーと
ブフェディナー付き！

朝食クーポンを
朝食に利用せず下記のいずれかに変更することもできます！！

現地販売価格
42ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

現地販売価格
35ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

現地販売価格
42ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

シェラトン・プリンセス・カイウラニ

「ピカケ・テラス」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～11：00

現地販売価格
30ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

ワイキキ・ビーチ・マリオット

「クヒオ ビーチ グリル 
レストラン＆バー」

（ブフェ）★
朝食時間 5：00～11：00

現地販売価格
35ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

オアフ島のシェラトンホテルズにご宿泊のお客さまは「リゾートフィー・プログラム」内に
Wi-Fiルーター1台無料レンタル（1滞在／1部屋につき）が含まれています。 （※ワイキキ・ビーチ・マリオットはホテル特典となります）
ワイキキ滞在中どこでも使えてとっても便利！ とってもおトク！ ハワイに旅慣れた方はもちろん、初めての方もこれで安心！

【ご注意】 ＊ご利用可能時間は、ホテルチェックイン後～チェックアウト時までとなります(チェックイン前やチェックアウト後はご利用いただけません)。＊貸し出しに際し、同意書へのサインが必要です。＊数に限りがありご利用い
ただけない場合もありますが、その際の返金等はありません。＊紛失・破損等発生した場合、お客さまへ補償費用をご負担いただきます。＊保険加入など別途費用がかかる場合があります。＊デポジットとして、クレジットカード情
報の提示が必要な場合があります。＊詳細は現地にてご案内します。

Wi-Fi使えます！
Wi-Fiルーター1台レンタル無料

現地販売価格
31ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

現地販売価格
29ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

現地販売価格
29ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

＊帰国日、移動日のクーポンは付きません。＊延泊時もクーポンが付きます。＊帰国日、移動日はフライトにより
ご利用いただけない場合があります。（その際の払い戻しはありません。）＊キッズ・幼児代金にてご参加の方
は対象外となります。★のレストランでは「お子さまお食事無料サービス▶P.2」をご利用いただけます。＊朝食
クーポンは現地にてお渡しします。＊〔クーポンご利用についてのご注意〕（▶P.2）をご確認ください。

各島→オアフ島コース、
オアフ島→ハワイ島
コースのオアフ島
朝食はP.1を
ご覧ください。

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。
Webサイトでも情報公開中！ JALパック ハワイのシェラトンホテルズ

1



朝寝坊しても大丈夫！

使い方はいろいろ！

朝食クーポン枚数
〈オアフ島ワイキキコース〉

5日間コース：2枚
6日間コース：3枚
8日間コース：5枚

朝食クーポン枚数
〈各島→オアフ島コース〉

〈オアフ島→ハワイ島コース〉
6日間コース：3枚
8日間コース：5枚

＊オアフ島での朝食クーポン枚数（1枚）を含みます。
〈各島ステイコース〉

6日間コース：4枚

毎日違うレストラン
で朝食をとることができて、

とってもお得！

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●マウイ・ヌイ・ルアウ

＊毎週月・水曜日のみ実施
（17：30～20：30）

朝食クーポン3枚で

シェラトン・コナ・リゾート&スパ
アット・ケアウホウ・ベイ

●「レイズ・オン・ザ・ 
ベイ」での夕食

（セットメニュー）★

朝食クーポン4枚で

レイズ・オン・ザ・ベイ

マウイ・ヌイ・ルアウ ˆ

モアナ サーフライダー

「ザ・ベランダ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～10：30

シェラトン・ワイキキ

「カイ・マーケット」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～11：00

マイラニ・ロイヤル・タワー／ロイヤル ハワイアン

「サーフ・ラナイ」
（ブフェ＋メイン1品）★
朝食時間 6：30～11：00

選んで朝食を

お好きなレストランを

モアナ サーフライダー
●ルームサービスでの朝食（セットメニュー）
※ルームサービスはモアナ サーフライダーにご宿泊の方限定となり

ます。

シェラトン・ワイキキ
●「ラム・ファイヤー」での昼食（セットメニュー）★
●ホテル内ギフトショップでスナックやドリンク類の詰め放

題が楽しめるギフトバッグSサイズ（1つ／詰め放題1回）

ワイキキ・ビーチ・マリオット
●「モアナ・テラス」での昼食（セットメニュー）

朝食クーポン1枚で
モアナ サーフライダー

●「ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ」での
夕食（セットメニュー）

（１７：００～１８：００の入店に限ります）
●「モアナ・ラニ・スパ」施設１回利用
（ジャグジー・サウナ・スチームルーム・リラクゼーション
ラウンジ）

※18歳未満の方はご利用いただけません。

シェラトン・ワイキキ
●「ラム・ファイヤー」

での夕食（セットメ
ニュー）

●「カイ・マーケット」
での夕食（ブフェ）★

I カイ・マーケット

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
●「ピカケ・テラス」での夕食（ブフェ）★

ワイキキ・ビーチ・マリオット
●「クヒオ ビーチ グリル レストラン＆バー」での夕食（ブフェ）★

朝食クーポン2枚で

【クーポンご利用についてのご注意（各島共通）】※ショー、スパおよびレストランの日本での事前予約はお受けできません。現地到着後、JALPAKアロハステーションにてご予約を承ります。※キッズ・幼児代金にてご参加の方には
朝食クーポンは付きません。条件を満たした方は「お子さまお食事無料サービス」をご利用いただけます。「お子さまお食事無料サービス」適用外のものは有料になります。※以下の日は、朝食以外の内容に変更できない場合があり
ます。11/22、12/24・25・31、1/1、2/14（2018年6月現在。ホテルの都合により予告なく変更される場合があります。）※ショーおよびスパは満席により予約できない場合があります。ショーの実施日は予告なく変更される場合が
あります。※食事内容・場所・営業時間はホテル側の都合により予告なく変更される場合があります。現地にてご確認ください。

モアナ サーフライダー
●「モアナ・ラニ・スパ」

スパ･シグネチャー･マッサージ（45分）
※18歳未満の方はご利用いただけません。
※スパ施設もご利用いただけます（同日中に限る）。

朝食クーポン4枚で

モアナ・ラニ・スパ

I I

お子さまお食事無料サービス
ホテル指定レストランにて、対象年齢のお子さまのお食事を
無料にてご利用いただけます。

【利用可能レストランについては、右記をご覧ください。】

こども食事
無 料

ホテル特典

【ご注意】
※正規料金をお支払いになった大人1名につき、対象年齢のお子さま1名が無料となります（正規料金には
朝・昼食クーポン、ディナープラン、当シェラトンホテルズの朝食クーポンも含まれます）。＊現地祝日やレス
トラン休業日はご利用いただけません。＊レストランのスペシャルメニューのみの提供日（11/22、
12/24・25・31、1/1、2/14）はご利用いただけません。＊クーポン類の発行されないホテルは、レストラン
スタッフにお申し出ください。＊サービスの有無は現地にて再度ご確認いただいてからお食事ください。＊
ホテル側の都合により、対象レストラン・適用条件が変更になる場合や、適用中止となる場合があります。
★「オアフ島シェラトンホテルズ（モアナ サーフライダー、シェラトン･ワイキキ、マイラニ・ロイヤル・タ
ワー、ロイヤル ハワイアン、シェラトン・プリンセス・カイウラニ、ワイキキ・ビーチ・マリオット）」にご宿泊の
場合、ご宿泊ホテルに限らずシェラトンホテルズのすべての指定レストランにてご利用いただけます。
★チェックインの際にお渡しするケイキ・カードなどのクーポン類のご提示が必要となります。
※1：5歳以下のお子さまは大人の人数にかかわらず何名でも無料となります。

朝食クーポンを
朝食に利用せず下記のいずれかに変更することもできます！！

ルームサービスギフトバッグ

ハワイ島/マウイ島
朝食クーポン
付き！

お泊まりのホテルのお泊まりのホテルの
レストランにて朝食を
さらに！クーポン枚数に応じて、ランチやディナーに変更可能！
充実のホテルライフが実現します！
さらに！クーポン枚数に応じて、ランチやディナーに変更可能！
充実のホテルライフが実現します！
＊帰国日・移動日のフライトが早い場合は朝食をお召しあがりいただけない場合があります。（その際の払い戻しはありません。）　
＊クーポンのご利用は、それぞれのご宿泊ホテルのみとなります。＊延泊時もクーポンが付きます。＊キッズ・幼児代金にてご参加の
方は対象外となります。★のレストランでは「お子さまお食事無料サービス▶下記」をご利用いただけます。＊朝食クーポンは現地
にてお渡しします。＊〔クーポンご利用についてのご注意〕（▶下記）をご確認ください。

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
●「レリッシュ」での昼食（セットメニュー）★

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●「クリフ・ダイブ・グリル」での昼食（セットメニュー）★

朝食クーポン1枚で

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
●「レリッシュ」での夕食（セットメニュー）★

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ
●「ロック・ソルト」での夕食（セットメニュー）★

シェラトン・コナ・リゾート&スパ
アット・ケアウホウ・ベイ

●「ホルア」での昼食（セットメニュー）★

朝食クーポン2枚で

クリフ・ダイブ・グリル ホルア

ザ・ウェスティン・マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

「レリッシュ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：30～11：00

シェラトン・マウイ・リゾート＆スパ

「ロック・ソルト」
（ブフェ）★
朝食時間 6：30～11：00

マウイ島
シェラトン・コナ・リゾート&スパ

アット・ケアウホウ・ベイ

「レイズ・オン・ザ・ベイ」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～10：00

ハワイ島

宿泊ホテルに
関わらず！！

オアフ島
帰国日、
移動日を除く

朝食クーポン
付き！

下記5つのレストラン共通の朝食クーポンです。
お好きなホテルのレストランにてご利用いただけます。
下記5つのレストラン共通の朝食クーポンです。
お好きなホテルのレストランにてご利用いただけます。

＊上記の現地販売価格は現地JALPAKアロハステーションにて販売する朝食クーポンの価格です。＊料金は予告なく変更となる場合があります。※1ドル=114円（2018年6月現在）

＊上記の現地販売価格は現地ホテル朝食(ブフェ)の販売価格です。＊料金は予告なく変更となる場合があります。※1ドル=114円（2018年6月現在）

ハワイの音楽・踊り・歴史を
お楽しみいただける

エンターテインメントショーと
ブフェディナー付き！

朝食クーポンを
朝食に利用せず下記のいずれかに変更することもできます！！

現地販売価格
42ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

現地販売価格
35ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

現地販売価格
42ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

シェラトン・プリンセス・カイウラニ

「ピカケ・テラス」
（ブフェ）★
朝食時間 6：00～11：00

現地販売価格
30ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

ワイキキ・ビーチ・マリオット

「クヒオ ビーチ グリル 
レストラン＆バー」

（ブフェ）★
朝食時間 5：00～11：00

現地販売価格
35ドル相当！

（クーポン1枚あたり）

オアフ島のシェラトンホテルズにご宿泊のお客さまは「リゾートフィー・プログラム」内に
Wi-Fiルーター1台無料レンタル（1滞在／1部屋につき）が含まれています。 （※ワイキキ・ビーチ・マリオットはホテル特典となります）
ワイキキ滞在中どこでも使えてとっても便利！ とってもおトク！ ハワイに旅慣れた方はもちろん、初めての方もこれで安心！

【ご注意】 ＊ご利用可能時間は、ホテルチェックイン後～チェックアウト時までとなります(チェックイン前やチェックアウト後はご利用いただけません)。＊貸し出しに際し、同意書へのサインが必要です。＊数に限りがありご利用い
ただけない場合もありますが、その際の返金等はありません。＊紛失・破損等発生した場合、お客さまへ補償費用をご負担いただきます。＊保険加入など別途費用がかかる場合があります。＊デポジットとして、クレジットカード情
報の提示が必要な場合があります。＊詳細は現地にてご案内します。

Wi-Fi使えます！
Wi-Fiルーター1台レンタル無料

現地販売価格
31ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

現地販売価格
29ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

現地販売価格
29ドル相当！

（お1人様/1回あたり）

＊帰国日、移動日のクーポンは付きません。＊延泊時もクーポンが付きます。＊帰国日、移動日はフライトにより
ご利用いただけない場合があります。（その際の払い戻しはありません。）＊キッズ・幼児代金にてご参加の方
は対象外となります。★のレストランでは「お子さまお食事無料サービス▶P.2」をご利用いただけます。＊朝食
クーポンは現地にてお渡しします。＊〔クーポンご利用についてのご注意〕（▶P.2）をご確認ください。

各島→オアフ島コース、
オアフ島→ハワイ島
コースのオアフ島
朝食はP.1を
ご覧ください。

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。
Webサイトでも情報公開中！ JALパック ハワイのシェラトンホテルズ

ホテル レストラン＆内容
ハ
ワ
イ
島

シェラトン・�
コナ・�
リゾート

●�ホルア：昼食（セットメニュー）
●�レイズ・オン・ザ・ベイ：� �
朝食（ブフェ）・夕食（セットメニュー）

＊5歳以下無料

マ
ウ
イ
島

ウェスティン・�
マウイ

●�レリッシュ：朝食（ブフェ）・� �
昼食・夕食（セットメニュー）

＊3歳以下無料

シェラトン・�
マウイ
※1

●�ロック・ソルト：� �
朝食（ブフェ）・夕食（セットメニュー）
●�クリフ・ダイブ・グリル：� �
昼食（セットメニュー）
●�鉄板焼き�DAN：� �
夕食（セットメニュー）
●�マイタイバー：昼食（セットメニュー）
＊12歳以下無料

ホテル レストラン＆内容

オ
ア
フ
島

モアナ�サーフライダー★
●�ザ･ベランダ：朝食（ブフェ）
●�ザ・ビーチ・バー：昼食・夕食（セットメニュー）
＊12歳以下無料

シェラトン・ワイキキ★
●�カイ・マーケット：朝食・夕食（ブフェ）
●�ラム・ファイヤー：昼食（セットメニュー）
＊12歳以下無料

マイラニ・ロイヤル・タワー★／�
ロイヤル�ハワイアン★

●�サーフ・ラナイ：� �
朝食（ブフェ）・昼食（セットメニュー）

＊12歳以下無料

シェラトン・プリンセス・�
カイウラニ★

●�ピカケ・テラス：朝食・夕食（ブフェ）
●�スプラッシュ・バー＆ベントー：� �
昼食（セットメニュー）

＊12歳以下無料

ワイキキ・ビーチ・
マリオット★★

●�クヒオ�ビーチ�グリル�レストラン＆
バー：朝食・夕食（ブフェ）

＊12歳以下無料
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オアフ島
全ルート乗り放題！日本での事前予約OK！

＊お好きな日に何度でもご利用いただけます。

ホスピタリティあふれる

日本語ドライバーガイド付き！

ハナウマ湾
写真提供：ハワイ州観光局

カメハメハ大王像

ジャルパック オリジナル観光 「ホクレア」

デラックスバス
（一例）

デラックスバス
（一例）

詳細はWebでチェック！ ホクレア観光

充実観光！ スタンダードルート
1 ベスト･オブ･オアフ 
必見の観光ポイント、フォトスポットがいっぱい！

ハレイワ

追加代金
なし！

●10/1～4/5の毎日催行（12/9を除く）
●集合時刻：8：50　●所要約3時間45分　
●送迎車：デラックスバスまたは

デラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SF3283
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

ノースショア＆ハレイワ  2
美しい自然とのどかなローカルライフを体感！
●10/1～4/5の毎週月・火・水・金曜催行
（12/25、1/1を除く）

●集合時刻：9：10　●所要約6時間
●送迎車：デラックスバスまたは

デラックスミニバス（トイレ付き）　
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード： SF3056
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

カイルアタウン散策3
お洒落な店が集まる街をゆったり楽しもう!
●10/1～4/5の毎週月～金曜催行（10/8、
11/22、12/25、1/1・21、2/18を除く）
●集合時刻：8：10　●所要約5時間／7時間
●送迎車：デラックスバスまたは
デラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SF3031
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

透明度の高い
サンゴ礁の海！

（火曜日は閉鎖のため
停車しません。）

感動プラス！ プレミアムルート追加料金で
さらに

ジャルパック
ならでは

フリータイムの充実アイテム&　　限定プログラム！！フリータイムの充実アイテム&　　限定プログラム！！

ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラム
日本申込/日本支払

【ご注意】＊当プランはお申し込みが必要です。日本出発の３０日前（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）までにお申し込みください。30日前を過ぎてからのお申し込みおよび変更はお受けできません。＊ご希望の開始時間をあ
わせてお申し出ください。＊７名様以降は追加代金にてご利用いただけます。〈日本申込/日本支払〉＊キッズ代金にてご参加のお子さまは対象外となりますが、追加代金にてご利用いただけます。＊お子さまメニューのご用意もあり
ます。＊レストランのスペシャルメニューのみの提供日（11/22、12/24・25・31、1/1、2/14）はご利用いただけません。また、レストランによっては定休日やご利用いただけない日があります。＊ディナー会場は変更となる場合があ
ります。＊取消料：７名様以降の方は、実施日の7日前以降は料金の全額がかかります。 企画・実施：ジャルパック
【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードは実施日・利用人数にてご予約ください。＊出発30日前までにご希望の開始時間をメッセージにてご連絡ください。＊カップルと同行者様で予約記録が複数ある場合、関連予約記録番号をご入力ください。

カップルと同行者様が３部屋以上３連泊以上で、ご宿泊
ホテル内レストランでのディナーが最大6名まで無料！

下記対象ホテルにてカップルと
同行者様をあわせて６名までが
無料となります（滞在中１回のみ）。

モアナ サーフライダー
■レストラン／ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ
■対象コース／カップル：モアナ サーフライダー 
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２１：００
　　　　　　　（18：30～19：30を除く）
■予約コード／SF３２０２
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：16,000円、こども：7,000円

シェラトン・ワイキキ
■レストラン／カイ・マーケット
■対象コース／カップル：シェラトン・ワイキキ
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２１：００
■予約コード／SF３３１６
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：14,000円/こども：6,000円

マイラニ・ロイヤル・タワー／
ロイヤル ハワイアン
■レストラン／アズーア
■対象コース／カップル：マイラニ・ロイヤル・
タワー／ロイヤル ハワイアン
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２0：45　
■予約コード／SF３０７５
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：17,000円/こども：7,000円

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
■レストラン／ピカケ・テラス
■対象コース／カップル・同行者：シェラトン・
プリンセス・カイウラニ
■予約可能時間／１７：３０～２０：0０
■予約コード／SF3364
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：9,000円/こども：5,000円

＊条件を満たしていれば出発日・日数が揃っていない場合でもご利用いただけます。
＊グループ内にハネムーナーまたはウェディングカップルがいれば、挙式の有無は
問いません。＊ディナーの際、グループ内にカップルが同席していることが条件とな
ります。＊ディナーは対象ホテル滞在中にご利用いただきます。＊ご出発前に条件が
満たされなくなった場合はご利用いただけません。

適用条件
●対象：当パンフレットまたは「JALパック ハワイ」パンフレットまたは「ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラム」が
掲載されているパンフレットの対象コースにご参加のカップルと同行者様
●条件：ハネムーナーまたはウェディングカップルと同行者様が、当プランが掲載されているパンフレットの対象コースに３部屋以上、かつ３連泊以上される場合

カップルと同行者様が異なるホテルでもOK！
対象ホテル（★）ならカップルのご宿泊ホテル内レストランにてお楽しみいただけます！
※カップルがシェラトン・プリンセス・カイウラニにご宿泊の場合は、同行者様も同ホテルにご宿泊の場合に限ります。

