
仙台からホノルルへ 直行便 で楽々アクセス！

ハワイ
2020.2月23日発
仙台発

で行く

（航空会社による関係国政府の許認可の
取得等を条件とします）

ラナイエリア（イメージ）／ハイアット・リージェンシー・ワイキキ

シェフのパフォーマンス（イメージ）

ショー（イメージ）

ルックJTB ルアナラウンジ
をご用意！ 詳細は各ホテルページ参照

ホテルで過ごす時間をもっと快適に！ 
人気の3つのホテルにご宿泊のお客様には
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仙台から
チャーター直行便

で行くハワイ

仙台空港指定駐車場を
無料でご利用いただけます

ルックJTBなら！4
詳細はP.3参照

モアナルア・ガーデン（イメージ）
ⓒHitachi,Ltd,All 
rights reserved.

ワイキキ周辺も
オアフ島郊外も楽しめる

‘OLI‘OLIフットワーク

３つの中から１つ追加代金なしでご案内！

郊外ルート

ワイキキ周辺ルート
新登場！ 
HiBus

ハイバス

新型低床トロリー

ルックJTBなら！2

HiBus（イメージ）

詳しくは「ルック
JTBハワイ（黄色
表紙のパンフレット）」
をご覧ください。

5つのルートから1つ
選べます（追加代金なし）

追加代金なしで
乗り放題！

仙台空港国際化
利用促進協議会後援：

【田中オブ東京でディナー１回】●ルックJTB以外のお客様とご一緒にご参加いただく場合があります。　●ホノルル／ダ
ニエル・K・イノウエ国際空港到着時にクーポンをお渡しします。　●滞在中のお好きな日にご利用可能なクーポンです。お席の事前予約
はしておりません。現地ご到着後‘OLI‘OLIステーション・アラモアナ、‘OLI‘OLIプラザ、‘OLI‘OLIインフォメーションセンターのレストラン
予約サービスをご利用したお早めのご予約をおすすめいたします。人気レストランのためご利用日時により、予約不可の場合もあります
ので予めご了承ください。予約をしないで来店された場合は満席の場合があります。混雑状況によりお待ちいただくこともあります。　 
●送迎は付きませんのでご自身でレストランまでお越しください。　●追加のお飲み物、お食事は別料金（税金およびチップ要）となりま
す。　●メニュー内容・休業日・クーポン利用可能時間は予告なく変更となる場合があります。　●クーポンはいかなる場合でも再発行で
きません。　●ノーベッドこどもおよび幼児代金でご参加のお子様は当特典対象外となります。　●P.7記載の「ご案内とご注意」の「滞
在中の食事について」をあわせてご覧ください。　【“ロック・ア・フラ”ルアウ・ビュッフェ】●送迎は含まれません。各自ロイヤル・ハワイア

ン・センター4階にあるロイヤル・ハワイアン・シアターまでお越しください。 ●アルコール飲料は、法律により21歳未満のお客様への提
供は禁じられております。年齢確認のためパスポート等の写真つき身分証明書の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。 
●開演中のフラッシュを使用しての写真、およびビデオ撮影は禁止されております。 ●出演者は予告なく変更される場合があります。  
●大金や貴重品はお持ちにならないようにお願い致します。　【天使の海】●タオル、日焼け止め等は各自でご用意ください。また水着は
あらかじめ着用してご参加ください。　●サンドバーは潮の満ち引きや天候等で水位や見え方が変わります。あらかじめご了承くださ
い。　●泳ぎに自信のない方にはおすすめできません。　●過去6か月以内に脳や臓器などの手術を受けられた方や、健康上の問題が
ある方はご参加いただけません。また、安全管理上の理由により、現地でご参加をお断りする場合はありますのであらかじめご了承くだ
さい。　●ご案内は日本語または英語を話すスタッフ（往復送迎は日本語または英語を話すドライバー）となります。　●上記の所要時間、
出発／帰着時間は目安であり、変更になる場合があります。　●ノーベッドこども代金の方もご参加いただけます。

ご注意

■場所／◆イースト店（オハナ・ワイキキ・
イースト by アウトリガー1階）　◆セント
ラル店（ワイキキ・ショッピング・プラザ3階）　
◆ウエスト店（アラモアナセンター4階）　
■利用可能時間／17：00～21：30（毎日）

