
ハワイ滞在を
便利に楽しくする
2つの

サービスが
新登場！

Wi-Fiルーターと電話が一つになった最強スマホ
1部屋につき1台スマートフォンレンタル無料

その他便利機能が満載
●短縮ダイヤル （オアフ島なら）LeaLea ラウンジ（メインオフィス）、LeaLea マリオットラウンジ、LeaLea ヒルト
ンラウンジ、夜間緊急連絡先（21:00～8:00）、ドクター・オン・コール（7:00～23:00）、ドクター・クリス・イェー（24
時間）、EcoCab（タクシー）、ハーツレンタカー（24時間）、フライト発着案内 ●チップ計算機能　●英語翻訳
機能　●航空会社発着情報　●天気予報　●Google翻訳　●日出・日入時刻検索　●外務省安全アプリ

人気のスポットを巡る14ライン（※） トロリー停留所数、最多の71ヵ所

ハワイ旅行をさらに楽しく♪
滞在中に1回、8つのアクティビティから
お好きなプランを1つ選べます!

追加代金
不要！

H.I.S.なら郊外の
人気スポットなどが
無料で楽しめます！

ハワイの旅をH.I.S.が
よリ便利に、より快適にサポート！

3カ所のLeaLeaラウンジにて
お客様の旅をサポート！

移動に便利滞在中
H.I.S.オリジナル
トロリー乗り放題付

（注1）ハナウマ湾入場料US＄7.5が別途必要となります。（12歳以下は無料、2019年6月現在）　※最少催行人員、催行日やアレンジプラン、その他詳細はCiao「ハワイ」パンフレット最新号に準じます。　※アウラニ滞在の方は対象外です。　※1：2020年1/1は不催行。

 ワイキキど真ん中の立地で便利！毎日、朝8時から夜21時までOPEN！ 
ロイヤルハワイアンセンター内LeaLeaラウンジ
カラカウア通り沿い「ロイヤルハワイアンセンター」内にあるH.I.S.ツアーデスク＆ラウン
ジが、あなたの旅をバックアップ。日本語で対応するので海外が初めての方も安心！

Wi-Fiルーター機能

（最大5台まで接続可能 ） 国内通話無料

サービス

1
トロリーの停留所情報や運行状況がわかって便利！
LeaLeaトロリーアプリ

サービス

2
旅先でも簡単にオプショナルツアー予約！
LeaLeaWeb

その他にも
H.I.S.なら

（※）2019年6月現在（自社調べ/期間限定ウエスト・オアフ・ラインの停留所含む （※）時間帯によって、運行間隔が異なります。

プラン

A
プラン

B
プラン

C
オールドハワイを感じるサーフタウン
ハレイワシャトル ※1

ワイキキ郊外へも楽々アクセス♪
カイルアシャトル

海洋自然保護区
ハナウマ湾シャトル ※1

プラン

D
夜景を眺めに行こう！
タンタラス夜景シャトル

プラン

E
プラン

F
プラン

G
SNSで自慢したくなる、もっと深いハワイ
カカアコシャトル ※1

ワイキキ最大のハワイアンショー！
ロック・ア・フラ®ショー入場券

ハワイでオトクにショッピング
ワイケレ・アウトレット・シャトル

プラン

H
気軽にハワイの自然をハイキング！
マカプウハイキングシャトル

イメージイメージウォールアート/イメージ イメージ

イメージハナウマ湾/イメージイメージ カイルアビーチ/イメージ

旅行代金:オムニエアチャーター便（※1）利用/大人お1人様/2名1室利用時/1人部屋追加代金:代金表参照
（注）今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止又はかからなくなった際も旅行代金の変更はございません。 