※ワイキキ・ビーチ・マリオットは当プログラム対象外となります。

最大
102,000円お得！！

ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ カイ・マーケット アズーア ピカケ・テラス

★対象ホテル
モアナ サーフライダー／マイラニ・ロイヤル・タワー／
ロイヤル ハワイアン／シェラトン・ワイキキ／
シェラトン・プリンセス・カイウラニ

ノスタルジックな
雰囲気が魅力の
ハレイワの街へ！

ローカルフードの
お店がいっぱい

I

■車いすご利用のお客
さまもご参加いただ
けますが、一部車い
すでの移動に適さな
い場所（モアナルア・
ガーデン）があります。

■車いすご利用のお客さまも
ご参加いただけますが、一
部車いすでの移動に適さな
い場所（ハレイワビーチ、ハ
レイワタウン）があります。

■車いすでのご参加は、歩道の状態
が移動に適さないためおすすめ
できません。

1 オアフ島ゆったり観光
観光名所を少し時間をかけてゆっくりとご案内。
ランチも付いた内容充実のルートです。
●11/1～30・1/1～2/28の毎週月・木曜催行
（11/22、1/21、2/18を除く）

●集合時刻：9：30　●所要約５時間　●ランチ付き
●送迎車：ミニバスまたはバン
●ドライバーガイドがご案内します。　
●事前予約コード：SV3029
●料金25ドル（大人・こども・キッズ同額）、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。
■車いすご利用のお客さまもご参加いただけますが、
一部車いすでの移動に適さない場所（モアナルア・
ガーデン）があります。

追加料金25ドル

モアナルア・ガーデン

昼食付き11・1・2月限定！ 新登場！

「ポケ丼」または
「ロコモコ」から

選べる！
＊現地にて

お選びください
ポケ丼 ˆポケ丼 ˆ

ロコモコ ˆロコモコ ˆ

2 パールハーバー 戦艦ミズーリ＆航空博物館
戦艦ミズーリを日本語専門ガイドがご案内！
航空機を間近で見られる太平洋航空博物館も見学。
●10/1～12/31の毎週火・木・土・日曜催行（11/22、12/9・25を除く）
●集合時刻:8:30　●所要約4時間30分
●送迎車:デラックスバスまたはデラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3044
●料金：30ドル(大人・こども・キッズ同額)、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。 ＊米軍施設・米軍所有地に入場す
るため、到着後車内にてセキュリティーチェックがあります。大きさや種類を問わ
ずすべてのバッグ、凶器になりうる物、大型カメラ（業務用・商業用）、アルコール類
はバスの中も含めて、持ち込み禁止となります。
■車いすご利用のお客さまは、戦艦ミズーリ内での移動が困難なため、ほぼ見学
することができず、ご参加をおすすめできません。

追加料金30ドル

戦艦ミズーリ

10～12月限定！

I I

ナイトルートトップ・オブ・タンタラス
～ホノルルがオレンジに染まるとき～

追加料金20ドル

JALパックならタンタラスの丘のさらに上、トップ・オブ・タンタラスへ！！

お帰りの時間が
選べる！

午後を有効に使える！ 約3時間
たっぷり滞在して満喫！ 約5時間

＊現地にてお選びください。

カイルア発の時間が選べる！
12：20発
14：20発

日本語
ガイド付き！

4 ダウンタウン＆カカアコ＆スイーツ
10月限定！ 軽食付き

ホノルルの観光名所やウォールアートで人気のカカアコへ。
地元で人気のスイーツも楽しめる、ローカル気分満載のルート！
●10/1～10/31の毎週月・水・金曜催行
●集合時刻：8：30　●所要約3時間　●軽食（ドーナツなど）付き
●送迎車:デラックスミニバス（トイレ付き）
●専用ガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3041
●料金：5ドル(大人・こども・キッズ同額)、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。
＊軽食の内容は変更となる場合があります。また、訪問するスイーツ
ショップは現地事情により変更となる場合があります（現地にてご案
内します）。
■車いすのお客さまは、安全上の理由によりご参加いただけません。

追加料金5ドル

出雲大社

カカアコ カカアコのウォールアート

I I

追加料金20ドル
3トワイライトミュージアム＆プラネタリウム
1～3月限定！

●1/1～3/31の毎週月・木・日曜催行（1/1を除く）
●集合時刻：17：35　●所要約3時間
●送迎車：デラックスミニバスまたはデラックスバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3080
●料金20ドル（大人・こども・キッズ同額）、幼児無料
＊オアフ島到着日は参加可能（到着日参加の事前予約不可・現地申
込のみ）。※帰国日は参加不可。＊天候などの理由により、星空観測
ができない場合は、別プログラムをご用意しています。
■車いすご利用のお客さまもご参加いただけますが、星空観測は階

段の昇降が必要となります。 ハワイアンホール

閉館後のビショップ博物館（ハワイアンホール）を貸し切り！
ハワイの星空観測とプラネタリウム鑑賞も行います。

●10/1～4/5の毎日催行（12/1・9・31、1/1を除く）
●集合時刻：16：50～18：20頃（季節により異なります）
●所要約2時間　●送迎車：バン　●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SV3077　
●料金：20ドル（大人･こども･キッズ同額）、幼児無料

＊オアフ島到着日は参加可能（到着日参加の事前予約不可・現
地申込のみ）。＊帰国日は参加不可。＊交通ルートの都合上、バ
ンなど小型の車種を使用します。＊風が強く、寒い場合があり
ますので上着などをご用意ください。＊天候により、当日催行
中止となる場合があります。その際は参加料金20ドルを返金
いたします。催行中止になった場合、翌催行日に参加希望の
場合でも、予約状況によりお席を確保できるとは限りません。
＊サンセットの時間にあわせて出発しますので、左記時刻は目
安となります。集合・出発時刻は現地にて再度ご確認ください。
■車いすご利用のお客さまは、安全上の理由によりご参加い
ただけません。I

 タンタラスの丘からの夜景 I

さらに上へ！

プラネタリウム ˆ

カイルアの街並み I

I

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。
<ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラムのご注意>記載の内容は2019年3月末日までのものです。それ以降の内容・料金・予約受付開始は次回発表予定の「JALパック シェラトンスペシャル ハワイ」パ
ンフレットにてご確認ください。

【ホクレア観光のご案内】　■お申し込み・ご予約について ※旅行のお申し込みとは別途のお申し込みが必要となります。日本出発の5日前（土・日・祝日および12/31〜1/2を除く）までにお申し込みください。※予約回数に制限はありません。※ワイキ
キ到着日の事前予約はお受けできません。航空機の遅延がなく、かつ空席がある場合のみ、一部ルートは現地到着後にお受けいたします。※定員に達し次第締め切らせていただきます。現地でもお申し込みいただけますがお席を確保できない場合があり
ますので日本での事前予約をおすすめします。■参加日について ※オアフ島到着日・帰国日・移動日は一部ルートを除きご参加いただけません。各ルート内詳細をご確認ください。※オアフ島内での移動日はご参加いただけません。※オアフ島➡ハワイ
島への移動日はご参加いただけません。■キャンセル・ご返金について ※ご予約後キャンセルされる場合、日本出発前は旅行会社へ、現地到着後はJALPAKアロハステーションまで必ずお申し出ください。※スタンダードルートは旅行代金に含まれます。
参加されない場合の払い戻しはありません。※プレミアムルートを現地到着後にキャンセルされる場合、返金はできません。※天候などの不可抗力の事由により中止になることがあります。その際の払い戻しはありません（プレミアムルートを除く）。■ご
案内・ご注意 ※他社ツアーを含むほかのお客さまとご一緒になる場合があります。※ほかのお客さまとご相席になる場合があります。※席は自由席となり、ご指定いただけません。※観光スポットでの途中離団はお受けできません。※ルート、運行時間、所
要時間などは現地事情により変更となる場合があります。※バスの車種、仕様（トイレの有無を含む）、デザインは変更となる場合があります。■車いすでのご参加について  ご参加いただけない場合がありますので、各ルート内詳細をご確認ください。原
則としてリフトの付いていないバスとなります。お客さまご自身または同伴者の介助でバスの乗降をお願いしています。※1ドル=114円（2018年6月現在）
【旅行会社の皆さまへ】SF/SVコードは実施日・参加人数にてご予約ください。 企画・実施：ジャルパック

3



オアフ島
全ルート乗り放題！日本での事前予約OK！

＊お好きな日に何度でもご利用いただけます。

ホスピタリティあふれる

日本語ドライバーガイド付き！

ハナウマ湾
写真提供：ハワイ州観光局

カメハメハ大王像

ジャルパック オリジナル観光 「ホクレア」

デラックスバス
（一例）

デラックスバス
（一例）

詳細はWebでチェック！ ホクレア観光

充実観光！ スタンダードルート
1 ベスト･オブ･オアフ 
必見の観光ポイント、フォトスポットがいっぱい！

ハレイワ

追加代金
なし！

●10/1～4/5の毎日催行（12/9を除く）
●集合時刻：8：50　●所要約3時間45分　
●送迎車：デラックスバスまたは

デラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SF3283
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

ノースショア＆ハレイワ  2
美しい自然とのどかなローカルライフを体感！
●10/1～4/5の毎週月・火・水・金曜催行
（12/25、1/1を除く）

●集合時刻：9：10　●所要約6時間
●送迎車：デラックスバスまたは

デラックスミニバス（トイレ付き）　
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード： SF3056
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

カイルアタウン散策3
お洒落な店が集まる街をゆったり楽しもう!
●10/1～4/5の毎週月～金曜催行（10/8、
11/22、12/25、1/1・21、2/18を除く）
●集合時刻：8：10　●所要約5時間／7時間
●送迎車：デラックスバスまたは
デラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SF3031
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。

透明度の高い
サンゴ礁の海！

（火曜日は閉鎖のため
停車しません。）

感動プラス！ プレミアムルート追加料金で
さらに

ジャルパック
ならでは

フリータイムの充実アイテム&　　限定プログラム！！フリータイムの充実アイテム&　　限定プログラム！！

ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラム
日本申込/日本支払

【ご注意】＊当プランはお申し込みが必要です。日本出発の３０日前（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）までにお申し込みください。30日前を過ぎてからのお申し込みおよび変更はお受けできません。＊ご希望の開始時間をあ
わせてお申し出ください。＊７名様以降は追加代金にてご利用いただけます。〈日本申込/日本支払〉＊キッズ代金にてご参加のお子さまは対象外となりますが、追加代金にてご利用いただけます。＊お子さまメニューのご用意もあり
ます。＊レストランのスペシャルメニューのみの提供日（11/22、12/24・25・31、1/1、2/14）はご利用いただけません。また、レストランによっては定休日やご利用いただけない日があります。＊ディナー会場は変更となる場合があ
ります。＊取消料：７名様以降の方は、実施日の7日前以降は料金の全額がかかります。 企画・実施：ジャルパック
【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードは実施日・利用人数にてご予約ください。＊出発30日前までにご希望の開始時間をメッセージにてご連絡ください。＊カップルと同行者様で予約記録が複数ある場合、関連予約記録番号をご入力ください。

カップルと同行者様が３部屋以上３連泊以上で、ご宿泊
ホテル内レストランでのディナーが最大6名まで無料！

下記対象ホテルにてカップルと
同行者様をあわせて６名までが
無料となります（滞在中１回のみ）。

モアナ サーフライダー
■レストラン／ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ
■対象コース／カップル：モアナ サーフライダー 
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２１：００
　　　　　　　（18：30～19：30を除く）
■予約コード／SF３２０２
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：16,000円、こども：7,000円

シェラトン・ワイキキ
■レストラン／カイ・マーケット
■対象コース／カップル：シェラトン・ワイキキ
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２１：００
■予約コード／SF３３１６
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：14,000円/こども：6,000円

マイラニ・ロイヤル・タワー／
ロイヤル ハワイアン
■レストラン／アズーア
■対象コース／カップル：マイラニ・ロイヤル・
タワー／ロイヤル ハワイアン
同行者：対象ホテル（★）
■予約可能時間／１７：３０～２0：45　
■予約コード／SF３０７５
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：17,000円/こども：7,000円

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
■レストラン／ピカケ・テラス
■対象コース／カップル・同行者：シェラトン・
プリンセス・カイウラニ
■予約可能時間／１７：３０～２０：0０
■予約コード／SF3364
■追加代金（お1人）／６名まで：無料
７人目以降大人：9,000円/こども：5,000円

＊条件を満たしていれば出発日・日数が揃っていない場合でもご利用いただけます。
＊グループ内にハネムーナーまたはウェディングカップルがいれば、挙式の有無は
問いません。＊ディナーの際、グループ内にカップルが同席していることが条件とな
ります。＊ディナーは対象ホテル滞在中にご利用いただきます。＊ご出発前に条件が
満たされなくなった場合はご利用いただけません。

適用条件
●対象：当パンフレットまたは「JALパック ハワイ」パンフレットまたは「ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラム」が
掲載されているパンフレットの対象コースにご参加のカップルと同行者様
●条件：ハネムーナーまたはウェディングカップルと同行者様が、当プランが掲載されているパンフレットの対象コースに３部屋以上、かつ３連泊以上される場合

カップルと同行者様が異なるホテルでもOK！
対象ホテル（★）ならカップルのご宿泊ホテル内レストランにてお楽しみいただけます！
※カップルがシェラトン・プリンセス・カイウラニにご宿泊の場合は、同行者様も同ホテルにご宿泊の場合に限ります。

※ワイキキ・ビーチ・マリオットは当プログラム対象外となります。

最大
102,000円お得！！

ビーチ・ハウス・アット・ザ・モアナ カイ・マーケット アズーア ピカケ・テラス

★対象ホテル
モアナ サーフライダー／マイラニ・ロイヤル・タワー／
ロイヤル ハワイアン／シェラトン・ワイキキ／
シェラトン・プリンセス・カイウラニ

ノスタルジックな
雰囲気が魅力の
ハレイワの街へ！

ローカルフードの
お店がいっぱい

I

■車いすご利用のお客
さまもご参加いただ
けますが、一部車い
すでの移動に適さな
い場所（モアナルア・
ガーデン）があります。

■車いすご利用のお客さまも
ご参加いただけますが、一
部車いすでの移動に適さな
い場所（ハレイワビーチ、ハ
レイワタウン）があります。

■車いすでのご参加は、歩道の状態
が移動に適さないためおすすめ
できません。

1 オアフ島ゆったり観光
観光名所を少し時間をかけてゆっくりとご案内。
ランチも付いた内容充実のルートです。
●11/1～30・1/1～2/28の毎週月・木曜催行
（11/22、1/21、2/18を除く）

●集合時刻：9：30　●所要約５時間　●ランチ付き
●送迎車：ミニバスまたはバン
●ドライバーガイドがご案内します。　
●事前予約コード：SV3029
●料金25ドル（大人・こども・キッズ同額）、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。
■車いすご利用のお客さまもご参加いただけますが、
一部車いすでの移動に適さない場所（モアナルア・
ガーデン）があります。

追加料金25ドル

モアナルア・ガーデン

昼食付き11・1・2月限定！ 新登場！

「ポケ丼」または
「ロコモコ」から

選べる！
＊現地にて

お選びください
ポケ丼 ˆポケ丼 ˆ

ロコモコ ˆロコモコ ˆ

2 パールハーバー 戦艦ミズーリ＆航空博物館
戦艦ミズーリを日本語専門ガイドがご案内！
航空機を間近で見られる太平洋航空博物館も見学。
●10/1～12/31の毎週火・木・土・日曜催行（11/22、12/9・25を除く）
●集合時刻:8:30　●所要約4時間30分
●送迎車:デラックスバスまたはデラックスミニバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3044
●料金：30ドル(大人・こども・キッズ同額)、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。 ＊米軍施設・米軍所有地に入場す
るため、到着後車内にてセキュリティーチェックがあります。大きさや種類を問わ
ずすべてのバッグ、凶器になりうる物、大型カメラ（業務用・商業用）、アルコール類
はバスの中も含めて、持ち込み禁止となります。
■車いすご利用のお客さまは、戦艦ミズーリ内での移動が困難なため、ほぼ見学
することができず、ご参加をおすすめできません。

追加料金30ドル

戦艦ミズーリ

10～12月限定！

I I

ナイトルートトップ・オブ・タンタラス
～ホノルルがオレンジに染まるとき～

追加料金20ドル

JALパックならタンタラスの丘のさらに上、トップ・オブ・タンタラスへ！！

お帰りの時間が
選べる！

午後を有効に使える！ 約3時間
たっぷり滞在して満喫！ 約5時間

＊現地にてお選びください。

カイルア発の時間が選べる！
12：20発
14：20発

日本語
ガイド付き！

4 ダウンタウン＆カカアコ＆スイーツ
10月限定！ 軽食付き

ホノルルの観光名所やウォールアートで人気のカカアコへ。
地元で人気のスイーツも楽しめる、ローカル気分満載のルート！
●10/1～10/31の毎週月・水・金曜催行
●集合時刻：8：30　●所要約3時間　●軽食（ドーナツなど）付き
●送迎車:デラックスミニバス（トイレ付き）
●専用ガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3041
●料金：5ドル(大人・こども・キッズ同額)、幼児無料
＊オアフ島到着日・帰国日・移動日は参加不可。
＊軽食の内容は変更となる場合があります。また、訪問するスイーツ
ショップは現地事情により変更となる場合があります（現地にてご案
内します）。
■車いすのお客さまは、安全上の理由によりご参加いただけません。

追加料金5ドル

出雲大社

カカアコ カカアコのウォールアート

I I

追加料金20ドル
3トワイライトミュージアム＆プラネタリウム
1～3月限定！

●1/1～3/31の毎週月・木・日曜催行（1/1を除く）
●集合時刻：17：35　●所要約3時間
●送迎車：デラックスミニバスまたはデラックスバス（トイレ付き）
●ドライバーガイドがご案内します。　●事前予約コード：SV3080
●料金20ドル（大人・こども・キッズ同額）、幼児無料
＊オアフ島到着日は参加可能（到着日参加の事前予約不可・現地申
込のみ）。※帰国日は参加不可。＊天候などの理由により、星空観測
ができない場合は、別プログラムをご用意しています。
■車いすご利用のお客さまもご参加いただけますが、星空観測は階

段の昇降が必要となります。 ハワイアンホール

閉館後のビショップ博物館（ハワイアンホール）を貸し切り！
ハワイの星空観測とプラネタリウム鑑賞も行います。

●10/1～4/5の毎日催行（12/1・9・31、1/1を除く）
●集合時刻：16：50～18：20頃（季節により異なります）
●所要約2時間　●送迎車：バン　●ドライバーガイドがご案内します。
●事前予約コード：SV3077　
●料金：20ドル（大人･こども･キッズ同額）、幼児無料

＊オアフ島到着日は参加可能（到着日参加の事前予約不可・現
地申込のみ）。＊帰国日は参加不可。＊交通ルートの都合上、バ
ンなど小型の車種を使用します。＊風が強く、寒い場合があり
ますので上着などをご用意ください。＊天候により、当日催行
中止となる場合があります。その際は参加料金20ドルを返金
いたします。催行中止になった場合、翌催行日に参加希望の
場合でも、予約状況によりお席を確保できるとは限りません。
＊サンセットの時間にあわせて出発しますので、左記時刻は目
安となります。集合・出発時刻は現地にて再度ご確認ください。
■車いすご利用のお客さまは、安全上の理由によりご参加い
ただけません。I

 タンタラスの丘からの夜景 I

さらに上へ！

プラネタリウム ˆ

カイルアの街並み I

I

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。
<ハネムーナー・ウェディングカップル＆同行者プログラムのご注意>記載の内容は2019年3月末日までのものです。それ以降の内容・料金・予約受付開始は次回発表予定の「JALパック シェラトンスペシャル ハワイ」パ
ンフレットにてご確認ください。