■予定時間：18：15頃～21：30頃　■所要時間：約3時間30分
■ 運行事業者：レジェンド・イン・コンサート・ワイキキ

■ 所要時間：約4時間　 
● ワイキキ地区出発 ： 7：00～7：30頃　 
● ワイキキ地区帰着 ： 11：30頃

■  含まれるもの： 
ワイキキ地区から
の往復送迎、乗船
料、軽食、シュノー
ケル用具・ライフベ
スト・浮具の無料レ
ンタル、お飲物

■  運行事業者： 
オール・ハワイ・ク
ルーズ（現地法人）

■)天使の海

■@  田中オブ東京でディナー1回

マリンアクティビティ

ルックJTBなら！1

メニュー（予定）　　　　　　　　◆サラダ　◆えびの前菜　◆野菜の鉄板焼き　
◆サーロイン・ステーキとハーフロブスターテイル　◆ごはんとお漬物　
◆お味噌汁　◆デザートとお茶　◆ビール（小）またはジュース１杯

●�おすすめのモーニングタイムをJTBが全席リザーブ！
●�昼頃にはワイキキに戻るので午後はゆっくりショッピングなどを楽しめます

おすすめポイント
●�ハワイアンミュージックを背景にフラ、ポリネシアン、ファイヤーナイフダンスと
ロッククンロールを融合させた、ワイキキ最大のキャストでおくる迫力と感動のハ
ワイアンショー。アウトサイドのカバナでお料理をお楽しみいただけます。

おすすめポイント

●�シェフが新鮮な食材を目の前で
調理。ナイフとフォークを自在
に操るパフォーマンスとともに
ディナーをお楽しみください。

おすすめポイント

天使の海サンドバー（砂州）（イメージ）

（滞在２日目） ■!“ロック・ア・フラ”ルアウ・ビュッフェディナー＆ショー （到着日の夜）

（滞在中お好きな日に利用可能）ディナー



仙台空港からそのままハワイへ！！

日本航空チャーター往復直行便で行くハワイ

船上からの眺め／イメージ

■実施日
■所要時間
■船の出航時間
■最少催行人員
■含まれるもの
■運行事業者

毎日1便
約2～2時間30分（クルーズ／約1時間）
ケアロ湾発 17:15～18：15（時期により異なります）
1名
ワイキキエリアからの往復送迎、遊覧、缶ビールもしくはソフトドリンク（ジュースまたは水）1本
Hawaii Glass Bottom Boat

●天候・安全上の理由により、船が遅延、欠航、またはコース変更、代替の船となる場合があります。 ●夜間は肌寒くなりますので上着をご
用意ください。 ●天候により日没シーンをご覧いただけない場合があります。 ●海には入りませんが、濡れても良い服装や滑りにくい履き
物でご参加ください。 ●船に酔いやすい方は、あらかじめ乗り物酔いの薬を服用されることをおすすめします。 ●送迎車は英語を話すドラ
イバーガイドです。船上では英語のスタッフが対応します。 ●船内には男女兼用のトイレが1つあります。 ●車椅子及びベビーバギーはス
ペースと安全上の理由により送迎車・船内へ持ち込みができません。 ●アルコール飲料は、法律により21歳未満のお客様への提供は禁
じられております。年齢確認のためパスポート等の写真付身分証明書の提示を求められる場合がありますのでご持参ください。　●ご参加
の際には免責同意書への署名が必要です。

 JTB特別企画   サンセット・ミニクルーズ
優しいウクレレの音色に癒されながら海に沈む夕日にうっとり！ 太平洋の大海原に沈む夕日は壮大でハワイでの忘れられない思い出になります。

追加料金（お１人様／おとな・こども同額） 4,000円

New!