※国内空港施設使用料・諸税、海外空港諸税は別途必要 ★1：関係国政府の許認可の取得等を条件とします。

299,800円～719,800円燃油
サーチャージ
込み！（注）

仙台空港
から直行チャーター便★

で行く

12/27金出発▶1/1
水
帰着

12/28土出発▶1/2
木
帰着

12/30月出発▶1/4
土
帰着

出発日

1名様から催行可能
はじめてハワイ（2名様から催行可能）

有効期限:2019年6月21日～2019年8月31日
仙台発着 HNLCHTR3-A

6
日間
6
日間

ハワイ
年末年始 

仙台空港発着 国際線利用促進
応援キャンペーン



■□ こ旅行条件 □■ ●日本発着時利用航空会社：オムニエアチャーター便（※航空会社による関係国政府の許認可取得等を条件とします）　
●食事：なし（機内食除く）（一部朝食付きコースあり。下記料金表参照ください）　●添乗員：同行しません。現地係員がご案内します。　●利用ホ
テル：旅行代金表参照　●最少催行人員：１名（但し別途１人部屋追加代金が必要です。相部屋不可）　●減延泊不可　※空港～ホテル間の送迎が
含まれております。行き・帰りの送迎を利用しないお客様のご予約は承れません。　※仙台空港旅客サービス施設使用料、米国出入国税、航空保安
税を旅行代金とは別にH.I.S.にて代行受領させていただきます。　【ベッドなし子供代金】大人２名様に同伴同室のお子様最大２名様まで適用でき
ます。お子様の食事、アメニティーはありません。一部４名入室不可のホテルもあります。子供代金、トリプル割引との併用は不可。　※幼児代金：下
記旅行代金表参照　※申し込み有効期限は2019年8月31日となります。但し、適用期間内でも販売座席が無くなり次第販売を終了させていただ
きます。　※ハワイはESTAの登録が必要となります。

ホノルル6日間
日程 スケジュール

1

仙台(夕刻～夜)発  空路、ホノルルへ
日付変更線を通過してホノルルへ　
……………………日付変更線通過……………………
ホノルル(朝～午前)着　
着後、空港にて必要書類をお渡し後、
係員と共にLeaLeaラウンジへ
（チェックイン時間はホテルにより異なります）
 【ホノルル泊】

2
〜
4

終日： 自由行動 　思い思いのプランでお過ごしください
 ◆H.I.S.オリジナル！レアレアトロリー乗り放題付 
 ◆H.I.S.レアレアラウンジ利用可能 
 ◆LeaLeaプラスで滞在を充実 
 【ホノルル泊】

5

フライトに合わせて現地係員と共に空港へ　
ホノルル(午前～午後)発  
空路、日付変更線を通過して帰国の途へ
……………………日付変更線通過……………………
 【機中泊】

6 仙台(午後～夜)着　着後、解散となります
※ 上記スケジュールは2019年6月20日現在のものです。予告なく変更となる
場合があります。

■ホノルル6日間 ご旅行代金表（大人お1人様/2・3名1室利用時/単位：万円） 
ホテル
クラス 利用ホテル[コード] カテゴリー[コード] チェック

イン時間
ツアーコード
JC-EHC____-OY 12/27（金）

12/28（土）
12/30（月）

トリプル
割引代金

一人部屋
追加代金

Ｃ

ホリディインエクスプレス[CMSC] 部屋指定なし[CV] ※3名1室不可  朝  （注1） 15:00 0001 29.98 34.98 - 8.0
アンバサダーホテル[AMBR] 部屋指定なし[CV] ※3名1室不可 （注2） 15:00 0002 29.98 34.98 - 8.0
オハナワイキキ・イースト[ORET] 部屋指定なし[CDSP] （注3・4） 15:00 0003 31.98 37.98 -1.5 10.0
オハナ・ワイキキ・マリア[ORMA] 部屋指定なし[CDSP] （注4） 15:00 0004 31.98 37.98 -1.5 10.0

Ｂ

アラモアナホテル[ALAM] 部屋指定なし[CVWBF]  朝  （注5） 15:00 0005 32.98 38.98 -2.0 10.8
ワイキキビーチコマーバイアウトリガー

[WBHC]
パーシャルオーシャンビュー[P2DCPN] （注4・6） 15:00 0006 34.98 42.98 -2.0 11.2

オーシャンビュー[O2DCPN] （注4・6） 15:00 0007 35.98 43.98 -2.0 12.0
ザ・サーフジャックホテル＆スイムクラブ[MSWW] 1ルームバンガロー[SSP] （注7） 15:00 0008 36.98 42.98 -1.5 12.0
シェラトン・プリンセス・カイウラニ[PRSK] シティービュー[CV] 15:00 0009 37.98 43.98 -2.0 13.4