モアナ 
サーフライダーデューク・

カハナモク像 ホノルル動物園／
カピオラニ公園

ワイキキ水族館

ダイヤモンドヘッド・
クレーター（登山道入口）

ダイヤモンドヘッド・
ルックアウトダイヤモンドヘッド・

マーケット＆グリル

アストン・ワイキキ・ 
ビーチ・ホテル

ヒルトン・ワイキキ・
ビーチ・ホテル

クヒオ通り
（インターナショナル・
マーケット・プレイス前）

Tギャラリア
ハワイ 
by DFS

シェラトン・
ワイキキ

サラトガ通り
（トランプ・インター
ナショナル前）

イリカイ・ホテル

ヒルトン・
ハワイアン・
ビレッジ

ディスカバリー・ベイ
（市バス停留所近く）

アラモアナ・センター

ワード映画館前

ホノルル美術館

ハワイ出雲大社 チャイナタウン
（ヌウアヌアベニュー
＆パウアヒストリート）

ダウンタウン
（キングストリート）

カメハメハ大王像／
イオラニ宮殿前

ソルト・アット・
カカアコ

ワード・センター

州政府前
（ハワイ州立美術館／
ワシントンプレイス）

KCCファーマーズ・
マーケット

（土曜日のみ停車）

ワイキキ・ビーチ

カイマナ・ビーチ

マジックアイランド

ダイヤモンドヘッド

KCCファーマーズ・
マーケット

チャイナ
タウン

ダウンタウン

アラモアナ・センター

ワード・センター

ロイヤル・
ハワイアン・
センター

インターナショナル・
マーケット・プレイス

ホノルル
動物園

アラモアナ・
ビーチ・パーク

カピオラニ公園
モン
サラ
ット
通り

サ
ラ
ト
ガ
通
り

カラカウア通り

クヒオ通り

アラワイ通り

アラモア
ナ通り

アラワイ運河

ハレクラニ

シェラトン・
プリンセス・カイウラニ

ハイアット
リージェンシー 
ワイキキ

アロヒラニ・
リゾート

モアナ
サーフ
ライダー

シェラトン・
ワイキキ

ザ モダン 
ホノルル

ワイキキ・
ビーチ・ウォーク

ホノルル美術館

カメハメハ
大王像

アロハタワー・
マーケットプレイス

イオラニ宮殿
ハワイ州政府

ワシントンプレイスハワイ
出雲大社

ハワイ
州立美術館

ワイキキ・
ビーチ・マリオット

ロイヤル 
ハワイアン

マイラニ・
ロイヤル・タワー

カ
パ
フ
ル
通
り

全ルート追加代金なし！ JALパックカードで乗り放題！

Waikiki Mapワイキキマップ

レインボートロリー（一例）

詳細はWebでチェック！ レインボートロリー

乗り降り自由！ジャルパック 「レインボートロリー」

アラモアナルート
ダウンタウンルート
ダイヤモンドヘッドルート
KCCエキスプレスルート

JALパックカードで乗り放題！
JALパックカードは全コースに
付いています。
＊現地にてお渡しします。

トロリー内でもラクラク情報収集！！
気になるお店をチェックしたり、日本へメールを送ったり！ 
とっても便利！ ※状況により、接続できない場合があります。

Wi-Fi使えます！

ワイキキのランドマーク！
ダイヤモンド 
ヘッドルート

早朝便「モーニングトロリー」
ダイヤモンドヘッドルートの早朝便に乗っ
て、ハワイの朝を満喫！

 毎週土曜日朝 限定運行！ 
KCCエキスプレスルート

12/2（日）〜29（土）の
クリスマス期間限定！

イルミネーションルート

11/22（木）限定！

ブラック・フライデールート

人気のダウンタウンと観光名所を巡る！
ダウンタウンルート

ショッピングやグルメを満喫！
アラモアナルート

モアナ サーフライダー
JALPAKアロハステーション
営業時間  8：00〜17：00 Wi-Fi使えます！

シェラトン・ワイキキ
JALPAKアロハステーション
営業時間  8：00〜21：00 Wi-Fi使えます！

アロヒラニ・リゾート 
JALPAKアロハステーション
営業時間   8：00〜13：00、 

15：00〜17：00

ハイアット リージェンシー ワイキキ   
JALPAKアロハステーション
営業時間  8：00〜17：00

ヒルトン･ハワイアン･ビレッジ
JALPAKアロハステーション
営業時間  8：00〜13：00、15：00〜17：00

Wi-Fi使えます！

Wi-Fi使えます！

期間限定の2つのルート！

4



ビジネスクラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉
ご利用追加プラン

お部屋タイプの追加手配（無料）
①～④のいずれか1つのみの手配となります。

【共通のご注意】＊事前のお申し込みが必要です。＊コースにより除外期間がある場合があります。詳しくは各ホテルページを
ご覧ください。＊全員が同一チェックイン日、チェックアウト日、同一のお部屋タイプの場合に限ります。＊ご出発の30日前

（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）までにお申し込みください。ご出発前までに予約の可否をお知らせします。ご出発の
29日前以降にお申し込みの場合、手配はできません。また、30日前以前にお申し込みの場合でもホテルの予約状況により手
配できない場合があります。＊部屋数には限りがあるためご希望に添えない場合があります。
【④キッズベッドのご注意】＊エキストラベッドは、通常のお部屋では1部屋に1台までご用意できます。＊大人・こども代金でご
参加の方が1室3名利用の場合および幼児代金でご参加の方がベビーベッドをご利用の場合は手配できません。＊エキスト
ラベッドの搬入時刻は、通常夜遅くになります。
【⑤ベビーベッドのご注意】＊ベビーベッドは、通常のお部屋では1部屋に1台までご用意できます。＊大人・こども代金の方で
1室3名様と同室の場合およびキッズ代金でご参加のお子さまがエキストラベッドをご利用の場合は手配できません。＊対象
コース以外でもリクエストはお受けしますが、現地到着後の回答となりますのでご了承ください（一部ホテルでは有料となり
ます）。
【旅行会社の皆さまへ】＊①～③：SVコードは各ホテルごとにチェックイン日～チェックアウト日前日、部屋数（同一フロアーは、
2部屋または3部屋を1組として「1」）にてご予約ください。④：メッセージにてご予約ください。⑤：SFコードはチェックイン日・
台数にてご予約ください。

ダブル
ベッド
無 料 ゆったりサイズのベッドが1台のお部屋を手配します。

〈予約コード： 各ホテルページをご覧ください。〉
＊キングサイズベッドまたはクィーンサイズベッドが
1台のお部屋となります。

②ダブルベッドルーム
それぞれのベッドでゆっくりお休みいただけ
る、ベッドが2台のお部屋を手配します。

〈予約コード： 各ホテルページをご覧ください。〉

①ツインベッドルームツイン
ベッド
無 料

同じ
フロアー
無 料

③同じフロアー（同階数）
1グループ3部屋まで同じフロアーで手配します。

〈予約コード： 各ホテルページをご覧ください。〉
＊隣同士のお部屋になるとは限りません。

キッズ
ベッド
無 料

④キッズベッド
「キッズ代金」にてご参加のお子さまでもエキス
トラベッドを手配します。
〈予約コード： なし。メッセージにてご予約ください。〉

※各マークがあるコース、
ホテルが対象となります。

日本申込

①～③と併用して
ご利用いただけます。ベビー

ベッド
無 料

⑤ベビーベッド ＊対象年齢：2歳未満

「幼児代金」にてご参加のお子さまにベビーベッドを手配します。
〈予約コード： SF3743〉　　　＊④キッズベッドとの併用はできません。日本・現地申込

ウェディング/ハネムーン・ワイン
ウェディングまたはハネムーンで
ご参加のお客さまに、
ワイン1本をご提供します。

追加手配

▲このマークが
　目印です。 ■予約コード：オアフ島：SF3003　マウイ島：SF3004　

■対象ホテル：各ホテルページをご覧ください。
＊お申し込みが必要です。日本出発の20日前（土･日・祝日および12/31～1/2を除
く）までにお申し込みの旅行会社へお申し出ください。20日前を過ぎてからのお申
し込みはお受けできません。＊ワインの種類はご指定いただけません。＊ホテル側の
都合により、予告なく変更・中止となる場合があります。
【旅行会社の皆さまへ】SFコードはチェックイン日・部屋数にてご予約ください。

下記の延泊はお受けできません。●各コース旅行代金表記載の延泊除外日　●2019年4月6日以降の
延泊●各島⇔オアフ島コースで途中延泊することにより、最終都市の延泊除外日（宿泊日基準）にかかる
場合●隣島（2.・3泊）⇒オアフ島（2泊）コースの隣島での延泊●オアフ島（2泊）⇒ハワイ島（2・3泊）コース
のハワイ島での延泊　■最長旅行日数：21泊23日（旅行開始日から旅行終了日まで）　■お申し込みとご
予約：＊コースご予約時にお申し込みください。現地でのお申し込みはできません。＊延泊は追加手配とな
るため、予約の可否の回答は後日となります。＊季節や現地事情によりご予約をお受けできない場合があ
ります。　■延泊代金：＊代金は1室を各代金表欄に明記された人数でご利用いただく場合のお1人様1泊
あたりの代金です（大人・こども同額）。＊お部屋代、移動日のホテル間送迎代、各島間の移動日および帰国
日のホテル→空港間の送迎代、朝食代が含まれます。＊特に記載のない限り、お1人様で1室をご利用にな
る場合は倍額となります。＊キッズ代金にてご参加の方は、延泊代金はかかりません。　◎ご注意 ①帰国
便は往路と同じ航空会社です。②同じ出発日で、旅行日数が異なる同一コースがある場合は、最長旅行日
数のコースにのみ適用されます。③延泊がお取りできないことを理由にコース本体を取り消された場合
でも、コース本体の取消料が必要です。④航空機のスケジュールにより、延泊日数に条件がつく場合があ
ります。⑤日本出発日の30日前以降にご予約内容を追加・変更・取り消しされる場合は、諸費用がかかりま
す。詳しくは、当社旅行条件書第24項にてご確認ください。また、予約状況により変更をお受けできない
場合があります。◆「延泊・中延泊プラン」による旅行延長部分も募集型企画旅行の範囲です。

【旅行会社の皆さまへ】お取り消しはメッセージにてご連絡ください。

延泊・中延泊プラン 
最終宿泊都市に限らず、途中の延泊も可能です。 

往復の日本発着国際線区間は
「おとなり・お近くシート」を

ご用意いたします！ビジネスクラス 上級エコノミークラス 
〈エクストラ・コンフォート〉180度水平になる革製のフルフラット

シートを装備。
また、13インチの次世代大型タブレット
で機内のエンターテインメントを
お楽しみいただけます。

通常のエコノミークラスに比べて、
足元が約13cm広い座席です。
優先搭乗やハワイらしいオリジナル
アメニティをご提供いたします。

以下をご利用いただけます。
■ 新千歳空港 
「ロイヤルラウンジ」

■ ホノルル空港 
「プルメリアラウンジ」

＊ 混雑状況によりご利用いただけない場合があ
ります。

＊ 片道のみご利用の場合は、ご利用区間の国際
線出発空港ラウンジに限ります。

＊ 詳しくはハワイアン航空ホームページをご確
認ください。

ビジネスクラスご利用のお客さまへのサービス

プルメリアラウンジ ˆ

●コースのご予約時にお申し込みください。●ご利用区間は、日本発着のハワイアン航空国際線区間の往復または片道です。 ●現地でのサービス内容（バス、ホテルなど）は
エコノミークラスのお客さまと同一です。●当該クラス利用代金に使用する運賃は、ジャルパックが独自に設定したもので、「予約・発券・払い戻し」や「座席指定」に対し公示運賃
とは異なり制約があり、空席状況も公示運賃と異なります。航空会社が独自に行うお客さま向け付帯サービス（含キャンペーン）も通常規定とは異なり、適用とならない場合が
あります。●お座席番号は手配回答後にご確認いただけます。予約状況により座席指定ができない場合は空港にてご確認ください。また、座席確保後も機材変更や航空会社の
都合によりお座席が変更となる場合もあります。●日本出発日の30日前以降にご予約内容を追加・変更・取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書
第24項にてご確認ください。また、予約状況により変更をお受けできない場合があります。●ご希望の座席クラスがお取りできないことを理由にコース本体をお取り消しした
場合、お申し出の時期によってはコース本体の取消料の対象となります。●当プランの予約完了と同時にご予約済みの座席はキャンセルされます。そのため、手配完了後にビ
ジネスクラス／上級エコノミークラスのみお取り消しされる場合には、あらためてコース本体のお席を手配することとなります。予約状況により変更のご希望に添えない場合
もあり、ビジネスクラス／上級エコノミークラスご利用追加プランのままご出発いただく場合があります。●航空機の手配・予約状況により出発１ヵ月前以降の回答となる場合
があります。
■ビジネスクラス／上級エコノミークラスご利用追加プランの代金表は▶P.14をご覧ください。

ビジネスクラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉 ご利用追加プラン共通のご注意 お申し込み前に、必ずお読みください。

＊同一コース番号、国際線区間（往復）の同一フラ
イト旅程でお申込みの方が対象です。＊座席番号、
窓側・通路側などの指定はできません。＊ご参加人
数ごとの座席手配につきましては「おとなり・お近
くシート手配プラン（P.6）」と同様です。＊車いすな
どの特別手配をお申込みのお客さまはおとなり・
お近くシートを手配できない場合があります。＊大
人２名に対し幼児２名がご利用の場合、利用機材に
よってはおとなり・お近くシートをご用意できない
場合があります。
【旅行会社の皆さまへ】お申込みは不要です。

「おとなり・お近くシート」のご注意

■�記載の内容は2018年6月現在のものです。
■�運航される機材や座席仕様・食事内容・各種サービスは予告なく変更となる場合
もあります。
■�詳しくはハワイアン航空または旅行会社にお問い合わせください。

＊マイル積算率は2018年6月現在のものです。
区間マイルの100％積算

対象コースにはこの
マークがついています。

＊マイル積算率は2018年6月現在のものです。
区間マイルの150％積算

対象コースにはこの
マークがついています。

シートの一例

シートの一例

札幌p ホノルル線（HA442便／HA441便）
対象路線

札幌p ホノルル線（HA442便／HA441便）
対象路線

 ˆ ˆ
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【ご注意】＊当プランにはお申し込みが必要です。＊日本出発の40日前（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）まで
にお申し込みください。＊お席には限りがあり、ご希望に添えない場合があります。＊同一コース番号、国際線区間（往
復）の同一フライト旅程でお申し込みの方が対象です。＊座席番号、窓側、通路側などの指定はできません。また、事
前に座席番号の回答はできません。＊車いすなどの特別手配をお申し込みの場合、大人2名に対し幼児2名がご利用
の場合は、おとなり・お近くシートをご用意できない場合があります。＊日本出発日の30日前以降に当プランを追加・
取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。＊航空機の手配・
予約状況により回答にお時間がかかる場合があります。

【取消料】＊当プランの取り消しについては、日本出発の30日前より取消料（追加代金の全額）を申し受けます。
＊ツアー本体を取り消しされる場合、当追加プラン代金も旅行代金の一部として取消料の対象となります。

【旅行会社の皆さまへ】＊当プランにはお申し込みが必要です。SFコードは出発日・利用人数にてご予約ください。

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて

おとなり・お近くシート手配プラン
【 対象期間 】
【予約コード】
【対象コース】
【 対象区間 】

【 追加代金 】

2018年10月1日～2019年3月31日出発
SF3541
国際線にハワイアン航空を確約する全コース
日本発着ハワイアン航空国際線区間の往復（エコノミークラスのみ）
＊ビジネスクラス/上級エコノミークラスご利用時は「おとなり・お近くシート」をご用意
いたします！（▶P.5）
5,000円（お1人様 往復／大人・こども・キッズ同額）

■2名でご参加の場合：通路を挟まないおとなりシートをご用意いたします。
■3名でご参加の場合：2名のおとなりシートをご用意し、残りの1席はその2席に接する横並びか
縦並びの席をご用意します。残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席となる場合があり
ます。
■4名でご参加の場合：3名のお近くシートを基準として、残りの1席はその3席に接する横並びか縦
並びの席をご用意します。残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席となる場合がありま
す。または、2名のおとなりシート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。
■5名でご参加の場合：4名のお近くシートを基準として、残りの1席はその4席に接する横並びか
縦並びの席をご用意します。残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席となる場合があり
ます。または、2名のおとなりシートと3名のお近くシート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。
■6名以上でご参加の場合：2～5名のおとなり・お近くシート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。

席が離ればなれになる心配がありません！！

札幌着。空港にて解散。

スケジュール
1 1

4

5

5
日間

6
日間

1
8

日間

5

6

7

8

ワイキキ泊 GXX

出 発 地 札幌 ＊そのほか国内各地からご参加の場合は下記をご覧ください。

出 発 日

2018年10月1日～2019年3月31日
【5日間】水曜日出発　【6日間】金・日曜日出発　
【8日間】水・金・日曜日出発
〈2019年2月は以下も追加で出発日があります。〉
【5日間】2/2・3、9・10　【6日間】2/2、9　【8日間】2/2、7、9、14
＊コースにより出発除外日がありますので、各ホテルページをご覧ください。

コンダクター 日本からは同行しませんが、日本語を話す現地係員がご案内します。

利用ホテル P.7～10の各ホテルページをご覧ください。

食　事
5日間：G2回 Lなし Hなし　6日間：G3回 Lなし Hなし
8日間：G5回 Lなし Hなし　
＊上記回数はP.1の朝食クーポンをすべて朝食にご利用の場合の回数です。
＊キッズ・幼児代金には食事は含まれません。＊機内食は回数には含まれません。

最少催行人員 各1名 （1名様でご参加の場合は、別途1室1名利用追加代金が必要です。）
＊一部コースでは3名となりますので各ホテルページをご覧ください。

d自由行動。
ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」や
ジャルパック「レインボートロリー」を
滞在中お楽しみいただけます（▶Ｐ．3・4）。

k担当「JALPAKアロハステーション」より混乗バスで空港へ　　 　。
ホノルル発pハワイアン航空441便にて帰国の途に。

･･･････････････････････日付変更線通過･･･････････････････････

オアフ島ワイキキ 5・6・8日間

2

6
〜

2

3
・

2

4
〜

帰国日、移動日を除く
朝食クーポン付き！

▼P.1

■ご注意：●航空機／＊日本発着便のフライトスケジュールについては、左記をご覧ください。＊ご利用便の発着時
刻については「旅行日程表」にて必ずご確認ください。●ホテル／＊参加人数により、ソファーベッドまたは簡易ベッ
ドを使用しますので、お部屋が多少手狭となります。＊1室の最大定員については、各ホテル（お部屋）ページをご覧
ください。●その他／＊送迎・観光・ご案内は他社ツアーを含むほかのお客さまとご一緒になる場合があります。＊
航空機およびホテルとお部屋についてのご注意は裏表紙の「旅の情報とご注意」をご覧ください。＊航空機の遅れ、
入国審査、空港～ホテル間の交通事情などによりチェックイン時間が予定時刻を過ぎる場合があります。
延泊除外日：2019年4月6日以降（宿泊日基準）および各旅行代金表記載の除外日

機中泊 XFX

送迎付

▶左記

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて追加代金にて

▶P.5▶P.5・14▶P.5・14 ▶P.5・14▶P.5・14

日本発着時利用航空会社 ハワイアン航空

札幌発pハワイアン航空442便にて出発。

･･･････････････････････日付変更線通過･･･････････････････････
ホノルル着。

着後、混乗バスにて担当「JALPAKアロハステーション」（▶P.4）へ
　　　 。
その後、自由行動。＊大きい荷物はホテルのお部屋へお届けします。
チェックイン時間は各ホテルページをご覧ください。

20：００

12：00

17：00

08：15

送迎付

ワイキキ泊 FXX

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて追加代金にて

～便利な機能付きWi-Fiルーターレンタル無料サービス～ 
Rainbow Wi-Fi

便利な機能付きWi-Fiルーター「Rainbow Wi-Fi」をハワイ到着
後から帰国時まで無料でお使いいただけます（▶下記）

国内線特別追加プラン� 日本航空にて国内各地からもご参加可能！
【旅行形態】＊当該国内区間も本体ツアーとあわせて、1つの募集型企画旅行の範囲として取り扱いい
たします。
【予約について】＊コースご予約時にお申込みください。＊往復のご利用となり、国内線発着空港が同一
に限ります。＊座席数には限りがあり、ご希望に添えない場合もございます。国内線の予約が確保でき
ない場合はご利用いただけません。＊国際線発着時刻より24時間以内に接続する日本航空便、日本ト
ランスオーシャン航空便の直行便に限りご利用いただけます。＊乗り継ぎに最適な時間帯の航空便が
ない場合や満席・発売開始前などの理由によりご用意できない場合、または国際線利用便の確定後に、
利用する国内線を指定させていただく場合があります。＊「日本国内線利用可能航空会社」は航空会社
の都合により変更になる場合があります。＊日本出発日の30日前以降にご予約内容を追加・変更・取り
消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。また、
予約状況により変更をお受けできない場合があります。
【代金について】＊航空機以外の交通費、宿泊を伴う場合の宿泊費、空港施設使用料は、お客さまのご
負担となります。
【クラスJについて】＊当日空港にて空席がある場合のみ、片道1,000円（免税時926円）の追加代金に
てご利用が可能です。