船体／イメージ

日本事前予約要 詳細はWebへ JTB ハワイ 検索

オプショナルツアーキラキラわくわくハワイ
 解 放 感 に 満ちた “ 海 時 間 ” を 楽しむ 。

OPTIONAL TOUR
ランド分類  OP

★気軽に楽しめるミニクルーズです
★船内ではお1人様ドリンク1本付き

●記載の追加料金は当パンフレット掲載のコースで
ご参加のお客様が対象です。　●2ページ掲載のオプショナルツアーは、オプショナルツアーごとに明記
している現地法人が実施します。各ツアーはそれぞれの運行事業者が所在する国（州）または地域の法に
準拠して実施するものであり、当社の旅行条件は適用されません。また旅行契約は当社らがお客様に予約
完了となった旨を通知した時に成立します。　●表示の料金およびオプショナルツアーの諸条件はルック
JTBの旅行のコースに適用されます。また、上記の実施日まで適用されます。料金については、特に記載の
ない限りおとなお１人様の料金となります。　●特に記載のない場合、こども料金は、オプショナルツアー
実施日当日を基準に、満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。また、ノーベッドこども代金でご参加の
場合でもオプショナルツアーにお申し込みの場合はこども料金が必要となります。幼児（2歳未満）の料金
は、一部のオプショナルツアーを除いて無料ですが予約は必要です。また、座席、ツアー中の食事は提供さ
れません。　●オプショナルツアーではお子様のみの参加はできません。12歳未満の方は必ず親権者同
伴にてお申し込みください。18歳未満の方は親権者の同伴または同意書が必要となります。　●表示の
料金にはご宿泊のホテル（または最寄りのホテル）からの往復の交通費、ガイド料、チップ、入場料、税金、
ならびに空港税等、明記された食事代が含まれます（原則としてお飲物代はお客様負担となります）。ただ
し、一部送迎やガイドが付かないツアーもあります。　●税金ならびにアメリカ合衆国が定める空港税等
は2019年10月1日現在のものです。　●2ページ掲載のオプショナルツアーは日本出発4日前までにお
申し込み販売店までお申し込みください。また日本にて日本円でお支払いください。　●ツアーにより、お
申し込み後の手配となる場合があります。　●ツアーにより満員となり、ご希望のツアー、ご希望の日にご
参加いただけない場合もあります。お早めのお申し込みをおすすめします。　●日本にてお申し込みいた
だいたオプショナルツアーでも最少催行人員に満たない場合は催行中止となる場合があります。催行の

可否は参加日の前日17時までに決定し、その後のご連絡となります。　●各オプショナルツアーの利用運
輸機関はそれぞれツアー別にご案内している場合を除き、バスを利用します。また、人数によりミニバス、
セダンなどになる場合があります。　●表示している出発時間・所要時間は目安であり、変更になる場合
があります。また、宿泊先のホテルにより出発時間が異なります。詳細は現地にてご確認ください。　●各
オプショナルツアーのご案内の中で、英語のみのスタッフになるなどの記載がないツアーは基本的に日本
語ガイド、スタッフ（日本人とは限りません）あるいは日本語のナレーションが付きます。但し、送迎付きのツ
アーの運転手の多くは英語のみとなります。　●天候、交通事情、その他の事情により、実施日、場所、食
事内容、スケジュール、観光ルート、所要時間などの変更、またはツアーを中止することがありますので、あ
らかじめご了承ください。　●ルックJTB以外のお客様とご一緒になることがあります。あらかじめご了承
ください。　●運行事業者は実施するツアーの安全管理に万全を期しておりますが、各種アクティビティー
の性質上、危険を伴う場合もありますので、ご参加に際しては現地にて同意書をいただく場合もあります。　 
●到着日・移動日のオプショナルツアーの日本申し込みは基本的にはお受けできません。　●1日に複数
のオプショナルツアーに参加される場合、時間的に無理な場合もありますので、お申し込みの販売店にご
相談ください。　●原則として食事特典付きコースにご参加の場合や、グルメクーポンをお申し込みの場
合のご利用いただかなかった食事は、払い戻しいたしません。　●参加コースによりオプショナルツアー参
加条件が異なる場合があります。　●屋外でのアクティビティーを行う各ツアーにご参加の場合、水着、タ
オル、日焼け止め、サングラス、虫除けスプレーなどはご自身でご用意ください。

P.2 記載オプショナルツアー共通のご案内とご注意

オプショナル
ツアー取消料

●お申し込み後に取り消された場合は取消料が必要となります。
◎2ページ掲載のオプショナルツアー：実施日の7日前以降…料金の100％

〈運航スケジュール〉2月23日（日）発  6日間コース

往路
運航日 仙台出発時間 ホノルル到着時間

2月23日 17:30〜21:30 05:00〜10:30
復路

運航日 ホノルル出発時間 仙台到着時間
2月27日 09:00〜15:30 翌日13:30〜19:30

●記載のフライトスケジュールは2019年10月1日現在の資料に基づいて作成しています。航空会社により申請予定（もしくは申請中）の運航スケジュールを基準としているため、認可条件および決定スケジュールに
よって発着時間は、予告なく変更となる場合があります。確定時刻は最終旅行日程表にてご確認ください。