A

ハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニ
[HALP]（注14）

部屋指定なし[STDWKKSP]  朝  （注8） 14:00 0010 36.98 42.98 -2.0 12.2
オーシャンビュー[OVSP]  朝  （注8） 14:00 0011 38.98 44.98 -2.0 14.0

アウトリガーリーフ[REEF] 部屋指定なし[CDSP] （注4） 15:00 0012 36.98 48.98 -2.0 15.4
アロヒラニ・リゾート・ワイキキビーチ[PACB] パーシャルオーシャンビュー[PV2D] （注4） 15:00 0013 40.98 46.98 -3.0 14.6

ワイキキビーチマリオット
[WMRT] ★

部屋指定なし[ROHSP] 15:00 0014 40.98 46.98 -4.0 14.6
オーシャンビュー[OVSP]  朝1 15:00 0015 42.98 48.98 -4.4 16.0

パオアカラニタワーダイヤモンドヘッドOV[DHOV32]  朝   夕 15:00 0016 45.98 51.98 -4.4 16.8

ヒルトンハワイアンビレッジ
[HLTV]

部屋指定なし[ROH] 15:00 0017 40.98 48.98 -4.0 15.5
オーシャンビュー[OV] 15:00 0018 43.98 51.98 -4.0 20.0

レインボータワーオーシャンビュー[RTO] 15:00 0019 45.98 53.98 -4.0 22.5
レインボータワーオーシャンビュー

25階以上/ダイアモンドヘッド側[RTDHSIDE]  朝 15:00 0020 49.98 57.98 -4.0 23.0

レインボータワーオーシャンフロント
28階以上/ダイアモンドヘッド側[RTOFDH]  朝 15:00 0021 51.98 59.98 -4.0 23.0

ハイアットリージェンシー
[HYTR] ★

部屋指定なし[WKKVW] 15:00 0022 43.98 51.98 -4.5 18.0
デラックスオーシャンビュー[OV] 15:00 0023 47.98 55.98 -4.5 22.0

マウンテンビュー 31・32階[MV30]  朝   夕   R  （注9） 13:00 0024 46.98 54.98 -4.5 21.0
オーシャンフロント 31・32階[DOV30]  朝   夕   R  （注9） 13:00 0025 49.98 57.98 -4.5 23.0

オーシャンフロントダイヤモンドヘッド側 
31・32階[DHOV30]  朝   夕   R  （注9） 13:00 0026 51.98 59.98 -4.5 24.0

シェラトンワイキキ
[SHTN] ★

マウンテンビュー[MV] 15:00 0027 44.98 56.98 -4.5 21.0
オーシャンビュー[OV] 15:00 0028 47.98 59.98 -4.5 25.0
オーシャンフロント[OF] 15:00 0029 50.98 62.98 -4.5 27.0

10階以上オーシャンフロント[HONUOF] 15:00 0030 51.98 63.98 -4.5 30.0
マウンテンビュー27階[MV27W]  朝   R  （注10） 15:00 0031 49.98 61.98 -4.5 30.0
オーシャンフロント27階[OF27W]  朝   R  （注10） 15:00 0032 55.98 67.98 -4.5 32.0

レアヒクラブオーシャンフロント20階以上[CLUBOV]  朝   R  （注10） 15:00 0033 57.98 69.98 -4.5 35.0
ロイアルハワイアン[RYHW] 部屋指定なし[ＧＶ] 15:00 0034 50.98 58.98 -5.0 26.0

L

マイラニ[RYBT] タワーオーシャンフロント[TWROF]  朝   R  （注10） 15:00 0035 63.98 71.98 -6.0 40.0

モアナサーフライダー
[SHTS]

ヒストリックバニヤンルーム[BANYCV] ※3名1室不可  朝  （注11） 15:00 0036 46.98 56.98 - 22.0
タワーウィングパーシャルオーシャンビュー[TPOV]  朝   夕  （注12） 15:00 0037 49.98 61.98 -6.0 28.0
タワーウィングダイヤモンドヘッドオーシャンビュー[DOTDH]  朝   夕  （注12） 15:00 0038 56.98 68.98 -6.0 36.0