乗り継ぎ時間のご案内
乗り継ぎ空港 往路 復路

札幌（新千歳）空港内 90分以上 90分以上
※�国際線と国内線のお乗り継ぎの際は、最低上記の時間が必要です。乗り継ぎ時間は変更になる場合があります。

■追加代金（大人・こども・キッズ同額／お1人様・往復）

国内線発着空港 国内線乗り継ぎ空港
（往復同一空港に限る）

エコノミークラス、上級エコノミー
クラス（エクストラ・コンフォート）、

ビジネスクラス
女満別・青森・秋田・仙台・新潟・
関空・伊丹・名古屋（中部）・広島

札幌（新千歳）
追加代金なし

羽田・成田・いわて花巻 10,000円
福岡 30,000円

＊国際線発着空港は往復同一となります。
※�乗り継ぎ可能都市、国内線乗り継ぎ空港は、2018年4月26日現在の情報をもとに記載しており、変更となる場
合もあります。
【旅客施設使用料】下記空港における国内線出発・到着に際し、お支払いが必要です。別途、旅行会社
にてお支払いください。■成田空港第1・2ターミナル：大人440円／こども220円、羽田空港：大人
290円／こども140円、中部空港：大人310円／こども150円　＊幼児は不要です。
＊上記使用料は1便あたりのものです。予告なく変更となる場合があります。(2018年6月現在)
【旅行会社の皆さまへ】＊国内線特別追加プランのご予約は、直接海外ツアーデスクにお申し込みいた
だくか、メッセージでご連絡ください。＊ご出発日の30日前以降のお申し込み・取り消しはメッセージに
てご連絡ください。

■�札幌〜ホノルル間�フライト・スケジュール� （2018年4月26日現在）

出発便（日・水・金曜運航） 帰国便（火・木・土曜運航）
便名 札幌発 ホノルル着（同日） 便名 ホノルル発 札幌着（翌日）

HA442便★1 20：00 8：15 HA441便★2 12：00 17：00

★1：2019年2月1〜16日の期間は木・土曜も運航します。
★2：2019年2月1〜16日の期間は水・金曜も運航します。
＊記載のスケジュールは2018年4月26日現在の情報です。＊発着時刻は目安です。＊便名・発着時刻は変
更となる場合があります。＊ハワイアン航空は、時期により現地発着時刻が最大約85分前後します。ご利用
便の発着時刻については「旅行日程表」にて必ずご確認ください。＊記載のフライトは航空会社の都合によ
り予告なく変更・運休となる場合があります。その際、当初の手配内容（座席配列・座席番号など）から変更
となる場合があります。＊航空機の各種追加プランは、手配・予約状況により回答にお時間がかかる場合が
あります。＊裏表紙の「旅の情報とご注意」内に記載の「航空機その他交通機関」もあわせてご覧ください。

�ˆ

Wi-Fiルーター機能
最大5台まで接続可能！

無料直通電話
JALPAKアロハステーション等へ

無料で直通コール可能

JALパックハワイ�
オプショナルツアーWEB

ショップ

レインボータクシー予約
＊通話料無料/日本語で電話

予約可能

e-ホクレア
ガイドブック

レインボートロリー
運行状況

お客さまのスマホやタブレットでインターネットの接続が
可能。1部屋につき１台、無料でレンタルいただけます！

RainbowWi-Fi
［ レインボーワイファイ ］ ˆ

これらの機能が日本出発空港で借りてハワイ到着後すぐに使えて便利！

【ご注意】＊当プランはお申し込みが必要です。日程表に同封する「Rainbow�Wi-Fiのご案内」をご覧いただき、お客さまご自身でご予約ください。＊日本出発前にお申し込みください。現地ではお申し込みいただ
けません。＊台数に限りがあり、お申し込みの時期や予約状況によってはご希望に添えない場合があります。＊上記無料直通電話以外の通話機能はありません。＊端末ご利用の際の注意点は「Rainbow�Wi-Fiの
ご案内」または空港にてご確認ください。＊紛失・破損等が発生した場合、お客さまへ補償費用をご負担いただきます。＊詳細は「Rainbow�Wi-Fiのご案内」にてご確認ください。� 企画・実施：ジャルパック

その他、翻訳アプリや天気予報など便利な機能も付いています！
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（当パンフレットでの略称：モアナ サーフライダー）
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ

ホテル内にJALPAKアロハステーションがあります ▼P.4ジャルパック「レインボートロリー」の停留所があります▶P.4

外観

ホテル特典 
●ハネムーナー特典　
〈予約コード：ＳＦ3047〉]
ハネムーナーの方に、

「ビーチ・バー」でご利用いただける
ドリンククーポンを差し上げます。

（1滞在／お1人様につき1杯）
＊当特典はお申し込みが必要です。ご希望のお客さま
は日本出発の20日前（土・日・祝日および12/31～
1/2を除く）までにお申し出ください。＊20日前を過
ぎてからのお申し込みはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードはチェックイン日・
１組につき「１」にてご予約ください。

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）
●Wi-Fi接続無料（客室内、ロビーエリア）
●GoProカメラ1台の1日レンタル（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合がありま
す。また、混雑状況によりご利用できないプロ
グラムもあります。詳しくは現地にてご確認く
ださい。

Wi-Fi使えます！

すべてのお部屋対象

3連泊以上で
90日前までの予約完了で60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細はP.9をご覧ください。
＊当キャンペーンはお申し込みの必要はありません。
＊早決90、早決60の併用はできません。

$60$60
$30$30

●ジャルパック専用チェックインデスク　
11：00～15：00開設（場所は現地でご確認ください） 
日本語対応でスムーズにチェックイン（混雑状況により、お待ちいただく場合があ
ります。）

〈共通のご案内〉 1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

こども食事
無料
▶P.2 ▶P.9

リピーターズ
プログラム

1タワーウイング／12階以上
ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

4タワーウイング／
部屋指定なし

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

5ダイヤモンドウイング／オーシャンフロント
（お部屋の広さ：約29㎡＊バルコニーを含みません。）
＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付きの

お部屋となる場合があります。
＊下層階の一部のお部屋では、椰子の木で

海が見えにくくなることがあります。

6部屋指定なし
（お部屋の広さ：約20～24㎡
＊バルコニーを含みません。）
＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付き、また
はバスタブ付きのお部屋となる場合があ
ります。

3タワーウイング／
パーシャル・オーシャンビュー

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

2タワーウイング／オーシャンビュー
(お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

ビーチ・クラブ・
ラウンジ

滞在中2日間、お好きな日
にご利用いただけます。

場   所 タワーウイング
1階

サービス
デラックス・コンチネンタルの
朝食(軽朝食)、ビール・ワイン・
ドリンク・スナック(夕方より)など

開設時間 6:00～20:00

＊軽朝食は帰国日は帰国便によって
ご利用いただけない場合があり、そ
の際の払い戻しはありません。＊ホ
テルの都合により予告なく変更・中
止となる場合があります。＊詳細は

「旅行日程表」または現地にてご確
認ください。

1対象

海が目の前！

＊「追加代金」「割引代金」は、大人・こども同額です。
＊記載の内容は2018年6月現在のものです。  予告なく変更・中止になる場合があります。

SV3633
▶P.5

SV3631
▶P.5

SV3635
▶P.5

SV3096
▶P.5

SV3362
▶P.5

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3149
▶P.5

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3329
▶P.5

SV3356
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料

旅行代金（1室2名利用の場合／大人お1人／ 単位：万円 ）　
    

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.6

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いくださ
い。現地空港諸税目安額：大人・こども同額6,970円、幼児6,470円
ホ
テ
ル
名

お部屋
タイプ

日
数

チェック
イン
時間

出発
除外日

コース
番号 A B C D E

1室1名
利用

追加代金

1室3名
利用

割引代金

モ
ア
ナ 

サ
ー
フ
ラ
イ
ダ
ー

1
タワーウイング／ 
12階以上
ダイヤモンドヘッド・ 
オーシャンビュー

5

13：00 12/23〜
1/2

JZ2320A 25.5 26.5 27.0 27.5 29.5 15.0 −2.1
6 JZ2321A 30.0 31.0 31.5 32.0 34.0 20.0 −2.8
8 JZ2323A 37.8 38.8 39.3 39.8 41.8 30.0 −4.2

2 タワーウイング／ 
オーシャンビュー

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320B 24.2 25.2 25.7 26.2 28.2 13.5 −1.5
6 JZ2321B 28.3 29.3 29.8 30.3 32.3 18.0 −2.0
8 JZ2323B 36.5 37.5 38.0 38.5 40.5 27.0 −3.0

3
タワーウイング／ 
パーシャル・ 
オーシャンビュー

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320C 22.2 23.2 23.7 24.2 26.2 11.7 −0.9
6 JZ2321C 25.8 26.8 27.3 27.8 29.8 15.6 −1.2
8 JZ2323C 33.0 34.0 34.5 35.0 37.0 23.4 −1.8

4 タワーウイング／ 
部屋指定なし

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320D 21.3 22.3 22.8 23.3 25.3   9.9 −0.9
6 JZ2321D 24.3 25.3 25.8 26.3 28.3 13.2 −1.2
8 JZ2323D 30.3 31.3 31.8 32.3 34.3 19.8 −1.8

5
ダイヤモンド
ウイング／ 
オーシャンフロント

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320E 21.8 22.8 23.3 23.8 25.8 11.1 −0.9
6 JZ2321E 25.2 26.2 26.7 27.2 29.2 14.8 −1.2
8 JZ2323E 32.0 33.0 33.5 34.0 36.0 22.2 −1.8

6 部屋指定なし

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320F 20.2 21.2 21.7 22.2 24.2   9.3 −0.3
6 JZ2321F 23.0 24.0 24.5 25.0 27.0 12.4 −0.4
8 JZ2323F 28.6 29.6 30.1 30.6 32.6 18.6 −0.6

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

延泊代金（1人1泊／1室2・3名利用の場合） ▶P.5
延泊除外日：12/28〜1/2（宿泊日基準）

●タワーウイング／12階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー ：5.0万円 ●タワーウイング／オーシャンビュー ：4.5万円 　
●タワーウイング／パーシャル・オーシャンビュー ：3.9万円　●タワーウイング／部屋指定なし ：3.3万円　
●ダイヤモンドウイング／オーシャンフロント ：3.7万円　●部屋指定なし ： 3.1万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。

7 お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。



（当パンフレットでの略称：モアナ サーフライダー）
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ

ホテル内にJALPAKアロハステーションがあります ▼P.4ジャルパック「レインボートロリー」の停留所があります▶P.4

外観

ホテル特典 
●ハネムーナー特典　
〈予約コード：ＳＦ3047〉]
ハネムーナーの方に、

「ビーチ・バー」でご利用いただける
ドリンククーポンを差し上げます。

（1滞在／お1人様につき1杯）
＊当特典はお申し込みが必要です。ご希望のお客さま
は日本出発の20日前（土・日・祝日および12/31～
1/2を除く）までにお申し出ください。＊20日前を過
ぎてからのお申し込みはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードはチェックイン日・
１組につき「１」にてご予約ください。

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）
●Wi-Fi接続無料（客室内、ロビーエリア）
●GoProカメラ1台の1日レンタル（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合がありま
す。また、混雑状況によりご利用できないプロ
グラムもあります。詳しくは現地にてご確認く
ださい。

Wi-Fi使えます！

すべてのお部屋対象

3連泊以上で
90日前までの予約完了で60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細はP.9をご覧ください。
＊当キャンペーンはお申し込みの必要はありません。
＊早決90、早決60の併用はできません。

$60$60
$30$30

●ジャルパック専用チェックインデスク　
11：00～15：00開設（場所は現地でご確認ください） 
日本語対応でスムーズにチェックイン（混雑状況により、お待ちいただく場合があ
ります。）

〈共通のご案内〉 1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

こども食事
無料
▶P.2 ▶P.9

リピーターズ
プログラム

1タワーウイング／12階以上
ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

4タワーウイング／
部屋指定なし

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

5ダイヤモンドウイング／オーシャンフロント
（お部屋の広さ：約29㎡＊バルコニーを含みません。）
＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付きの

お部屋となる場合があります。
＊下層階の一部のお部屋では、椰子の木で

海が見えにくくなることがあります。

6部屋指定なし
（お部屋の広さ：約20～24㎡
＊バルコニーを含みません。）
＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付き、また
はバスタブ付きのお部屋となる場合があ
ります。

3タワーウイング／
パーシャル・オーシャンビュー

（お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

2タワーウイング／オーシャンビュー
(お部屋の広さ：約40㎡
＊バルコニーを含みます。）

ビーチ・クラブ・
ラウンジ

滞在中2日間、お好きな日
にご利用いただけます。

場   所 タワーウイング
1階

サービス
デラックス・コンチネンタルの
朝食(軽朝食)、ビール・ワイン・
ドリンク・スナック(夕方より)など

開設時間 6:00～20:00

＊軽朝食は帰国日は帰国便によって
ご利用いただけない場合があり、そ
の際の払い戻しはありません。＊ホ
テルの都合により予告なく変更・中
止となる場合があります。＊詳細は

「旅行日程表」または現地にてご確
認ください。

1対象

海が目の前！

外観

シェラトン・ワイキキ

〈共通のご案内〉 1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名★
4名★

※お部屋の広さはバルコニーを含みます。
★ 57階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント・トリプルルームは大人＋

こどものみで4名まで、大人＋こども・キッズ・幼児含めて5名までとなります。
♠3名様で1部屋をご利用の場合、テーブルセットをバルコニーに出し、エ

キストラベッドを搬入するため、お部屋が狭くなります。
7階以上ダイヤモンドヘッド・

オーシャンフロント・トリプルルームの一例 プール

ファミリーや
グループに
オススメ！

57階以上ダイヤモンドヘッド・
　オーシャンフロント・トリプルルーム

（お部屋の広さ：約64㎡）
＊大人・こども代金でご参加の方

3名様以上でお申し込みください。
＊お部屋のベッドは正規ベッドが3台です。

4名様でご利用の場合、さらにエキストラベッドを
使用します。そのためお部屋は手狭になります。

ホテル特典 すべてのお部屋対象

●スピードパス（3連泊以上）　
以下の施設に優先的に入場ができます。滞在中何回でもご利用可能です。
①フロントでのチェックイン  ②レストラン（カイ・マーケット）③フロントでのチェックアウト
＊混雑状況によりお待ちいただく場合があります。＊スピードパスは現地にてお渡しします。

●ハネムーナー特典
〈予約コード：ＳＦ3078〉]

　ハネムーナーの方に、ホテル内ギフトショップでスナックやドリンク類の
詰め放題が楽しめるギフトバッグ/Sサイズ（1つ/1部屋につき/詰め放題は1回のみ）
＊当特典はお申し込みが必要です。ご希望のお客さまはご出発の２０日前（土・日・祝日および12/31～1/2
を除く）までにお申し出ください。＊20日前を過ぎてからのお申し込みはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】ＳＦコードはチェックイン日・1組につき「1」にてご予約ください。

3連泊以上で
90日前までの予約完了で60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細はP.9をご覧ください。
＊当キャンペーンはお申し込みの必要はありません。
＊早決90、早決60の併用はできません。

$60$60 $30$30

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）
●Wi-Fi接続無料（客室内）
●GoProカメラ1台の1日レンタル（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況によりご利用できないプログラム
もあります。詳しくは現地にてご確認ください。

Wi-Fi使えます！

ホテル内にJALPAKアロハステーションがあります ▼P.4ジャルパック「レインボートロリー」の停留所があります▶P.4

4部屋指定なし
　（お部屋の広さ：約27～36㎡）♠

3パーシャル・オーシャンビュー
　（お部屋の広さ：約34～36㎡）

2オーシャンフロント
　（お部屋の広さ：約29㎡）♠

120階以上ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント 　

　（お部屋の広さ：約29㎡）♠

こども食事
無料
▶P.2 ▶P.9

リピーターズ
プログラム

日本語 ホテルチェックインサービス
ホテルのチェックインが、シェラトン・ワイキキ内

「JALPAKアロハステーション」で可能です。
日本語で手続きができるから、とっても安心・便利！

■時間：12：00～16：00 
＊上記以外の時間は、通常どおりご宿泊ホテルのフロントで
のチェックイン手続きとなります。

安心！

お部屋の準備が
できている場合は

その場でお部屋の鍵を
お渡しします。

お部屋の準備が
できていない場合は

鍵のお引き取りのみご宿泊ホテルの
フロントで行っていただきます。

●シェラトン・ワイキキ
●マイラニ・ロイヤル・タワー　●ロイヤル ハワイアン
対象ホテル

〈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：お部屋（バルコニーは除く）の窓側から海が視界のかなりの部分を占め、その景観を
特色付けているお部屋。ホテルの立地条件やご利用階数などにより景観に差異があります。●パーシャル・オーシャンビュー：お部屋の窓側からは海が見えませんが、バルコニーから海が見えるお部屋。
＊「追加代金」「割引代金」は、大人・こども同額です。＊記載の内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更・中止になる場合があります。

SV3633
▶P.5

SV3631
▶P.5

SV3635
▶P.5

SV3096
▶P.5

SV3362
▶P.5

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3149
▶P.5

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3006
▶P.5

SV3014
▶P.5

SV3329
▶P.5

SV3356
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料 ▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

SV3023
▶P.5

SV3021
▶P.5

SV3018
▶P.5

SV3023
▶P.5

SV3021
▶P.5

SV3018
▶P.5

SV3023
▶P.5

SV3021
▶P.5

SV3018
▶P.5

SV3416
▶P.5

SV3474
▶P.5

旅行代金（大人お1人／ 単位：万円 ）　
  

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.6

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いくださ
い。現地空港諸税目安額：大人・こども同額6,970円、幼児6,470円
ホ
テ
ル
名

お部屋
タイプ

日
数

チェック
イン
時間

出発
除外日

コース
番号 A B C D E

1室1名
利用

追加代金

1室3名
利用

割引代金

1室4名
利用

割引代金

シ
ェ
ラ
ト
ン・ワ
イ
キ
キ

1
20階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント 

（1室2名利用）

5

13：00 12/23〜
1/2

JZ2320G 25.0 26.0 26.5 27.0 29.0 15.3−2.1 ―
6 JZ2321G 27.5 28.5 29.0 29.5 31.5 20.4−2.8 ―
8 JZ2323G 34.6 35.6 36.1 36.6 38.6 30.6−4.2 ―

2 オーシャンフロント
（1室2名利用）

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320H 21.6 22.6 23.1 23.6 25.6 11.4−0.9 ―
6 JZ2321H 25.1 26.1 26.6 27.1 29.1 15.2−1.2 ―
8 JZ2323H 32.1 33.1 33.6 34.1 36.1 22.8−1.8 ―

3
パーシャル・
オーシャンビュー

（1室2名利用）

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320I 21.0 22.0 22.5 23.0 25.0 10.2−0.6 ―
6 JZ2321I 24.1 25.1 25.6 26.1 28.1 13.6−0.8 ―
8 JZ2323I 30.3 31.3 31.8 32.3 34.3 20.4−1.2 ―

4 部屋指定なし
（1室2名利用）

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320J 20.0 21.0 21.5 22.0 24.0   9.0−0.6 ―
6 JZ2321J 22.7 23.7 24.2 24.7 26.7 12.0−0.8 ―
8 JZ2323J 28.1 29.1 29.6 30.1 32.1 18.0−1.2 ―