C アストン・アットワイキキ・バニアン[BANY] スーペリアルーム[OBSPCV] （4名1室利用時） （注13） 15:00 0039 30.98 35.98 - -
アストン・アットワイキキ・サンセット[WSUN] スーペリアルーム[2BDOV] （4名1室利用時） （注13） 15:00 0040 31.98 36.98 - -
子供代金（２歳以上～12歳未満のお子様でベッドを利用されない方）※アストンアットワイキキバニアン・サンセットは対象外 26.98 30.98

幼児旅行代金（２歳未満でベッドを利用されない方） 3.5
（注1）エキストラベッドの搬入はございません。ベッドを使う方が3名以上の3名1室は不可です。ただし子供・幼児を含む4名1室は可能です。　（注2）3名1室利用時エキストラベッドの搬入はございません。最大定員は3名様までとなり、子供・幼児含む4名1室は不可です。　（注3）シャ
ワーのみのお部屋となります。　(注4)ベッド2台のお部屋です。ベッド1台をご希望の場合は、カテゴリーコードの変更が必要です。空室状況によりご希望のベッド台数をご用意できない場合がございます。　（注5）ベッドを使う方が3名以上の4名1室は不可です。3名1室利用時はキン
グベッド1台＋ソファベッドまたはベッド2台のお部屋（指定不可）となります。　（注6）浴室設備はバスタブはなく、シャワーのみとなります。　（注7）エキストラベッドの搬入はございません。　（注8）1室の最大収容人数は、子供・幼児含む3名様となります。　（注9）クラブラウンジでの
コンチネンタル朝食または「ショア」のいずれかの朝食をお選びいただけます。　（注10）クラブラウンジでのコンチネンタル朝食となります。　（注11）ベッド1台のお部屋です。またお部屋の最大定員は子供・幼児を含む2名様までとなります。　（注12）夕食は12/31、1/1にはご利用
いただけません。　（注13）お1人様につき、ベッドが1台用意されているとは限りません。大人4名様では手狭になりますので、予めご了承ください。　（注14）2019年10月オープン予定です。ホテル側の都合により、オープン日が変更となる可能性がございます。最新情報はお問合せ
ください。　★2019年6月現在、ホテル施設内にて改装工事を行っております。詳しくはお問合せください。

※空席状況によります。　※並び席の配列は指定できません。　※ご利用の便により右記
シート配列例と異なることがあります。　※幼児用ベッド（バシネット）、車イスなどの特別な
ご要望のない場合に限ります。　※同一日程で、同時にお申込みいただいた場合に限ります。
※4名以上でご参加の場合は、2名以上の横並び・縦並び・通路を挟んだ並び席の組み合わ
せとなり、全員がお近くの席とならない場合がございます。　※10名様以上のご利用の場合
は対象外となります。

2・3・2座席配置の例

3 3 2 2

通
路

3
3 通
路

4 3 3
4 4 4

3 3 3 3 3
4 2 2 3

4 4 4
5 5 5 5 5

4 4 4 4
4 4 3 3 3
4 4 2 2

2 …2名で参加　3 …3名で参加
4 …4名で参加（または2名・2名の組み合わせとなります）
5 …5名で参加（または2名・3名の組み合わせとなります）

追加代金10,000円（お１人様あたり/大人・子供同額/往復）

オムニエア利用
並び席プランをご用意

●往復20kgまでの受託手荷物サービス付
　※20kg以上の受託手荷物の追加は承れません。

●ミールサービスあり

ホテルクラス：（当社基準によります）　Ｌ ：ラグジュアリークラス　A  :デラックスクラス　B  :スーペリアクラス　C  :スタンダードクラス　D  :エコノミークラス