5
7階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント・
トリプルルーム

（1室3名利用）

5

12：00 12/23〜
1/2

JZ2320K 23.9 24.9 25.4 25.9 27.9 ― ― −1.2
6 JZ2321K 28.0 29.0 29.5 30.0 32.0 ― ― −1.6
8 JZ2323K 34.6 35.6 36.1 36.6 38.6 ― ― −2.4

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

延泊代金（1人1泊） ▶P.5
延泊除外日：12/28〜1/2（宿泊日基準）

●20階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント（1室2・3名利用の場合） ： 5.1万円　●オーシャンフロント（1室2・3名利用の場合） ： 3.8万円　
●パーシャル・オーシャンビュー（1室2・3名利用の場合） ： 3.4万円　●部屋指定なし（1室2・3名利用の場合） ： 3.0万円
●7階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント・トリプルルーム（1室3名利用の場合）：4.5万円 （1室4名利用の場合）：3.4万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。
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（当パンフレットでの略称：ロイヤル ハワイアン）

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 ワイキキ

（当パンフレットでの略称：マイラニ・ロイヤル・タワー）

1室の最大定員
大人・こども
代金のみの場合
上記にキッズ・
幼児代金を含めて

3名

4名

1マイラニ・タワー／オーシャンフロント 　
　（お部屋の広さ：約38㎡＊バルコニーを含みます。）

＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付きまたはバ

スタブ付きのお部屋となる場合があります。

シェラトン・ワイキキに
担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4マイラニ・タワー・アット・ザ・ロイヤル・ハワイアン・

ア・ラグジュアリー・コレクション・リゾート・ワイキキ

シェラトン・ワイキキに担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4

マイラニ・ラウンジ
開放感あふれるホテルラウンジ。滞在中毎日ご利用いただけます！

場   所 マイラニ・タワー 1階ロビー
サービス コンチネンタルの朝食(軽朝食)、

アルコール飲料とおつまみ(夕方より)など

開設時間 24時間

＊軽朝食は帰国日は帰国便によってご利用いただけない場合があり、その際の払
い戻しはありません。＊ご利用にはルームキーが必要となります。＊ホテルの都合
により予告なく変更・中止となる場合があります。＊詳細は「旅行日程表」または現
地にてご確認ください。

日本語 ホテルチェックインサービス
〈マイラニ・ロイヤル・タワー、ロイヤル ハワイアン共通〉

ホテルのチェックインが、シェラトン・ワイキキ内「JALPAKアロハステーション」で
可能です。日本語で手続きができるから、とっても安心・便利！

安心！

お部屋の準備が
できている場合は

その場でお部屋の鍵を
お渡しします。

お部屋の準備が
できていない場合は

鍵のお引き取りのみ
ご宿泊ホテルのフロントで
行っていただきます。

■時間：12：00～16：00 
＊上記以外の時間は、通常どおり
ご宿泊ホテルのフロントでの
チェックイン手続きとなります。

●シェラトン・ワイキキ　●マイラニ・ロイヤル・タワー　●ロイヤル ハワイアン対象ホテル

こども食事
無料
▶P.2 ▶下記

リピーターズ
プログラム

プール

ジャルパックオリジナル

リピーターズ・プログラム
同ホテルに2回目以降のご宿泊の場合、ホテルに
お泊まりになるごとに様々な特典が受けられます。
＊内容など詳細は「旅行日程表」または現地でご確認ください。＊特典は
予告なく変更・中止となる場合があります。＊記載の内容は2019年3月
末日までのものです。それ以降の内容・料金・予約受付開始は次回発表予
定の「JALパック シェラトンスペシャル ハワイ」パンフレットにてご確認く
ださい。

オアフ島

リピーターズ
プログラム

▲このマークが
　目印です。

「リゾートカード」のご案内
ご宿泊ホテルに限らず、オアフ島シェラトンホテルズ★内の
レストランやスパなどで、規定金額分を
自由にご利用いただける「ICカード（電子マネー）」です。

▲このマークが目印です。
$30$30$60$60

リゾート▶
カード　

リゾート▶
カード　

【ご注意】＊オアフ島の各シェラトンホテルズ（※ワイキキ・ビーチ・マリオットは対象外）に滞在中のみご利用いただけます。＊利用可能施設
は現地にてご確認ください。＊リゾートカードは現地にてお渡しします。＊ご利用金額が規定金額を超えた場合のみ差額を直接各店舗にお
支払いください。＊ルームサービスおよびジャルパックのミールクーポン(「朝食・昼食クーポン」「ディナープラン」)にはご利用いただけま
せん。＊未使用分の払い戻し、紛失の際の再発行はできません。＊税金、チップのお支払いも可能です。＊内容および利用可能施設などは
ホテル側の都合により変更・中止になる場合があります。

オアフ島

JALパックならではの特典！（P.7～10）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

1部屋指定なし
（お部屋の広さ：約31㎡
＊バルコニーを含みません。）

こども食事
無料
▶P.2 ▶下記

リピーターズ
プログラム

外観

★対象のオアフ島シェラトンホテルズ：モアナ サーフライダー／シェラトン・ワイキキ／
マイラニ・ロイヤル・タワー／ロイヤル ハワイアン／シェラトン・プリンセス・カイウラニ

※ワイキキ・ビーチ・マリオットは対象外となります。

●ベーカリーの詰め合わせギフト券（1枚／1部屋につき）

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）

●Wi-Fi接続無料
（客室内、ロビーエリア）

●GoProカメラ1台の1日レンタル
（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状
況によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地
にてご確認ください。

Wi-Fi使えます！

3連泊以上で90日前までの予約完了で
60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細は下記を
ご覧ください。＊当キャンペーンはお申し込みの
必要はありません。＊早決90、早決60の併用は
できません。

$60$60
$30$30

＊「早決90」、「早決60」は併用できません。＊ご出発の前日から起算して90日前、60日前の時点で、コースで使用する航空座席・ホテルの手配を完了していることが適用の条件です。＊指定期日を切ってからの
コース・出発日・代金区分の変更、氏名・性別の訂正、お客さまの交替が生じた場合は適用対象外です。＊対象コース・泊数条件・内容の詳細は各ホテルページをご覧ください。＊延泊をして連泊数の条件を満た
す場合は対象外となります（一部ホテルを除く）。【旅行会社の皆さまへ】お申し込みは不要です。

早決の
ご注意

●ベーカリーの詰め合わせギフト券（1枚／1部屋につき）

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）

●Wi-Fi接続無料
（客室内、ロビーエリア）

●GoProカメラ1台の1日レンタル
（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状
況によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地
にてご確認ください。

Wi-Fi使えます！

3連泊以上で90日前までの予約完了で
60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細は下記を
ご覧ください。＊当キャンペーンはお申し込みの
必要はありません。＊早決90、早決60の併用は
できません。

$60$60
$30$30

＊「追加代金」「割引代金」は、大人・こども同額です。
＊記載の内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更・中止になる場合があります。

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

追加手配

SV3175
▶P.5

SV3415
▶P.5

SV3473
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

追加手配

SV3025
▶P.5

SV3643
▶P.5

SV3642
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料

旅行代金（1室2名利用の場合／大人お1人／ 単位：万円 ）　
    

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.6

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いくださ
い。現地空港諸税目安額：大人・こども同額6,970円、幼児6,470円
ホ
テ
ル
名

お部屋
タイプ

日
数

チェック
イン
時間

出発
除外日

コース
番号 A B C D E

1室1名
利用

追加代金

1室3名
利用

割引代金

マ
イ
ラ
ニ・

ロ
イ
ヤ
ル・タ
ワ
ー

1
マイラニ・ 
タワー／ 
オーシャン 
フロント

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320L 24.0 25.0 25.5 26.0 28.0 14.4 −1.2
6 JZ2321L 28.4 29.4 29.9 30.4 32.4 19.2 −1.6
8 JZ2323L 37.2 38.2 38.7 39.2 41.2 28.8 −2.4

ロ
イ
ヤ
ル 

ハ
ワ
イ
ア
ン

1 部屋 
指定なし

5

14：00 12/23〜
1/2

JZ2320M 21.0 22.0 22.5 23.0 25.0   9.6 割引なし
6 JZ2321M 23.9 24.9 25.4 25.9 27.9 12.8 割引なし
8 JZ2323M 29.7 30.7 31.2 31.7 33.7 19.2 割引なし

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

延泊代金（1人1泊／1室2・3名利用の場合） ▶P.5 延泊除外日：12/28〜1/2（宿泊日基準） マイラニ・
ロイヤル・タワー ●�マイラニ・タワー／オーシャンフロント�：�4.8万円 ロイヤル 

ハワイアン ●部屋指定なし�：�3.2万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。

9 お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。



（当パンフレットでの略称：ロイヤル ハワイアン）

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 ワイキキ

（当パンフレットでの略称：マイラニ・ロイヤル・タワー）

1室の最大定員
大人・こども
代金のみの場合
上記にキッズ・
幼児代金を含めて

3名

4名

1マイラニ・タワー／オーシャンフロント 　
　（お部屋の広さ：約38㎡＊バルコニーを含みます。）

＊シャワーのみのお部屋となります。
＊バルコニーがないお部屋となります。
＊お部屋によってはバルコニー付きまたはバ

スタブ付きのお部屋となる場合があります。

シェラトン・ワイキキに
担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4マイラニ・タワー・アット・ザ・ロイヤル・ハワイアン・

ア・ラグジュアリー・コレクション・リゾート・ワイキキ

シェラトン・ワイキキに担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4

マイラニ・ラウンジ
開放感あふれるホテルラウンジ。滞在中毎日ご利用いただけます！

場   所 マイラニ・タワー 1階ロビー
サービス コンチネンタルの朝食(軽朝食)、

アルコール飲料とおつまみ(夕方より)など

開設時間 24時間

＊軽朝食は帰国日は帰国便によってご利用いただけない場合があり、その際の払
い戻しはありません。＊ご利用にはルームキーが必要となります。＊ホテルの都合
により予告なく変更・中止となる場合があります。＊詳細は「旅行日程表」または現
地にてご確認ください。

日本語 ホテルチェックインサービス
〈マイラニ・ロイヤル・タワー、ロイヤル ハワイアン共通〉

ホテルのチェックインが、シェラトン・ワイキキ内「JALPAKアロハステーション」で
可能です。日本語で手続きができるから、とっても安心・便利！

安心！

お部屋の準備が
できている場合は

その場でお部屋の鍵を
お渡しします。

お部屋の準備が
できていない場合は

鍵のお引き取りのみ
ご宿泊ホテルのフロントで
行っていただきます。

■時間：12：00～16：00 
＊上記以外の時間は、通常どおり
ご宿泊ホテルのフロントでの
チェックイン手続きとなります。

●シェラトン・ワイキキ　●マイラニ・ロイヤル・タワー　●ロイヤル ハワイアン対象ホテル

こども食事
無料
▶P.2 ▶下記

リピーターズ
プログラム

プール

ジャルパックオリジナル

リピーターズ・プログラム
同ホテルに2回目以降のご宿泊の場合、ホテルに
お泊まりになるごとに様々な特典が受けられます。
＊内容など詳細は「旅行日程表」または現地でご確認ください。＊特典は
予告なく変更・中止となる場合があります。＊記載の内容は2019年3月
末日までのものです。それ以降の内容・料金・予約受付開始は次回発表予
定の「JALパック シェラトンスペシャル ハワイ」パンフレットにてご確認く
ださい。

オアフ島

リピーターズ
プログラム

▲このマークが
　目印です。

「リゾートカード」のご案内
ご宿泊ホテルに限らず、オアフ島シェラトンホテルズ★内の
レストランやスパなどで、規定金額分を
自由にご利用いただける「ICカード（電子マネー）」です。

▲このマークが目印です。
$30$30$60$60

リゾート▶
カード　

リゾート▶
カード　

【ご注意】＊オアフ島の各シェラトンホテルズ（※ワイキキ・ビーチ・マリオットは対象外）に滞在中のみご利用いただけます。＊利用可能施設
は現地にてご確認ください。＊リゾートカードは現地にてお渡しします。＊ご利用金額が規定金額を超えた場合のみ差額を直接各店舗にお
支払いください。＊ルームサービスおよびジャルパックのミールクーポン(「朝食・昼食クーポン」「ディナープラン」)にはご利用いただけま
せん。＊未使用分の払い戻し、紛失の際の再発行はできません。＊税金、チップのお支払いも可能です。＊内容および利用可能施設などは
ホテル側の都合により変更・中止になる場合があります。

オアフ島

JALパックならではの特典！（P.7～10）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

1部屋指定なし
（お部屋の広さ：約31㎡
＊バルコニーを含みません。）

こども食事
無料
▶P.2 ▶下記

リピーターズ
プログラム

外観

★対象のオアフ島シェラトンホテルズ：モアナ サーフライダー／シェラトン・ワイキキ／
マイラニ・ロイヤル・タワー／ロイヤル ハワイアン／シェラトン・プリンセス・カイウラニ

※ワイキキ・ビーチ・マリオットは対象外となります。

●ベーカリーの詰め合わせギフト券（1枚／1部屋につき）

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）

●Wi-Fi接続無料
（客室内、ロビーエリア）

●GoProカメラ1台の1日レンタル
（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状
況によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地
にてご確認ください。

Wi-Fi使えます！

3連泊以上で90日前までの予約完了で
60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細は下記を
ご覧ください。＊当キャンペーンはお申し込みの
必要はありません。＊早決90、早決60の併用は
できません。

$60$60
$30$30

＊「早決90」、「早決60」は併用できません。＊ご出発の前日から起算して90日前、60日前の時点で、コースで使用する航空座席・ホテルの手配を完了していることが適用の条件です。＊指定期日を切ってからの
コース・出発日・代金区分の変更、氏名・性別の訂正、お客さまの交替が生じた場合は適用対象外です。＊対象コース・泊数条件・内容の詳細は各ホテルページをご覧ください。＊延泊をして連泊数の条件を満た
す場合は対象外となります（一部ホテルを除く）。【旅行会社の皆さまへ】お申し込みは不要です。

早決の
ご注意

●ベーカリーの詰め合わせギフト券（1枚／1部屋につき）

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）

●Wi-Fi接続無料
（客室内、ロビーエリア）

●GoProカメラ1台の1日レンタル
（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状
況によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地
にてご確認ください。

Wi-Fi使えます！

3連泊以上で90日前までの予約完了で
60ドル分、60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細は下記を
ご覧ください。＊当キャンペーンはお申し込みの
必要はありません。＊早決90、早決60の併用は
できません。

$60$60
$30$30

シェラトン・プリンセス・カイウラニ

タワーウィング

ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート&スパに
担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチに
担当JALPAKアロハステーションがあります ▼P.4

Wi-Fi使えます！

●日本語ゲストサービス　日本語対応で言葉の心配なく、ス
ムーズにチェックインできます。
＊混雑時にはお待ちいただく場合があります。＊営業時間は現地にて
ご確認ください。

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在／1部屋につき）（▶P.1）

●Wi-Fi接続無料（客室内）
●GoProカメラ1台の1日レンタル（1滞在につき1回）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状
況によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地に
てご確認ください。

3連泊以上で
90日前までの予約完了で60ドル分、
60日前までの予約完了で
30ドル分のリゾートカード
（1滞在／1部屋につき）
＊早決のご注意、リゾートカードの詳細はP.9をご
覧ください。＊当キャンペーンはお申し込みの必
要はありません。＊早決90、早決60の併用はでき
ません。＊延泊をして連泊数の条件を満たす場合
は対象外となります。

$60$60
$30$30

すべてのお部屋対象

外観

1タワーウイング／
　オーシャンビュー 　

（お部屋の広さ：約31㎡ 
＊バルコニーを含みます。）

2タワーウイング／
眺望指定なし

（お部屋の広さ：約31㎡
＊バルコニーを含みます。）

＊バルコニーがないお部屋となります。お部屋によっ
てはバルコニー付きのお部屋となる場合があります。

3部屋指定なし
（お部屋の広さ：約15～20㎡
 ＊バルコニーを含みません。）

こども食事
無料
▶P.2 ▶P.9

リピーターズ
プログラム

〈共通のご案内〉 1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名★
4名★

★3部屋指定なしは大人＋こども
のみで2名まで、大人+こども・キッ
ズ・幼児含めて3名までとなります。

ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ

Wi-Fi使えます！

●3連泊以上でルームクレジット30ドル分
（1滞在／1部屋につき）
＊ホテル指定のレストラン、ルームサービスでご利用い
ただけます。＊ルームクレジットに関するご注意はP.11
をご覧ください。

●Wi-Fiルーター1台レンタル料無料
（1滞在/1部屋につき）
＊詳細は現地にてご確認ください。＊数に限りがあり、ご
利用いただけない場合があります。

ホテル特典 

リゾート
フィー
プログラム

●Wi-Fi接続無料（客室内）
●長距離電話1日あたり60分まで無料
（国際電話含む）

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、
混雑状況によりご利用できないプログラムもあります。
詳しくは現地にてご確認ください。

すべてのお部屋対象

プール外観

2部屋指定なし
（お部屋の広さ：約32～38㎡
＊バルコニーを含みます。）

1オーシャンビュー 　
（お部屋の広さ：約32～38㎡
＊バルコニーを含みます。）

〈共通のご案内〉
1室の最大定員

大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

こども食事
無料
▶P.2

（当パンフレットでの略称：ワイキキ・ビーチ・マリオット）

〈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：お部屋（バルコニーは除く）の窓側から海が視界のかなりの部分を占め、その景観を
特色付けているお部屋。ホテルの立地条件やご利用階数などにより景観に差異があります。
＊「追加代金」「割引代金」は、大人・こども同額です。＊記載の内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更・中止になる場合があります。

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

追加手配

SV3175
▶P.5

SV3415
▶P.5

SV3473
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

追加手配

SV3025
▶P.5

SV3643
▶P.5

SV3642
▶P.5

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料

SV3437
▶P.5

SV3393
▶P.5

SV3166
▶P.5

SV3166
▶P.5

SV3393
▶P.5

SV3437
▶P.5

SV3390
▶P.5

SV3434
▶P.5

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

ベビー
ベッド
無 料

▶P.5

追加手配

▶P.5

追加手配

旅行代金（1室2名利用の場合／大人お1人／ 単位：万円 ）　
    

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.6

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いくださ
い。現地空港諸税目安額：大人・こども同額6,970円、幼児6,470円
ホ
テ
ル
名

お部屋
タイプ

日
数

チェック
イン
時間

出発
除外日

コース
番号 A B C D E

1室1名
利用

追加代金

1室3名
利用

割引代金

シ
ェ
ラ
ト
ン・プ
リ
ン
セ
ス・カ
イ
ウ
ラ
ニ

1 タワーウイング／
オーシャンビュー

5

13：00 12/23〜
1/2

JZ2320N 19.4 20.4 20.9 21.4 23.4   7.8−0.6
6 JZ2321N 21.8 22.8 23.3 23.8 25.8 10.4−0.8
8 JZ2323N 26.6 27.6 28.1 28.6 30.6 15.6−1.2

2 タワーウイング／
眺望指定なし

5

13：00 12/23〜
1/2

JZ2320O 18.3 19.3 19.8 20.3 22.3   6.6−0.3
6 JZ2321O 20.3 21.3 21.8 22.3 24.3   8.8−0.4
8 JZ2323O 24.3 25.3 25.8 26.3 28.3 13.2−0.6

3 部屋指定なし

5

13：00 12/23〜
1/2

JZ2320P 17.6 18.6 19.1 19.6 21.6   6.0 ―
6 JZ2321P 19.4 20.4 20.9 21.4 23.4   8.0 ―
8 JZ2323P 23.0 24.0 24.5 25.0 27.0 12.0 ―

ワ
イ
キ
キ・ビ
ー
チ・マ
リ
オ
ッ
ト

1 オーシャンビュー

5

13：00
10/12〜

20、
12/23〜

1/2

JZ2320Q 20.6 21.6 22.1 22.6 24.6   9.3−0.9
6 JZ2321Q 23.4 24.4 24.9 25.4 27.4 12.4−1.2
8 JZ2323Q 29.0 30.0 30.5 31.0 33.0 18.6−1.8

2 部屋指定なし

5

14：00
10/12〜

20、
12/23〜

1/2

JZ2320R 19.3 20.3 20.8 21.3 23.3   8.1−0.6
6 JZ2321R 21.8 22.8 23.3 23.8 25.8 10.8−0.8
8 JZ2323R 26.8 27.8 28.3 28.8 30.8 16.2−1.2

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

延泊代金
（1人1泊）
▶P.5

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
延泊除外日：12/28〜1/2（宿泊日基準）

●タワーウイング／オーシャンビュー（1室2・3名利用の場合）： 2.6万円
●タワーウイング／眺望指定なし（1室2・3名利用の場合）： 2.2万円　
●部屋指定なし（1室2名利用の場合） ： 2.0万円

ワイキキ・ビーチ・マリオット
延泊除外日：10/17〜20、12/28〜1/2（宿泊日基準）

●オーシャンビュー（1室2・3名利用の場合） ： 3.1万円
●部屋指定なし（1室2・3名利用の場合） ： 2.7万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。
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シェラトン・コナ・リゾート&スパ アット・ケアウホウ・ベイハワイ島
（当パンフレットでの略称：シェラトン・コナ・リゾート）

ホテル特典 

＊ホテル指定のレストラン、ルームサービスでご利用いただけます。
＊ルームクレジットに関するご注意はP.11をご覧ください。

●４連泊以上でルームクレジット100ドル分 （１滞在／１部屋につき）

すべてのお部屋対象

1対象

1対象
●４連泊以上でルームクレジット50ドル分 （１滞在／１部屋につき）23対象

●ビーチでのアクティビティグッズを無料レンタル（滞在中1回/１部屋につき）
①スノーケルセット　②ブギーボード　左記いずれか1つ

＊7：00～19：00までのご利用となります。＊近隣ビーチでのご利用となります。ホテル内プー
ルではご利用いただけません。

●プールサイドでカバナ利用無料（滞在中1回/1部屋につき/最大3時間まで）
〈上記両特典共通のご注意〉＊JALパックカードのご提示が必要となります。＊数に限りがある
ため混雑時にはご利用いただけない場合もあります。詳しくは現地にてご確認ください。

リゾート
フィー

プログラム

●Wi-Fi接続無料（客室内、リゾート内公共エリア）
●コナ市内行きカイルア・コナ・トロリー利用＊運行時刻はホテルでご確認ください。
●リゾートでの自転車レンタル(無制限)
●リゾートでのゴルフクラブ・レンタル(無制限)
＊貸出場所はホテル内ですがどちらのゴルフコースでもご利用いただけます。

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況によりご利用できないプログラムも
あります。詳しくは現地にてご確認ください。

]

●JALパックカードのご提示でスパ（トリートメント／一部除外)が10％割引
●ハネムーナー特典　〈予約コード：ＳＦ3389〉

ホテルよりプチギフト
内容は現地にてご確認ください。（１滞在／１部屋につき1つ）
＊当特典はお申し込みが必要です。ご希望のお客さまはご出発の２０日前（土・日・祝日および12/31～1/2
を除く）までにお申し出ください。＊20日前を過ぎてからのお申し込みはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】ＳＦコードはチェックイン日・1組につき「1」にてご予約ください。 

1オーシャンフロント
（お部屋の広さ：約47㎡）

2オーシャンビュー
（お部屋の広さ：約47㎡）

3部屋指定なし
（お部屋の広さ：約47㎡）

オアフ島利用ホテル

●シェラトン・プリンセス・カイウラニ
　（タワーウィング／眺望指定なし）▶P.10

〈共通のご案内〉
1室の最大定員

大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

＊お部屋の広さはバルコニーを含みます。

こども食事
無料
▶P.2

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料SV3576

▶P.5
SV3557
▶P.5

レイズ・オン・ザ・ベイ
朝食レストラン。
朝食クーポン４枚で
夕食に交換可能！
サンセットも楽しめる

レストラン

スライダー
こども達に大人気の
ウォータースライダー

カバナ＋プール
カバナで優雅に
くつろげます。

ホルア・プールサイド・
バー＆ラウンジ

プールでエンジョイしながら
軽食を楽しめるレストラン。
朝食クーポン2枚で
ランチに交換可能！

カイウル・クラブ・ラウンジ
1 対象 ホテルチェックイン前やチェックアウト後もご利用いただけます！

場   所 4階 開設時間 06：30～19：00

＊6：30～9：00・17：00～19：00のご
利用時には、お部屋番号とお名前を
ラウンジスタッフへお伝えください。
上記以外の時間帯でのご利用には、
ルームキーが必要となります。＊6：30
～9：00・17：00～19：00の間はホテ
ルスタッフが常駐しています。＊軽朝
食は帰国便・移動便によってご利用い
ただけない場合もありますが、その
際の払い戻しはありません。＊ホテル
側の都合により、予告なく変更・中止
となる場合があります。

◆06：30～09：00…コンチネンタルの朝食（軽朝食） 
◆09：00～17：00…スナック、ドリンク
◆17：00～19：00…オードブル（ププ）とビール、ワイン
◆無料Wi-Fiスポット（ご自身のパソコンをお持ちください）

サ
ー
ビ
ス

ˆ ˆ

ˆ朝は軽朝食、夕方はオードブルとア
ルコールをお楽しみいただけます！

プール

日本語ゲストサービス ホテル内に日本語対応のゲストサービスがあります。 ＊営業時間は現地にてご確認ください。

ハワイ島ステイ6日間　ハワイ島➡オアフ島6・8日間
ステイ スケジュール ハワイ島→

オアフ島
6

日間
20：００札幌発pハワイアン航空442便にて出発。

日付変更線通過
08:15 ホノルル着。
安心乗り継ぎ案内付き！ 団体出口にて係員がお出迎えします。乗り継ぎの
ご案内後、国内線ターミナルではチェックインのお手伝いをします。
10:30～15:00 ホノルル発 pハワイ島（コナ空港）着。
便利な機能付きWi-Fiルーター「Rainbow Wi-Fi」をハワイ到着後から帰国
時まで無料でお使いいただけます（▶P.6）
着後、混乗車にてご宿泊ホテルへ� �
（空港またはホテルにて滞在中のご案内をします）送迎付 。
チェックイン時間はホテルページ（▶P.12）をご覧ください。 ハワイ島泊 FXX

6
日間

8
日間

ハワイ島
の泊数

ハワイ島の
泊数

4
泊

2
泊

4
泊

1 1 1

2・3
d自由行動。

おまかせ！レンタカープランもご用意。（▶下記旅サイトをご覧ください）
� ハワイ島泊 GXX

2 2
〜
4

4 ハワイ島ステイコース
d自由行動。  

� ハワイ島泊 GXX

ハワイ島➡オアフ島コース
06:00～14:30 混乗車にてコナ空港へ 送迎付 。
08:00～16:30 ハワイ島発pホノルル着。
着後、混乗車にてワイキキの担当「JALPAKアロハス
テーション」へ（▶P.4）送迎付 。
その後、自由行動。＊大きい荷物はホテルのお部屋へお届けします。
チェックイン時間はオアフ島の各ホテルページをご
覧ください。 ワイキキ泊 GXX

3 5

d自由行動。
ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」やジャル  
パック「レインボートロリー」で滞在中お楽しみくだ
さい。（▶P.3・4） ワイキキ泊 GXX

4 6

5 04:00～09:30 混乗車にてコ
ナ空港へ 送迎付 。

06:00～11:30 ハワイ島発p
ホノルルへ。ホノルル
着後、国際線ターミ
ナルへ。

12:00 ホノルル発pハワ
イアン航空441便
にて帰国の途に。
日付変更線通過

機中泊 GFX

k担当「JALPAKアロハステーション」より混乗バスで
空港へ 送迎付 。

12:00 ホノルル発pハワイアン航空441便にて帰国の途
に。

日付変更線通過
機中泊 XFX

5 7

6 17：00 札幌着。空港にて解散。 6 8

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて追加代金にて

マウイ島ステイ6日間　マウイ島➡オアフ島6・8日間
ステイ スケジュール マウイ島→

オアフ島
6

日間 20：００札幌発pハワイアン航空442便にて出発。
日付変更線通過

08:15 ホノルル着。
安心乗り継ぎ案内付き！ 団体出口にて係員がお出迎えします。乗り継ぎのご案内後、国内線ターミナルではチェックインのお手伝いをします。
10:30～15:00 ホノルル発 pマウイ島（カフルイ空港）着。�
便利な機能付きWi-Fiルーター「Rainbow Wi-Fi」をハワイ到着後から帰国時まで無料でお使いいただけます（▶P.6）
着後、混乗車にてご宿泊ホテルへ（空港またはホテルにて滞在中のご案内をします）送迎付 。
チェックイン時間はホテルページ（▶P.13）をご覧ください。 マウイ島泊 FXX

6
日間

8
日間

マウイ島
の泊数

マウイ島の
泊数

4
泊

2
泊

4
泊

1 1 1

2・3
d自由行動。  
マウイ島滞在中、ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」（詳細▶P.13）をお楽しみいただけます。� マウイ島泊 GXX

2 2
〜
4

4 マウイ島ステイコース
d自由行動。  

� マウイ島泊 GXX

マウイ島➡オアフ島コース
06:00～14:30 混乗車にてカフルイ空港へ 送迎付 。
08:00～16:30 マウイ島発pホノルル着。
着後、混乗車にてワイキキの担当「JALPAKアロハステーション」へ（▶P.4）送迎付。
その後、自由行動。＊大きい荷物はホテルのお部屋へお届けします。
チェックイン時間はオアフ島の各ホテルページをご覧ください。 ワイキキ泊 GXX

3 5

5 04:00～09：30 混乗車にてカフルイ空港へ 送迎付 。
06:00～11:30 マウイ島発pホノルルへ。� �
ホノルル着後、国際線ターミナルへ。

12:00 ホノルル発pハワイアン航空441便にて帰国の途に。
日付変更線通過

機中泊 GFX

d自由行動。� �
ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」やジャルパック「レインボートロリー」で滞在
中お楽しみください。（▶P.3・4） ワイキキ泊 GXX

4 6

k担当「JALPAKアロハステーション」より混乗バスで空港へ 送迎付 。
12:00 ホノルル発pハワイアン航空441便にて帰国の途に。
� 機中泊 XFX

5 7

6 17：00 札幌着。空港にて解散。 6 8

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて追加代金にて

日付変更線通過

オアフ島➡ハワイ島6・8日間
オアフ島→
ハワイ島 スケジュール
6

日間
8

日間 20：００札幌発p  
ハワイアン航空442便にて出発。

日付変更線通過
08:15 ホノルル着。
便利な機能付きWi-Fiルーター「Rainbow Wi-Fi」
をハワイ到着後から帰国時まで無料でお使いいただ
けます（▶P.6）
着後、混乗バスにて担当「JALPAKアロハステーショ
ン」へ（▶P.4）送迎付 。
その後自由行動。＊大きい荷物はホテルのお部屋へお届けします。
チェックイン時間はオアフ島の各ホテルページをご覧
ください。

 ワイキキ泊 FXX

ハワイ島の
泊数

2
泊

4
泊

1 1

2 2 d自由行動。
ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」やジャル  
パック「レインボートロリー」で滞在中お楽しみくだ
さい。（▶P.3・4） ワイキキ泊 GXX

3 3 07:00～14:00 混乗車にて空港へ 送迎付 。
09:00～16:00 ホノルル発pハワイ島（コナ空港）着。
着後、混乗車にてご宿泊ホテルへ（空港またはホテル
にて滞在中のご案内をします）送迎付 。
チェックイン時間はホテルページ（▶P.12）をご覧くださ
い。 ハワイ島泊 XXX

4 4
〜
6

d自由行動。  

� ハワイ島泊 GXX

5 7 04:00～09:30 混乗車にてコナ空港へ 送迎付 。
06:00～11:30 ハワイ島発pホノルルへ。� �
ホノルル着後、国際線ターミナルへ。

12:00 ホノルル発pハワイアン航空441便にて帰国の途に。
日付変更線通過

機中泊 GFX

6 8 17：00 札幌着。空港にて解散。

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近くシート
ご希望の方へ

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて追加代金にて

出　発　地 札幌�＊そのほか国内各地からご参加の場合はP.6をご覧ください。
■ご注意：●航空機／＊日本発着便のフライトスケジュールについては
P.6をご覧ください。＊ご利用便の発着時刻については「旅行日程表」にて
必ずご確認ください。●ホテル／＊参加人数によりソファーベッドまたは
簡易ベッドを使用しますので、お部屋が多少手狭となります。＊１室の最大
定員については、各ホテル（お部屋）ページをご覧ください。●その他／＊
各島の空港⇔ホテル間の送迎はお客さまの人数により、バスまたはタク
シーとなります（事前に指定はできません）。＊送迎・観光・ご案内は他社ツ
アーを含むほかのお客さまとご一緒になる場合があります。＊航空機およ
びホテルとお部屋についてのご注意は裏表紙の「旅の情報とご注意」をご
覧ください。＊航空機の遅れ、入国審査、空港〜ホテル間の交通事情など
によりチェックイン時間が予定時刻を過ぎる場合があります。
延泊除外日：2019年4月6日以降（宿泊日基準）および各旅行代金表記
載の除外日

出　発　日
2018年10月1日～2019年3月31日【6日間】金・日曜日出発　【8日間】水・金・日曜日出発�
〈2019年2月は以下も追加で出発日があります。〉【6日間】2/2、9　【8日間】2/2、7、9、14
＊コースにより出発除外日がありますので、各ホテルページをご覧ください。

利用ホテル P.12・13の各ホテルページをご覧ください。 日本発着時利用航空会社 ハワイアン航空

食　事
〈各隣島←→オアフ島コース〉�6日間：G3回�Lなし�Hなし��8日間：G5回�Lなし�Hなし
〈各隣島ステイコース〉G4回�Lなし�Hなし
＊上記回数はP.1・2の朝食クーポンをすべて朝食にご利用の場合の回数です。＊各島からの帰国日、移動日のフライトが早い場合は朝食をお召し
上がりいただけない場合があります（その場合の払い戻しはありません）。＊オアフ島からの帰国日・移動日の朝食クーポンは付きません。＊キッ
ズ・幼児代金には食事は含まれません。＊機内食は回数には含まれません。

コンダクター 日本からは同行しませんが、日本語を話す現地係員がご案内します。
最少催行人員 各1名�（1名様でご参加の場合は、別途1室1名利用追加代金が必要となります。）

おとなり・
お近く
シート
手　配

追加代金にて

▶P.5・14 ▶P.5・14 ▶P.6 ▶P.5

おまかせ！ レンタカープラン
詳細はこちらから！ JALパック 旅サイト

ハワイ島／マウイ島（＆オアフ島）朝食クーポン付き！
※オアフ島帰国日・
移動日除く ▼P.1

ホテル指定の施設にて規定金額をご利用いただけます。
【ご注意】※ご利用時に「お部屋付け」にしてサインをしていただきます。※ご利用金額が規定金額を超えた場合は、差額をチェックアウトの精算時にお支払いください。※提供ホテル滞在中のみご利用いただけます。※ホテル指定の施設のみでご利用いただけま
す。ご利用可能な施設は予告なく変更となる場合があります。詳しくは現地にてご確認ください。※ご利用にならなかった場合やご利用金額が規定金額に満たない場合でも、返金はありません。

ルームクレジットのご案内

11 お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意（裏表紙）」をお読みください。



シェラトン・コナ・リゾート&スパ アット・ケアウホウ・ベイハワイ島
（当パンフレットでの略称：シェラトン・コナ・リゾート）

ホテル特典 

＊ホテル指定のレストラン、ルームサービスでご利用いただけます。
＊ルームクレジットに関するご注意はP.11をご覧ください。

●４連泊以上でルームクレジット100ドル分 （１滞在／１部屋につき）

すべてのお部屋対象

1対象

1対象
●４連泊以上でルームクレジット50ドル分 （１滞在／１部屋につき）23対象

●ビーチでのアクティビティグッズを無料レンタル（滞在中1回/１部屋につき）
①スノーケルセット　②ブギーボード　左記いずれか1つ

＊7：00～19：00までのご利用となります。＊近隣ビーチでのご利用となります。ホテル内プー
ルではご利用いただけません。

●プールサイドでカバナ利用無料（滞在中1回/1部屋につき/最大3時間まで）
〈上記両特典共通のご注意〉＊JALパックカードのご提示が必要となります。＊数に限りがある
ため混雑時にはご利用いただけない場合もあります。詳しくは現地にてご確認ください。

リゾート
フィー

プログラム

●Wi-Fi接続無料（客室内、リゾート内公共エリア）
●コナ市内行きカイルア・コナ・トロリー利用＊運行時刻はホテルでご確認ください。
●リゾートでの自転車レンタル(無制限)
●リゾートでのゴルフクラブ・レンタル(無制限)
＊貸出場所はホテル内ですがどちらのゴルフコースでもご利用いただけます。

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況によりご利用できないプログラムも
あります。詳しくは現地にてご確認ください。

]

●JALパックカードのご提示でスパ（トリートメント／一部除外)が10％割引
●ハネムーナー特典　〈予約コード：ＳＦ3389〉

ホテルよりプチギフト
内容は現地にてご確認ください。（１滞在／１部屋につき1つ）
＊当特典はお申し込みが必要です。ご希望のお客さまはご出発の２０日前（土・日・祝日および12/31～1/2
を除く）までにお申し出ください。＊20日前を過ぎてからのお申し込みはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】ＳＦコードはチェックイン日・1組につき「1」にてご予約ください。 

1オーシャンフロント
（お部屋の広さ：約47㎡）

2オーシャンビュー
（お部屋の広さ：約47㎡）

3部屋指定なし
（お部屋の広さ：約47㎡）

オアフ島利用ホテル

●シェラトン・プリンセス・カイウラニ
　（タワーウィング／眺望指定なし）▶P.10

〈共通のご案内〉
1室の最大定員

大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

＊お部屋の広さはバルコニーを含みます。

こども食事
無料
▶P.2

▶P.5

キッズ
ベッド
無 料SV3576

▶P.5
SV3557
▶P.5

レイズ・オン・ザ・ベイ
朝食レストラン。
朝食クーポン４枚で
夕食に交換可能！
サンセットも楽しめる

レストラン

スライダー
こども達に大人気の
ウォータースライダー

カバナ＋プール
カバナで優雅に
くつろげます。

ホルア・プールサイド・
バー＆ラウンジ

プールでエンジョイしながら
軽食を楽しめるレストラン。
朝食クーポン2枚で
ランチに交換可能！

カイウル・クラブ・ラウンジ
1 対象 ホテルチェックイン前やチェックアウト後もご利用いただけます！

場   所 4階 開設時間 06：30～19：00

＊6：30～9：00・17：00～19：00のご
利用時には、お部屋番号とお名前を
ラウンジスタッフへお伝えください。
上記以外の時間帯でのご利用には、
ルームキーが必要となります。＊6：30
～9：00・17：00～19：00の間はホテ
ルスタッフが常駐しています。＊軽朝
食は帰国便・移動便によってご利用い
ただけない場合もありますが、その
際の払い戻しはありません。＊ホテル
側の都合により、予告なく変更・中止
となる場合があります。

◆06：30～09：00…コンチネンタルの朝食（軽朝食） 
◆09：00～17：00…スナック、ドリンク
◆17：00～19：00…オードブル（ププ）とビール、ワイン
◆無料Wi-Fiスポット（ご自身のパソコンをお持ちください）

サ
ー
ビ
ス

ˆ ˆ

ˆ朝は軽朝食、夕方はオードブルとア
ルコールをお楽しみいただけます！

プール

日本語ゲストサービス ホテル内に日本語対応のゲストサービスがあります。 ＊営業時間は現地にてご確認ください。

旅行代金（1室2名利用の場合／大人お1人／ 単位：万円 ）　
    

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.11

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額：�大人・こども同額7,590円、幼児7,090円
ホ
テ
ル
名