 朝  ：朝食付　 朝1  :朝食1回付　 夕  :夕食1回付　 R  :クラブラウンジ利用（ベッドを利用するお客様のみの利用となります）



■□ こ旅行条件 □■ ●日本発着時利用航空会社：オムニエアチャーター便（※航空会社による関係国政府の許認可取得等を条件とします）　●食事8回：朝3昼2夕3　●添乗員：同行しません。現地係員がこ案内します。　
●利用ホテル：旅行代金表参照　●最少催行人員：2名（※2名様1組以上でのこ参加が条件となります。1人部屋利用時は別途1人部屋追加代金が必要。）　●延泊：不可。　※空港～ホテル間の送迎が含まれております。行き・帰り
の送迎を利用しないお客様のこ予約は承れません。予めこ了承下さい。　【ベッドなし子供代金】大人2名様に同伴同室のお子様（ご帰国時2歳～12歳未満／ベッド・食事なし）最大2名様までに適用できます。お子様の食事はありま
せん。一部4名入室不可のホテルもあります、予めこ了承ください。子供代金との併用不可。　【ベッドあり子供代金】大人代金より1万円引き。大人2名様以上と同室同伴のお子様（ご帰国時2歳以上～12歳未満／ベッド・食事あり）
最大2名様までに適用できます。　※幼児代金（ご帰国時2歳未満／ベッド・航空座席なし）：3.5万円　※その他詳細は東京発チャオパンフレットハワイ』最新号に準じますが早期割引など対象外です。　※上記フライトスケジュール
は2019年6月20日現在のものですがフライトスケジュールが変更になる場合があります。必ず最終旅行日程表にてご確認下さい。　※ハワイはESTAの登録が必要となります。　（注1）滞在中の諸注意等をご案内します。人数に
より、別の場所にて行う場合があります。　（注2）12/27出発の場合は、1日目と2日目の夕食を入れ替えてこ案内します。　（注3）モアナルアガーデンの入園料が別途必要です（13歳以上$5、6～12歳$3、6歳未満無料）

発見！はじめてハワイ6日間
日程 スケジュール

1

仙台（夕刻～夜）発  ホノルルへ
………………………日付変更線通過………………………
ホノルル（朝～午前）着　
着後、空港にて必要書類をお渡しした後、 送迎車 にて
ロイヤルハワイアンセンター内レアレアラウンジへ（注1）
昼： レストランでのウェルカムランチ 
【ヘブンリー】にてランチをお召し上がり下さい
その後、チェックインシャトルにてホテルへ
 レジェンド・ロック・ア・フラ®、ディナーショー （注2）
ハワイアンとロックンロールを融合させた迫力と感動の
ショーをお楽しみ下さい   【ホノルル泊】

2

 オアフ島一周観光  ダイヤモンドヘッド、ハナウマ湾、
ノースショア、ドールパイナップル園、モアナルアガーデン（注3）
など、魅力が満載のオアフ島を一周します。
夜： 本格鉄板焼き「田中オブ東京」でのディナー 
     【ホノルル泊】