ルート お部屋
タイプ

オアフ島
利用ホテル

日数
（ ）内は
ハワイ島
の泊数

チェック
イン時間

（ハワイ島）
コース
番号

出発
除外日 A B C D E オアフ島➡ハワイ島 1室1名

利用
追加代金

1室3名
利用

割引代金コース番号 出発除外日 割引代金

シ
ェ
ラ
ト
ン・コ
ナ・リ
ゾ
ー
ト

ハワイ島
ステイ

1 オーシャン
フロント ─── ６日間（４泊）13：00（注1）JZ4394X 12/21〜1/5 24.9 25.9 26.4 26.9 28.9 ─── ─── ─── 11.2 −1.6

2 オーシャン
ビュー ─── ６日間（４泊）

15：00
JZ4394Y 10/4〜14、

12/21〜1/5、
2/5〜24

22.4 23.4 23.9 24.4 26.4 ─── ─── ─── � 8.8 −0.4
3 部屋

指定なし ─── ６日間（４泊） JZ4394Z 21.5 22.5 23.0 23.5 25.5 ─── ─── ─── � 7.6 −0.4

ハワイ島
➡

オアフ島

1 オーシャン
フロント

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） 13：00
（注1）

JZ4391X
12/21〜1/5

24.8 25.8 26.3 26.8 28.8 JZ4396X
12/19〜1/3 割引なし

10.0 −1.0
８日間（４泊） JZ4393X 29.6 30.6 31.1 31.6 33.6 JZ4398X 15.6 −1.8

2 オーシャン
ビュー

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊）

15：00

JZ4391Y

10/4〜14、
12/21〜1/5、

2/5〜24

22.5 23.5 24.0 24.5 26.5 JZ4396Y

10/2〜12、
12/19〜1/3、

2/3〜22

割引なし
� 8.8 −0.4

８日間（４泊） JZ4393Y 24.4 25.4 25.9 26.4 28.4 JZ4398Y 13.2 −0.6

3 部屋指定
なし

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） JZ4391Z 21.6 22.6 23.1 23.6 25.6 JZ4396Z
割引なし

� 8.2 −0.4
８日間（４泊） JZ4393Z 23.2 24.2 24.7 25.2 27.2 JZ4398Z 12.0 −0.6

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

〈キラウェア火山情報〉現在噴火の地域は宿泊ホテルが所在するハワイ島西海岸の「コハラ地区」や「コナ海岸」から約100km以上離れております。宿泊エリアは2018年6月現在、噴火による影響はございません。火山噴火に関する最新
情報は旅行会社にお問い合わせください。

〈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：お部屋（バルコニーは除く）の窓側から海が視界のかなりの部分を占め、その景観を特色付けてい
るお部屋。ホテルの立地条件やご利用階数などにより景観に差異があります。 ＊「追加代金」「割引代金」は、大人・こども同額です。＊記載の内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更・中止になる場合があります。

延泊代金（1人1泊／1室2・3名
利用の場合）▶P.5

ハワイ島 ：  シェラトン・コナ・リゾート ●オーシャンフロント※延泊除外日：12/24〜1/5（宿泊日基準） ：2.8万円　●オーシャンビュー※延泊除外日：10/7〜14、12/24〜1/5、2/8
〜24（宿泊日基準） ：2.2万円　●部屋指定なし※延泊除外日：10/7〜14、12/24〜1/5、2/8〜24（宿泊日基準） ：1.9万円

オアフ島 ： シェラトン・プリンセス・カイウラニ※延泊除外日：12/28〜1/2（宿泊日基準）     ●タワーウィング／眺望指定なし：2.2万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。 （注1）10/7〜14は15：00

12



ザ・ウェスティン・
マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

（当パンフレットでの略称：ウェスティン・マウイ）

オアフ島利用ホテル

●シェラトン・プリンセス・
カイウラニ（タワーウィング／
眺望指定なし）▶P.10

1パーシャル・オーシャンビュー
　（お部屋の広さ：約35㎡＊バルコニーを含みます。）
2部屋指定なし
　（お部屋の広さ：約35㎡＊バルコニーを含みます。）

＊シャワーのみのお部屋となります。お部屋によって
はバスタブ付きのお部屋となる場合があります。

〈共通のご案内〉
1室の最大定員

大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

こども食事
無料
▶P.2▶P.5

追加手配

リゾート全景 ˆ

ホテル特典 
●JALパックカードのご提示でスパ（トリートメント／一部除外）が10％割引

リゾート
フィー

プログラム

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況によりご利用できないプログラムもありま
す。詳しくは現地にてご確認ください。

●Wi-Fi接続無料（客室内）
●カアナパリ地区  シェラトン ホテルズ無料シャトルバス 

ホテル～ラハイナ間を巡回します。
＊ルート・運行本数・時刻・乗車方法など詳細は現地にてご確認ください。
＊ホテルの都合により予告なく運休・変更となる場合があります。

宿泊者限定

すべてのお部屋対象

シェラトン・
マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

（当パンフレットでの略称：シェラトン・マウイ）

オアフ島利用ホテル
●シェラトン・プリンセス・
カイウラニ
（タワーウィング／眺望指定なし）
▶P.10

1パーシャル・オーシャンビュー
　（お部屋の広さ：約31㎡
　＊バルコニーを含みます。）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

2名
3名

＊ダブルサイズベッド1台のお部屋と
なります。

2部屋指定なし
　（お部屋の広さ：
　約28～33㎡
　＊バルコニーを
　含みます。）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

SV3584
▶P.5

SV3562
▶P.5

リゾート全景 H ˆ

ホテル特典 
●マウイ産ビール「ビキニブロンドビール」（お1人様に1杯）
　＊チェックイン時にクーポンをお渡しします。ビキニブロンドビー

ルまたはソフトドリンクとお引き換えいただけます（21歳未満の
方はソフトドリンクへの交換のみとなります）。

リゾート
フィー

プログラム

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況
によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地にて
ご確認ください。

●Wi-Fi接続無料（客室内、ロビーエリア）
●駐車場利用無料（バレットパーキング／1部屋につき1台）

＊初日1日のみ無料
●カアナパリ地区シェラトン ホテルズ無料シャトルバス

ホテル～ラハイナ間を巡回します。
＊ルート・運行本数・時刻・乗車方法など詳細は現地にてご確認くださ
い。＊ホテルの都合により予告なく運休・変更となる場合があります。

すべてのお部屋対象

宿泊者限定

ホテル内に
JALPAKアロハ
ステーションが
あります

こども食事
無料
▶P.2▶P.5

追加手配

旅行代金（1室2名利用の場合／大人お1人／ 単位：万円 ）　
    

お得な変更追加代金で
グレードアップ！ ▶P.5・14

旅行代金
区分カレンダー 裏表紙 日程表 P.11

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額：�大人・こども同額7,590円、幼児7,090円
ホ
テ
ル
名

ルート お部屋
タイプ

オアフ島
利用ホテル

日数
（ ）内は
マウイ島
の泊数

チェック
イン時間

（マウイ島）
出発

除外日
コース
番号 A B C D E

1室1名
利用

追加代金

1室3名
利用

割引代金

ウ
ェ
ス
テ
ィ
ン・マ
ウ
イ

マウイ島
ステイ

1 パーシャル・
オーシャンビュー ─── ６日間（４泊）

14：00

11/14〜
21、

12/19〜
1/2、

1/10〜19、
2/5〜22、
3/24〜31

JZ3344A 27.8 28.8 29.3 29.8 31.8 14.0−1.6
2 部屋指定なし ─── ６日間（４泊） JZ3344B 26.6 27.6 28.1 28.6 30.6 12.4−1.2

マウイ島
➡

オアフ島

1
パーシャル・
オーシャン
ビュー

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） JZ3346A 27.7 28.7 29.2 29.7 31.7 11.4−1.0
８日間（４泊） JZ3348A 33.7 34.7 35.2 35.7 37.7 18.4−1.8

2 部屋指定
なし

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） JZ3346B 26.5 27.5 28.0 28.5 30.5 10.6−0.8
８日間（４泊） JZ3348B 31.7 32.7 33.2 33.7 35.7 16.8−1.4

シ
ェ
ラ
ト
ン・マ
ウ
イ

マウイ島
ステイ

1 パーシャル・
オーシャンビュー ─── ６日間（４泊）

15：00
11/14〜

21、
12/19〜

1/2

JZ3344C 28.8 29.8 30.3 30.8 32.8 12.4 ─

2 部屋指定なし ─── ６日間（４泊） JZ3344D 26.4 27.4 27.9 28.4 30.4 10.8−1.6

マウイ島
➡

オアフ島

1
パーシャル・
オーシャン
ビュー

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） JZ3346C 28.7 29.7 30.2 30.7 32.7 10.6 ─

８日間（４泊） JZ3348C 33.9 34.9 35.4 35.9 37.9 16.8 ─

2 部屋指定
なし

シェラトン・プリン
セス・カイウラニ

（タワーウイング
／眺望指定なし）

６日間（２泊） JZ3346D 26.3 27.3 27.8 28.3 30.3 � 9.8−1.0
８日間（４泊） JZ3348D 30.9 31.9 32.4 32.9 34.9 15.2−1.8

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

〈お部屋の眺望について〉●パーシャル・オーシャンビュー：お部屋の窓側からは海が見えませんが、バルコニーから海が見えるお部屋。
＊記載の内容は2018年6月現在のものです。予告なく変更・中止になる場合があります。

＜ご注意＞＊当プランはお申し込みが必要です。日本出発の5日前（土・日・祝日および12/31～1/2を除く）までにお申し込みください。5日前までにお申し込みの場合でも、満席になり次第、締め切らせていただきます。＊旅行代金に
含まれます。参加されない場合の払い戻しはありません。＊原則として、現地到着後のキャンセルはできませんのでご了承のうえ、お申し込みください。＊現地ではお申し込みできません。＊各下車スポットでの自由散策・休憩中にか
かる飲食やお土産代などの費用は含まれません。＊ガイドは同乗しませんが、日本語を話せるドライバーガイドがご案内します。＊バスの車種・サイズは集客状況により変更となります。また、席は自由席となりご指定いただけません。
＊観光ルート、運行時間、所要時間は現地事情や天候などの不可抗力の事由により変更・中止となる場合がありますが、その際の払い戻しはありません。＊観光スポットでの途中離団はお受けできません。＊ラハイナからご宿泊ホテル
までの送迎はありません（ウェスティン・マウイ、シェラトン・マウイにご宿泊のお客さまは、無料のシャトルバスをご利用いただけます）。■車いすでのご乗
車について：リフト付きバスではないため、乗降がご自身または介助者により可能な場合、ご乗車いただけます。車いすは折りたたんで車内へ収納となりま
す。折りたたみ不可の車いすは収納できません。【旅行会社の皆さまへ】SFコードは実施日・利用人数にてご予約ください。� 企画・実施：ジャルパック

★Hawaii�Tourism�Authority�(HTA)�/�Tor�Johnson

マウイ島
滞在中

＊到着日、移動日 
を除く

追加代金なしジャルパックオリジナル観光「ホクレア」

詳細はWebでチェック！ ホクレア観光

マウイ島

●�2018年10月1日～2019年4月5日の毎週火・木・土曜催行
●�出発時間：8：15～8：30頃　●所要時間：約4時間30分
●�事前予約コード：SF3269　●1名より実施

ノスタルジックな港町ラハイナ。巨大なバ
ニヤンツリーを中心に、お洒落なショップ
やレストランが建ち並び、そぞろ歩きも
楽しみ。

ラハイナ

ˆ★

クラ・ロッジに隣接する、地元の人々で賑
わうスーパー。クラマーケットプレイスま
では、美しく雄大な景色をお楽しみくださ
い

クラマーケットプレイス

ˆ写真提供：ハワイ州観光局

カウボーイの町として発展したマカワオ
は、今ではギャラリーやお洒落な店が立
ち並ぶ観光スポット。

マカワオタウン

ˆ★

世界中からサーファーが集まる賑やかな
街。昔の建物そのままのショップやお洒
落なカフェが建ち並んでいます。

パイアタウン

ˆ★

見どころ満載！「アップカントリールート」
ローカルタウンを満喫した後は、人々で賑わう港町ラハイナへ。

延泊代金（1人1泊） 
▶P.5

マウイ島�：�ウェスティン・マウイ�※延泊除外日：11/17～21、12/22～1/2、1/13～19、2/8～11・15～22、3/27～31（宿泊日基準）��� �
●パーシャル・オーシャンビュー（1室2・3名利用の場合）：3.5万円　●部屋指定なし（1室2・3名利用の場合）：3.1万円

� シェラトン・マウイ�※延泊除外日：11/17～21、12/22～1/2（宿泊日基準）��� �
●パーシャル・オーシャンビュー（1室2名利用の場合）：3.1万円　●部屋指定なし（1室2・3名利用の場合）：2.7万円

オアフ島�：�シェラトン・プリンセス・カイウラニ※延泊除外日：12/28～1/2（宿泊日基準）��●タワーウィング／眺望指定なし（1室2・3名利用の場合）：2.2万円

こども代金（エコノミークラス） 全コース大人代金より一律2.0万円引き キッズ代金・幼児代金 P.14をご覧ください。

クラマーケットプレイスにて休憩（約30分）

パイア（オールドタウン）にて自由散策
（約30分）

各ホテル出発
■ルート

マカワオタウンにて自由散策（約30分）

ラハイナへ（自由解散）

お洒落なお店
がいっぱい！
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ザ・ウェスティン・
マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

（当パンフレットでの略称：ウェスティン・マウイ）

オアフ島利用ホテル

●シェラトン・プリンセス・
カイウラニ（タワーウィング／
眺望指定なし）▶P.10

1パーシャル・オーシャンビュー
　（お部屋の広さ：約35㎡＊バルコニーを含みます。）
2部屋指定なし
　（お部屋の広さ：約35㎡＊バルコニーを含みます。）

＊シャワーのみのお部屋となります。お部屋によって
はバスタブ付きのお部屋となる場合があります。

〈共通のご案内〉
1室の最大定員

大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

こども食事
無料
▶P.2▶P.5

追加手配

リゾート全景 ˆ

ホテル特典 
●JALパックカードのご提示でスパ（トリートメント／一部除外）が10％割引

リゾート
フィー

プログラム

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況によりご利用できないプログラムもありま
す。詳しくは現地にてご確認ください。

●Wi-Fi接続無料（客室内）
●カアナパリ地区  シェラトン ホテルズ無料シャトルバス 

ホテル～ラハイナ間を巡回します。
＊ルート・運行本数・時刻・乗車方法など詳細は現地にてご確認ください。
＊ホテルの都合により予告なく運休・変更となる場合があります。

宿泊者限定

すべてのお部屋対象

シェラトン・
マウイ・リゾート＆スパ
マウイ島

（当パンフレットでの略称：シェラトン・マウイ）

オアフ島利用ホテル
●シェラトン・プリンセス・
カイウラニ
（タワーウィング／眺望指定なし）
▶P.10

1パーシャル・オーシャンビュー
　（お部屋の広さ：約31㎡
　＊バルコニーを含みます。）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

2名
3名

＊ダブルサイズベッド1台のお部屋と
なります。

2部屋指定なし
　（お部屋の広さ：
　約28～33㎡
　＊バルコニーを
　含みます。）

1室の最大定員
大人・こども代金のみの場合
上記にキッズ・幼児代金を含めて

3名
4名

SV3584
▶P.5

SV3562
▶P.5

リゾート全景 H ˆ

ホテル特典 
●マウイ産ビール「ビキニブロンドビール」（お1人様に1杯）
　＊チェックイン時にクーポンをお渡しします。ビキニブロンドビー

ルまたはソフトドリンクとお引き換えいただけます（21歳未満の
方はソフトドリンクへの交換のみとなります）。

リゾート
フィー

プログラム

＊内容は予告なく変更・中止となる場合があります。また、混雑状況
によりご利用できないプログラムもあります。詳しくは現地にて
ご確認ください。

●Wi-Fi接続無料（客室内、ロビーエリア）
●駐車場利用無料（バレットパーキング／1部屋につき1台）

＊初日1日のみ無料
●カアナパリ地区シェラトン ホテルズ無料シャトルバス

ホテル～ラハイナ間を巡回します。
＊ルート・運行本数・時刻・乗車方法など詳細は現地にてご確認くださ
い。＊ホテルの都合により予告なく運休・変更となる場合があります。

すべてのお部屋対象

宿泊者限定

ホテル内に
JALPAKアロハ
ステーションが
あります

こども食事
無料
▶P.2▶P.5

追加手配

キッズ（添い寝）代金／幼児代金キッズ（添い寝）代金／幼児代金 全コース対象
ファミリーに
おすすめ！

キッズ（添い寝）代金のご案内 ※お申し込みの際にご利用になる旨を必ずお申し出ください。 幼児代金のご案内 
【適用条件】
●満2歳未満で航空座席およびホテルのベッ
ドを使用しない幼児
【ベッド】
＊ベッドはご利用いただけません。同伴の方と
添い寝になります。簡易ベッドやエキストラ、
ソファーベッドもご利用いただけません（一部
ホテルではベビーベッドの手配が可能です。
詳しくは▶P.5をご覧ください）。

ベビー
ベッド
無 料

▲このマーク
　が目印

キッズ
ベッド
無 料

▲このマーク
　が目印

※詳細は▶P.5をご覧ください。

「幼児代金」にてご
参加のお子さまに
ベビーベッドを無
料手配します！（一
部ホテル／お部屋）

「キッズ代金」にて
ご参加のお子さま
でもエキストラベッ
ドを無料手配しま
す！（一部ホテル／
お部屋）

【キッズ代金・幼児代金共通のご案内・ご注意】
＊年齢は旅行出発日を基準とします。（ご旅行期間中に2歳になられる場
合は、旅行出発日に2歳未満であっても座席を使用する「こども代金」また
は「キッズ代金」にてお申し込みください。）＊キッズ代金・幼児代金のお子
さまは、旅行代金区分の基準となる「参加人数」には含まれません。
＊1室当たりの最大収容人数（1室の最大定員）はホテル、お部屋のカテゴ
リーによって異なりますので、各ホテルページにてご確認ください。
＊現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、国際観光旅客税は別途、旅
行会社にてお支払いください。
＊キッズ・幼児代金にてご参加の場合、延泊代金はかかりません。

【適用条件】●ホテルのベッドを使用しない満2歳以上12歳未満のお子さま●満2歳未満で航空座席を使用する幼児（※航空座席を使用する場合は、チャイルド
シートの着用が必須です。詳しくは航空会社にお問い合わせください。）●同一のコース・出発日・旅行日数で大人または通常のこども代金にて参加される方2名様
以上と同室で、ベッドを使用しないお子さま（同室内において、大人代金またはこども代金でご参加されるお客さまで最少催行人員が満たされていることが条件で
す）。【キッズ代金に含まれるもの】●航空運送費（座席使用）●JALパックカードとその特典●ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」●空港～JALPAKアロハス
テーション（ホテル）間の送迎●旅行日程表（タッグなどは含まれません）●募集型企画旅行保険【ベッド】＊ダブルベッド1台のお部屋になる場合があります。その
際、大人2名様とキッズ代金でご参加のお子さまが1名様または2名様同室の場合、3名様または4名様で1台のベッドを使用することになります。（一部のホテルで
はエキストラベッドの手配が可能です。詳しくは▶P.5をご覧ください。）【ご注意】＊キッズ代金でご参加のお子さまの人数が大人と通常のこども代金の合計人数を
超えないことが条件です。＊キッズ代金は期間により通常のこども代金の方が安くなるまたは同額となる場合があります。ご確認のうえお申し込みください。
【旅行会社の皆さまへ】＊ツアーお申し込みの際、適用可能なお客さまに「キッズ代金」でのご参加を希望されるかどうかご確認をお願いします。