3 日中： 自由行動  アトランティスサンセットクルーズ     【ホノルル泊】
4 終日： 自由行動    【ホノルル泊】

5

 送迎車 にて空港へ
ホノルル（午前～午後）発  空路、帰宅の途へ
………………………日付変更線通過………………………
 【機中泊】

6 仙台（午後～夜）着　着後、解散となります

■発見！ はじめてハワイ6日間 ご旅行代金表（大人お1人様/2・3名1室利用時/単位：万円） 

利用ホテル 部屋カテゴリー ツアーコード
（JN-EHC____） 12/27（金）

12/28（土）
12/30（月）

トリプル
割引代金

一人部屋
追加代金

ホリディイン エクスプレス
ホノルルワイキキ ※3名1室不可 部屋指定なし 0001 35.48 40.48 - 8.0

アラモアナホテル 部屋指定なし 0002 38.48 44.48 -1.5 10.8

ハレプナ・ワイキキ バイ・ハレクラニ 部屋指定なし 0003 42.48 48.48 -2.0 12.2

ヒルトンハワイアン ビレッジ 部屋指定なし 0004 47.98 55.98 -3.5 15.5
ベッドなし子供代金 32.98 36.98

観光も食事も充実！ うれしいツアーポイント

アトランティス・サンセットクルーズ

2日目の夜は有名店での
ディナー（注2）をご用意！

ロック・ア・フラ®
ディナーショー

HEAVENLY
の選べるランチ

高級住宅地カハラから、
ハナウマ湾、ノースショ
ア、パールハーバーな
ど、オアフ島の見所を1
日かけて巡ります。

※火曜日はハナウマ湾が休園の為、通過となります。　●=下車スポット

ショー本場のラスベガス
から来た人気ショー

LeaLeaトロリー
乗り放題！

船上からワイキキを眺める優雅なひととき

パフォーマンスも注目！

ワイキキ最大キャストのハワイアンダンス今、注目の人気レストラン！

本格鉄板焼き「田中オブ東京」でのディナー
をお楽しみください。
※会場にはご自身でお越しください。

ビュッフェスタイルの夕食なのでグループ・ファミ
リーにもぴったり！目の前に広がる壮大な海とホノ
ルルの街の遠景をお楽しみ下さい。

ベビーカー無料レンタル等、
ファミリーに嬉しい特典あり

お子様代金
ベッドありなら1万円引き
さらにお得なベッドなし子供代金あり！

POINT6

POINT5

POINT3

　　 往復並び席  を
追加代金なしでご用意

POINT1

お客様の現地担
当スタッフが到着
時、滞在中のご案
内やご質問にお
答えいたします。

初心者の方にオススメ！

POINT4

嬉しい朝食付

POINT7POINT2

（イメージ）

ホノルル支店スタッフ／
イメージ （イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

旅行代金/発見！ はじめてハワイ6日間/大人お1人様/2・3名1室利用時/1人部屋追加代金:代金表参照/国内空港施設使用料等および海外空港諸税が別途必要となります。
（注）今後、航空会社の申請により燃油サーチャージの増減又は廃止の際も旅行代金の変更はございません。　★航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とする。

354,800円～559,800円

が充実！ 初心者の方にオススメ！食事 観光

発見！ はじめて 6
日間ハワイ

サンセットビーチ
タートル・
ベイ・リゾート

ワイメア・バレー

ワイメア・
ビーチパーク
亀ビーチ

ハレイワ・タウン

ドール・パイナップル・
プランテーション

カネオへ

マカプウ岬

真珠湾 モアナルアガーデン

ハナウマ湾ダイヤモンドヘッド
ワイキキ

オアフ島一周観光
ホノルル郊外からノースショアまで大満喫！

ドール・パイナップル・
プランテーション
（イメージ）

モアナルア
ガーデン

（イメージ）

ハナウマ湾
（イメージ）

燃油
サーチャージ
込み！（注）

（イメージ）

ヒーリング効果が絶大とも言われる、
オアフ島のシンボル「ダイヤモンドヘッド」

 12/31ご宿泊の方は 
年末イヤー
エンドパーティーへご案内！

 1/1 元旦限定プラン 
ダイヤモンドヘッド
初日の出＆おせち料理＆初詣

フラのダンスショーや各種エン
ターテイメント、美味しいビュッ
フェディナーで盛り上がろう！

【スケジュール】
時間： 20：00～24：00（予定）
会場：ハイアット・リージェンシー・
ワイキキ又はシェラトン・ワイキキ
のいずれか（選択不可）
※上記スケジュールは目安となります。
予告なく変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

※ 1/1に参加出来ない場合はハレクラ
ニ朝食ビュッフェにアレンジ可能

追加
+3.5万円

追加
+1.6万円

スケジュール
05:00～ ホテル

ピックアップ
06:00～ ダイヤモンド

ヘッド到着、
登頂開始

08:00～ ダイヤモンド
ヘッド出発、
琴平神社へ

08:30～
09:00

おせち料理＠
義経レストラン

10:55～ ホテル帰り

フラダンスショー（イメージ）

場所：ショアラインホテルワイキキ
営業時間：11：00～15：00
※送迎はありません。お客様ご自身でのご
移動となります。

POINT9
POINT8

H.I.S.ハワイ特別企画



■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2019年6月15日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児

日本
旅客サービス施設使用料 大人：600円 子供：300円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要
旅客サービス料 110円（大人・子供同額） 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要
国際観光旅客税 1,000円（大人・子供同額） 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

アメリカ

国際通行税（到着） 18USドル 国際線到着 2,120円 対象 対象
国際通行税（出発） 18USドル 国際線出発 2,120円 対象 対象
税関審査料 5.65USドル 米国入国 650円 対象 対象
入国審査料 7.0USドル 米国入国 830円 対象 対象

動植物検疫審査料 3.96USドル 米国入国 470円 対象 対象
空港保安料 5.6USドル 米国からの搭乗毎 660円 対象 対象
空港施設使用料 4.5USドル 国際線出発 530円 対象 不要

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍の方の場合、帰国時まで（但し、入国時90日以上が望ましい）有効な機械読
み取り式の旅券が必要となります。2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用
し、無査証で米国へ渡航.通過する場合、電子渡航認証システム（ESTA）による渡航
認証を取得する必要があります。2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、リビ
ア、ソマリア、イエメンまたはシリアに渡航、または滞在したことがある方は、ESTA（ビザ
免除プログラム）を利用して、アメリカの入国ができません。ESTA取得には14ドル必
要です。エイチ・アイ・エス店頭ESTAの代行登録【コード：VUS】を受け付けております。
詳しくは担当にお問い合わせ下さい。また、日本国籍以外の方につきましては、自国の
領事館,渡航先の領事館,入国管理事務所にて、ご自身で必ずご確認下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、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は旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。

●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり
ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。

●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満切り上げ） 。
請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、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。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを
頂いた時点での換算となります。

現地危険情報･衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されてい
る場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務
省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。

●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情
報」ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
04:00～ 06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～

 優雅な空の旅 ビジネスクラスアレンジプラン

■各シート座席比較表
　（6月15日現在の情報です。また、使用する機材により異なる場合がございます） 
シート平均値（目安） ビジネスクラス エコノミー
リクライニング 約40度 約29度
シート幅 約47㎝ 約45㎝
シートピッチ 約127㎝ 約76㎝

アメリカ合衆国オクラホマ州を拠点にしているチャーター便運航の
航空会社です。ホノルル-ラスベガス間のチャーター便を運航して
おり、日本でも地方空港からチャーター便を運航しています。

【注意事項】●旅行代金に上記のアレンジ代金を追加してください。　●基本コースと同時にお申込みください。予約後、ビジネスクラスへ
の変更手配は承れない場合がございます。また、満席の場合にはお手配できない場合がございます。　●ご利用便はエコノミークラスのお
客様と同一とみなし、現地での旅行サービス内容（ホテル・バス・食事など）も同一となります。　●片道のみのご利用はお受けできません。
●ビジネスクラスの手配が完了した時点以降、本ツアーとあわせてひとつの募集型企画旅行の範囲として取り扱いいたします。また、予約
をお取り出来ない場合、確保できているエコノミークラスにてご参加いただきます。ビジネスクラスがお取りできず、ご旅行を取消される場
合は、当社条件書に定める取消料を収受いたします。　●当パンフレットで記載しているビジネスクラスアレンジプランは弊社が特別に設
定したものでご利用いただける期間、条件、航空会社が独自に行うお客様向け付帯サービス（キャンペーン含む）は通常規則とは異なり適
用となりません。　●リクライニング、シート幅、シートピッチは2019年6月19日現在の航空会社からの情報に基づいています。

① 帰国時ホノルル空港にて
LeaLeaエアポートラウンジ
ご利用可能

ビジネスクラスアレンジ限定特典

日本語スタッフが常駐し、
フライトのご出発まで安心サポート致します。
●軽食＆ドリンクサービス　●iPad＆Wi-Fiが使えます
●オムツ替えスペース　もご用意
※優先搭乗はございません。ビジネスクラスシート/イメージ ビジネスクラスシート/イメージ