■キッズ代金表（お1人／ 単位：万円 ）
現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税（1,000円）は別途、旅行会社にてご確認のうえ、お支払いください。
現地空港諸税目安額：（2歳以上12歳未満）オアフ島：6,970円  ハワイ島/マウイ島：7,590円
　　　　　　　　　 （2歳未満）オアフ島：6,470円  ハワイ島/マウイ島：7,090円

エコノミークラス（旅行代金） A B C D Eコース名
オアフ島コース 11.8 12.6 12.9 13.3 14.8 上記の

ご利用追加プラン
代金表を

ご覧ください。
ハワイ島／マウイ島ステイコース

ハワイ島➡➡オアフ島コース
マウイ島➡オアフ島コース

12.8 13.6 13.9 14.3 15.8

■幼児代金表（お1人／ 単位：万円 ）
現地空港諸税は別途、旅行会社にてご確認のうえ、お支払いください。現地空港諸税目安額：（2歳未満）オアフ島：6,470円  ハワイ島/マウイ島：7,090円

エコノミークラス（旅行代金） 一律4.0
ビジネスクラス

} 追加代金

片道2.0〈予約コード：往路SF3474／復路SF3475〉
※往復手配が必要な場合は、各搭乗日の代金が必要です。

【旅行会社の皆さまへ】SFコードは搭乗日・利用人数にて、お客さま組み合わせ画面では大人の方を選択
していただき、ご予約ください。往復でご利用の場合は、各搭乗日にてご予約ください。

上級エコノミークラス
〈エクストラ・コンフォート〉（旅行代金） 往復・片道 一律4.0

＊上記エコノミークラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉利用幼児代金は旅行代金です（追加代金ではありません）。
＊ご旅行期間中に2歳になられる場合は、旅行出発日に2歳未満であっても座席を使用する「こども代金」または「キッズ代金」にてお申し込みください。
【旅行会社の皆さまへ】幼児代金のお客さまの生年月日をメッセージにてお知らせください。

下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。 ▼裏表紙

★1：2019年2月1〜16日の期間は木・土曜も運航となります。　★2：2019年2月1〜16日の期間は水・金曜も運航となります。
【ビジネスクラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉ご利用追加プラン 共通のご案内・ご注意】 
P.5の「ビジネスクラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉ご利用追加プラン 共通のご注意」を必ずお読みください。
【旅行会社の皆さまへ】＊SFコードは搭乗日・利用人数にてご予約ください。＊往復手配が必要な場合は、往路・復路の各搭乗日にてご予約ください。＊手配回答後、メッセージにて座席番号をお知らせいたします。予約状況により座席指
定ができない場合は、ご搭乗日当日に空港にてご確認いただきますようご案内ください。

ビジネスクラス／上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉ご利用の際の詳細、条件など▶P.5を必ずご確認ください。

■お子さま向け機内サービス ＊記載の内容は、航空会社の都合により予告なく変更・中止となる場合があります。

バシネット
（ベビー用ベッド）

ベビーミール チャイルドミール
（対象：2歳〜12歳未満） 紙おむつ

粉ミルク 種類
× × × ○ ×

＊サービス内容が予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。
＊チャイルドミールをご希望される場合、日本出発の3日前（土・日・祝日を除く）までにお申し出ください。
＊2際未満のお子さまのチャイルドミールのリクエストはお受けできません。
【旅行会社の皆さまへ】バシネット（ベビー用ベッド）、ベビーミール、紙おむつのリクエストはお受けできません。

 上級エコノミークラス〈エクストラ・コンフォート〉ご利用追加プラン代金表
 ＊ 往復または片道でもご利用になれます。  } 追加代金

運航日/フライトスケジュールはP.6をご確認ください。  追加代金（片道当たり）※往復手配が必要な場合は、各搭乗日の代金が必要となります。 　大人・こども・キッズ同額／お1人全コース共通

 ビジネスクラスご利用追加プラン代金表 ＊ 往復または片道でもご利用になれます。  } 追加代金

運航日/フライトスケジュールはP.6をご確認ください。  追加代金（片道当たり）※往復手配が必要な場合は、各搭乗日の代金が必要となります。 　大人・こども・キッズ同額／お1人全コース共通

出
発
便

便名 予約コード 10/1〜3/31搭乗

HA442便★1
（日・水・金曜運航） SF3528（片道） 片道 

一律 15,000円

帰
国
便

便名 予約コード 10/4〜4/6搭乗

HA441便★2
（火・木・土曜運航） SF3538（片道） 片道 

一律 15,000円

出
発
便

便名 予約コード 10/1〜12/26
搭乗

12/27〜12/30
搭乗

12/31〜1/12
搭乗

1/13〜2/5
搭乗

2/6〜2/17
搭乗

2/18〜3/31
搭乗

HA442便★1
（日・水・金曜運航） SF3518（片道） 65,000円 180,000円 80,000円 60,000円 80,000円 60,000円

帰
国
便

便名 予約コード 10/4〜12/30
搭乗

12/31〜1/5
搭乗

1/6〜1/18
搭乗

1/19〜2/8
搭乗

2/9〜2/23
搭乗

2/24〜4/6
搭乗

HA441便★2
（火・木・土曜運航） SF3467（片道） 65,000円 180,000円 80,000円 60,000円 80,000円 60,000円

12歳未満のお子さまに「ネックストラップ」を 
現地にてお渡しします。

「JALパックカード」など、なくしては困るカードやチケット類を入れるのにとっても便利です。
＊お1人様に1つ（幼児を除く）、現地にてお渡しします。
＊キッズ代金でご参加のお子さまも対象です。
＊〈マウイ島ステイ〉のお客さまは、ホノルル空港での乗り継ぎ時にお渡しします。

新登場！
お子さまに
うれしい！
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◆お問い合わせ・お申し込みは
　〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営業
所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関し、担
当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく下
記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

■募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が企画・実施するもので、お客さ
まは当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。
■旅行契約の申し込み 申し込み時の申込金の額（お１人様）は以下の通りです。
①旅行開始日の前日から起算してさかのぼって61日目以前

②旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日まで

■旅行契約成立時点 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代
金）を受理した時に成立します。（通信契約の場合を除きます。）
■旅行代金  募集広告価格表示欄の「旅行代金」と「追加代金」の合計額から「割引代金」を差し引いた金額をいい
ます。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」のお支払いの際の基準となります。
■旅行代金のお支払い 申し込み時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日（原則として21
日前）迄にお支払いいただきます。
■特別補償 当社は、お客さまが旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によって、生命、身体または手荷物の上
に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。

■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は、2018年7月1日です。旅行代金は、2018年7月1日現
在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。
■旅行契約の解除 お客さまは次に定める取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除できます。

■個人情報の取り扱いについて 当社は、お申込書にご記入いただいたお客さまの個人情報について、お客さ
まとのご連絡、ご旅行におけるサービスの手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。

発行日：2018年7月5日　1807/AI　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

＜日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表＞
旅行契約の解除期日

（1）

（2）

（3）

（4）
（5）

取消料（お1人様）
旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
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
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の10%（最高10万円まで）　ピーク時とは、
4月27日から5月6日まで、7月20日から8月31日まで
および12月20日から1月7日までをいいます。
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％

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行企画・実施

ケガや病気の治療費を
最大1,000万円までサポートします。
詳しくはwebで▲

www.jal.co.jp/intltour/travelinfo/

JALパックのツアーなら
「日本語救急医療サポート
デスク」サービス付き！

詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申し込みください。＊当社ホームページでもご覧いただけます。

お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。旅行条件（要約） 2018.7

申込金の額

旅行代金の額

2万円以上旅行代金迄

15万円未満

3万円以上旅行代金迄

15万円以上
30万円未満

5万円以上旅行代金迄

30万円以上
50万円未満

10万円以上旅行代金迄

50万円以上

申込金の額

旅行代金の額

1,000円 1万円

5万円未満 5万円以上
10万円未満

2万円

10万円以上
15万円未満

3万円

15万円以上
30万円未満

5万円

30万円以上
50万円未満

10万円

50万円以上

Webで24時間いつでも空席照会ができます。
ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります！

JALパック
＊旅行会社の方は、ジャルパック海外ツアーデスクへ
  お問い合わせください。（電話番号はJAL Sales Webにご案内しております。）

050-3164-1111
コース内容や空席状況などお気軽にご相談ください。

お客さま専用  リン・リン・ダイヤル（海外旅行専用）

IP電話を利用しております。

〈受付時間〉9：00～18：00

一般社団法人日本旅行業協会正会員

（10/7、12/31～1/2を除く毎日）

25013

がたまる！

旅行代金区分
カレンダー

※�ご希望の出発日が、どの旅行代
金区分に属するかを、このカレン
ダーでご確認のうえ、各コースの
旅行代金表をご覧ください。

2018年10月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6− − A − A −
7 8 9 10 11 12 13A − − A − A −
14 15 16 17 18 19 20A − − A − A −
21 22 23 24 25 26 27A − − A − A −
28 29 30 31A − − A

2018年11月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3− C −
4 5 6 7 8 9 10C − − B − C −
11 12 13 14 15 16 17C − − B − C −
18 19 20 21 22 23 24C − − B − C −
25 26 27 28 29 30A − − A − A

2018年12月
日 月 火 水 木 金 土

1 −
2 3 4 5 6 7 8A − − B − E −
9 10 11 12 13 14 15A − − A − A −
16 17 18 19 20 21 22A − − A − C −
23 24 25 26 27 28 29− − − − − − −
30 31− −

2019年1月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5− − − E −
6 7 8 9 10 11 12E − − E − E −
13 14 15 16 17 18 19A − − A − A −
20 21 22 23 24 25 26A − − A − A −
27 28 29 30 31A − − A −

2019年2月
日 月 火 水 木 金 土

1 2A A
3 4 5 6 7 8 9A − − E E E E
10 11 12 13 14 15 16E − − E E E E
17 18 19 20 21 22 23E − − A − A −
24 25 26 27 28A − − A −

2019年3月
日 月 火 水 木 金 土

1 2B −
3 4 5 6 7 8 9B − − B − B −
10 11 12 13 14 15 16B − − B − B −
17 18 19 20 21 22 23D − − D − D −
24 25 26 27 28 29 30D − − D − D −
31−

記載内容●このパンフレットの記載内容は、2018年10月1日〜2019年3月31日出発までのツアーに有効です。た
だし、記載内容が予告なしに変更される場合がありますので、お申し込みの際は必ず旅行会社にご確認ください。
●宿泊ホテル、利用航空便などのスケジュール内容は、出発前にお渡しする「旅行日程表」または「日程表変更のお知
らせ」にてご確認ください。受付●ご出発の3日前までお申し込みを承ります（3日前には､土･日･祝日および12/31
〜1/2は含みません）。●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。
氏名を誤ってご報告された場合は、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となります。１文字
違っていても本人とは見なされず、当日航空機への搭乗ができないことがあります。なお、予約状況によっては、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。また、日本出発の30日前以降に氏名訂正が生じた
場合には、変更に伴う諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。催行について●旅
行の催行を中止する場合は、旅行開始日の23日前（ピーク時に旅行を開始するものについては33日前）にあたる日
より以前に通知いたします。＊ピーク時とは2018年12月20日〜2019年1月7日までをいいます。旅行代金●エコ
ノミークラス席利用の1室を2名または3名でご利用の場合のお1人様分の代金です（一部ホテル、コースは異なり
ます。各代金表ページをご覧ください）。出発日により異なり、その区分を記号 A B C…で表示してあります。航空
運賃は、日本発包括旅行用の特別運賃を適用しています（特別運賃は普通運賃とは異なり、「予約・発券・払い戻し」上
の制約があります）。●年齢が旅行出発日を基準として、満2歳以上12歳未満のお子さまには、こども代金が適用さ
れます。満2歳未満の航空座席およびベッドを使用しないお子さまには、幼児代金が適用されます（ご旅行期間中に
2歳になられる場合、旅行開始日当日が満2歳未満であっても航空座席を使用する「こども代金」が適用になります）。
また、12歳未満のお子さまでベッドを使わず、諸条件を満たす場合はキッズ代金が適用されます（こども代金につい
ては各ホテルページを、キッズ・幼児代金についてはP.14をご覧ください）。航空機その他交通機関について●発着
時刻は2018年4月26日現在の情報をもとに記載しています。記載されている発着時刻は目安です。日本出発前に
お渡しする「旅行日程表」にてご確認ください。●航空機のお座席については事前のお座席のご希望はお受けでき
ません。●ハワイ各島間の航空便は必ずしも最適な時間帯とならない場合があります。また、発着時間により自由行
動時間に影響の出る場合もあります。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。大きな荷物をお持ちになるお
客さまへ●下記一覧のお荷物をお持ちのお客さまは、空港〜ホテル間の輸送料として別途、到着後にJALPAKアロ
ハステーションにて下記料金をお支払いいただきますので、あらかじめご了承ください。
＊ハードケースや箱に入れるなど、しっかりと梱包してお持ちください。＊お取り扱いに
は十分注意しておりますが、破損など万一の場合には旅行条件の範囲での補償となりま
す。海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします。また、お荷物によっては免責
となる場合があります。補償内容など、詳細は保険会社にご確認ください。●航空会社
預け入れ手荷物の個数・サイズ・重量により超過料金がかかります。例えばスーツケース
のほかにサーフボードを預けた場合には別途超過料金がかかります。詳細については各
航空会社にお問い合わせください。パスポートとビザ●日本国のパスポートを基準に記
載しております。（2018年6月現在）●有効なパスポートをご用意ください。帰国時まで
のパスポート残存有効期間が必要です。●米国（ハワイ含む）にビザなしで入国する場
合、＜ESTA(電子渡航認証システム）＞の取得（有料/14USドル）が必要です。ただし、一
部対象国の二重国籍を有する方や過去の渡航歴によってはESTAでの渡航が出来ずビザが必要になる場合がありま
す。詳しくは、米国大使館ホームページをご確認ください。●ESTA（電子渡航認証システム）での渡航者はＥパスポー
ト（ＩＣ旅券）の所持が必要です。＜ESTA(電子渡航認証システム)＞https://esta.cbp.dhs.gov/●日本国籍以外の
方は、自国の領事館、渡航先国(乗り継ぎを行う国も含む)の領事館、入国管理事務所にご自身でご確認ください。セ
キュア・フライト・プログラム●米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化のため、お客さまのパスポート記
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。お申し込み時に
正確な情報を旅行会社へお伝えください。空港諸税等について●記載の旅行代金には、航空券発券時に徴収するこ
とを義務づけている国々での現地空港諸税・日本国内空港における旅客サービス施設使用料および旅客施設使用料
（国内線利用時）、および1/29以降に出発するツアーの国際観光旅客税は含まれておりません。別途、旅行会社にて
お支払いください。【現地空港諸税】各コースページに記載しておりますが、お申し込みの際、旅行会社へ詳細をご確
認ください。右記の日本円目安額は1アメリカ・ドル=110円で算出しています。航空券発券時に徴収される空港諸税
額は予告なく増額・新設されることがありますので、その際には徴収額を変更する場合があります（ただし、為替レー
トの変動による過不足が生じても追加徴収・返金はいたしません）。各コースページに記載の現地空港諸税額は目安
であり、確定した収受額は旅行日程表にてご案内します。【国際観光旅客税】1/29以降に出発するツアーでは、国際
観光旅客税：1,000円＜大人・こども同額、幼児不要＞を別途、旅行会社にてお支払いください。【日本国内空港施設使
用料】掲載の税額・料金は予告なく増額・新設される場合があります。その場合には、旅行会社に別途お支払いいただ

きます。＊幼児は不要です。＊下
記税額は2018年6月現在のも
のです。「旅客サービス施設使用
料」：新千歳空港からの国際線出
発におけるお支払いが必要です。
（大人1,030円／こども520円)
「旅客施設使用料」：成田・羽田・
中部の各空港からの国内線出発
および到着の1便あたりにおけ
るお支払いが必要です。（成田空
港第1・第2ターミナル：大人440
円／こども220円、羽田空港：大人290円／こども140円、中部空港：大人310円／こども150円）燃油サーチャージ
について●旅行代金には、燃油サーチャージが含まれています。旅行契約成立後に燃油サーチャージが増額または
減額・廃止されても、増額分の追加徴収や減額分の払い戻しはございません。※燃油サーチャージとは、燃油原価水
準の異常な変動に伴い、各航空会社が一定の期間、一定の条件の下で各国関係機関・省庁に申請し認可を受けるも
ので、金額は航空会社・利用区間により異なり、対象となるすべての航空旅客に対して課せられるものです。ホテル
とお部屋●原則として2人部屋を利用します（一部コースを除く）。●2人部屋には、ベッド2台の「ツインベッドルー
ム」と大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。2人部屋は原則として「ツインベッドルーム」をご
用意しますが、ハネムーナーやご夫婦などのカップルや12歳未満のお子さまが参加される場合は、現地の習慣に
より「ダブルベッドルーム」となる場合があります。なお、異性であってもカップルではない場合（例：親子・兄弟）、当
社は予約記録の氏名・年齢では判断いたしかねますので、予約時にあらかじめお申し出ください。ベッドタイプはお
選びいただけません。なお、「ツインベッドルーム」は大型ベッドと簡易ベッド（またはソファーベッド)の組み合わせと
なる場合があります。●3名様で1部屋をご利用の場合／一部コースを除き、2人部屋に簡易ベッドを入れ、3名様で
ご利用いただくため手狭となります。簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなることが一般的です。ホテルによっては簡易
ベッドの数や現地事情によりご用意できない場合があります。その他 〈未成年のご参加に関するご注意〉●アメリ
カでは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）、入国に際して親の「渡航同意書」（英文）の提示を求められる場合があります。なお、「渡航同意書」はお客
さまご自身でご用意ください。詳しくは旅行会社までお問い合わせください。〈禁煙について〉●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、ホテルのロビーなど）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、お部屋およびベランダでの喫煙ができません。なお、喫煙・禁煙ルームの指定
はお受けできませんのでご了承ください。●21歳未満の喫煙（eシガレットも含む）も禁止となります。〈道路横断中
のスマートフォン等の使用について〉●2017年10月25日から道路横断中のスマートフォンなどの電子機器の使
用禁止条例が施行されました。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。〈お客さまへのお願い〉
●旅行先で、部屋の種類・条件、お食事その他各種特典やサービスが受けられなかった場合には、必ずJALPAKアロ
ハステーションまたは現地係員にお申し出ください。ご帰国後の対応はできない場合があります。
マークの見方�p＝航空機��G＝朝食�R＝昼食�H＝夕食�X＝食事なし�F＝機内食（回数は示しません）�　I＝
写真（イラスト）はイメージです。 ＝航空機などによる空からの撮影写真です。　] ＝出発前
に日本でお申し込みいただく事前予約システムです。[＝事前予約は指定期日（土・日・祝日および12/31
〜1/2を除く）まで日本でお申し込みいただけます。また、現地でもお申し込みいただけます。

旅の情報とご注意 大切なジャルパックの旅情報のご案内ページです。別途お渡しする詳細旅行条件書とあわせてお申し込みの際に必ずお読みください。

(片道・1つにつき）
荷物 金額

サーフボード 25�USドル
自転車 44�USドル

ウィンドサーフィン 60�USドル
ダイビング
機材

有料（重さ・大き
さにより異なる）

ゴルフバッグ 無料
ボディボード 無料
1USドル＝114円（2018年6月現在）

＊下記税額は2018年6月現在のものです。
国名 税名称 徴収対象 現地通貨額 日本円目安額 こども 幼児

米国
（ハワイ）

国際通行税 国際線 出発 18.30�USドル 2,020円 ○ ○
国際線 到着 18.30�USドル 2,020円 ○ ○

動植物検疫使用料 国際線 到着 3.96�USドル 440円 ○ ○
入国審査料 国際線 到着 7.00�USドル 770円 ○ ○
税関審査料 国際線 到着 5.65�USドル 630円 ○ ○
米国保安料 国際線／国内線 出発 5.60�USドル 620円 ○ ○
空港施設使用料 国際線 出発 4.50�USドル 500円 ○ ×

＊こども・幼児の欄の○印は大人と同額の税がかかります。×印は税がかかりません。