運行事業者 ロイヤルカイラウエディング　

おふたりで
3 3 3 3 3

　¥80,000
○
基
本
パ
ッ
ケ
ー
ジ

①出国前 国内事前試着＆お取り置き
　●ドレス（サイズ５～１５号/10デザイン30着）
　●タキシード（サイズAS～ABL/6デザイン36着）

②撮影100カット　撮影データは、約14日後に専用サイトよりダウンロード
③レンタルドレス＆タキシード（基本のレンタル小物付き）各１着選び放題
　● ドレス（サイズ3～20号/計約200着）小物：ベール、ヘアアクセサリー
（ヘッドピース、花冠、ティアラ）、ネックレス＆イヤリング、靴（21.5～26cm)

　●メンズ（サイズS～4L）小物：シャツ、タイ、ベスト、靴（24.5～30cm)

④新婦ヘアメイク　日本人美容師確約

⑤50種類から選べるブーケ
⑥新郎マイレレイ＆ククイレイ（造花）
⑦日本人アテンドコーディネーター
⑧ホテル～サロン間送迎
　（車種指定なし/一部対象外ホテルあり）
⑨撮影用小物レンタル 
　+ サロン～ビーチ間送迎リムジン

HAWAII WEDDING PHOTO
衣装追加代金
なしで選び放題！

国内サロンでの事前試着＆
お取り置き可能！&

※基本撮影場所：アラモアナビーチ予定、日曜日はカハラビーチ予定（指定不可）

エアポートラウンジ/イメージ

★
国内事前
試着付き

※試着無しの場合は
10,000円引き

対応サロン
仙台・東京・横浜
名古屋・大阪・福岡

追加代金（お１人様/おとな・こども同額）  250,000円
幼児ビジネスクラス代金：9.5万円（追加代金ではありません）

１ 募集型企画旅行契約

５ その他

３ 貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料２ 旅行のお申込みと契約の成立

４ お客様の確認事項

この旅行は、株式会社エイチ・アイ・エスが企画・実施する旅行であり、お客様は、当社と募集型企
画旅行契約を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お渡しする旅行条件書（全
文）、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表（確定書面）によります。

（１）コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。　（２）より安心してご旅行
いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて、海外旅行保険のご加入をお勧めします。
（3）特別な手配をご希望の方は必ずお申し込み時に担当者へお申し出ください。（一部有料。歩行
に自信がない、病気による食事制限があるなど）

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、い
つでも旅行契約を解除出来ます。

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みいただきます。電話でお
申込みの場合、当社が予約の承諾を通知した日から起算して３日以内に申込金をお支払いいた
だきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

※次の場合には、旅行代金の20%を超える金額を申込金として収受することがあります。
①当社が取引条件説明書面で申込金の使途を表示する場合、②お客様がクレジットカード支払
いを選択した場合、③その他お客様が希望した場合

（１） 現在お持ちのパスポートが今回の旅行に有効かどうか、渡航先のビザの要否などをご確認のう
え、ご自身の責任においてご旅行に必要なパスポート、ビザをご用意ください。

（２） 渡航先の「海外安全情報」「海外感染症情報」のご確認、および「たびレジ」のご登録をお願いします。
 海外安全ホームページ　 http：//www.pubanzen.mofa.go.jp/
 感染症情報ホームページ http：//www.forth.go.jp/ 　たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

旅行条件書（要旨） ※お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

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％

旅行契約の取消日  
旅行開始日の前日から

起算して
取消料

90日前～31日前 旅行代金の 20％
30日前以降～21日前以前 旅行代金の 50％
20日前～ 4日前以前 旅行代金の 80％

3日前以降 旅行代金の100％
【オプショナルツアー取消料】催行日前日から起算し
て3日前(土・日・祝除く)より100%

●お申し込み・お問い合わせは…旅行企画・実施　観光庁長官登録旅行業第 724号

〒163-6029 東京都新宿区西新宿6-8-1 新宿オークタワー29階

総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う取引に関する責任者
です。この契約に関し担当者からの説明にご不明な点があれば、総合旅行
業務取扱管理者にお問い合わせください。

弊社のサービス・対応に関しましてお気づきの点、ご意見等ございましたら下記までご連絡ください。
（株）エイチ・アイ・エス お客様相談室　TEL.03-5908-2505
（平日10：00～18：30　土・日・祝はお休みとさせていただきます）