ＪＴＢが全席リザーブ！

●表示の追加代金は2020年2月23日出発のコースに適用されます。　●特に
記載のない限り、日本発着の国際線区間のみ適用となり、往復の空港でのチェックイン受付、現地での
旅行サービス内容（斡旋・バス・ホテル・食事等）はエコノミークラス席と同様になります。　●予約完了後
の氏名変更・訂正は、状況によりお受けできない場合があります。　●3名以上でご参加の場合、全員が
お近くの席とならない場合があります。　●片道のみのご利用はお受けできません。　●記載のらくらく
シートは、ルックJTBが独自に設定したもので、条件等は普通運賃とは異なり、航空会社が独自に行うら
くらくシートのお客様向け付帯サービスやキャンペーンは適用となりません。　●ご予約内容を変更さ

れる場合、お申し出時期により航空券の再発券に関わる手数料がかかります。　●上記の座席データは
2019年10月1日現在の航空会社からの情報に基づいています。その後の運航計画の変更、また突然の
機材変更などにより、ご搭乗日当日の座席仕様が異なる場合があります。写真は代表的なもので、実際
に運航する機材とは異なる場合があります。　●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。　●「ノーベッドこども代金」のお子様がらくらくシートをご利用の場合でも、
らくらくシート追加代金が必要となります。　●座席を必要としない幼児については裏表紙をご覧くださ
い。

らくらくシートのご注意

らくらくシートの一例

サービス・お食事はエコノミークラス席と同じですが、座席はビジネスクラス仕様という座席にこだわる方におすすめのシートです。

座席・シート間隔などがＹクラス（エコノ
ミークラス）席より広めのCクラス（ビジ
ネスクラス）仕様の座席を利用します

（空港、機内でのお申し込みはお受けで
きません）。

ビジネスクラス仕様の座席 らくらくシート

■らくらくシート追加代金� （単位：円）

追加代金（おとな・こども同額） 〈2/23発〉�190,000

●Yクラス（エコノミークラス席）との比較

らくらくシート
ベッド長 ベッド幅 リクライニング

約188cm 約65cm 約180度

エコノミークラス
シートピッチ シート幅 リクライニング

約84cm 約48cm 約8cm

2



コースNo.はP.6の
旅行代金表をご覧ください

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

(※1)当パンフレット表記の日本航空チャーター便については2019年10月1日現在の資料に
基づいて作成しています。航空会社により申請予定（もしくは申請中）の運航スケジュールを基準として
いるため、認可条件および決定スケジュールによって、便名・発着時間は変更となる場合があります。詳
しくは最終旅行日程表にてご案内します。　●‘OLI‘OLIエアポートエクスプレスについて：到着日はア
ラモアナセンター経由となります。一部のお客様は到着日は最寄りのホテルや近隣での降車となりま
す。降車場所は、アラモアナセンター停車時の車内で現地係員にご確認ください。アラモアナセンター
にて途中下車されたお客様は、アラモアナセンターからワイキキのホテルまで‘OLI‘OLIフットワークを
ご利用ください。帰国日は到着日の降車場所と異なる場合があります。現地到着後にお渡しする書面
でご確認ください。　●ホテルのチェックイン、チェックアウト時間はホテルにより異なります（各ホテル
ページ参照）。

ご注意

日
次 スケジュール

1

17：30〜21：30：仙台a

並び席をご用意（申込条件あり／P.7参照）
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（ 日 付 変 更 線 通 過 ）-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05：00〜10：30：ホノルル着　
空港JTBカウンターにてルックJTBの係員が‘OLI‘OLIキット（‘OLI‘OLIカード
や滞在中のご案内書面など）をお渡しします　
その際スーツケースをお預かりし、ご宿泊ホテルまでお送りします　
お客様は‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにてアラモアナ・センター経由
でホテルへ（一部のホテルのお客様は宿泊ホテル前での降車とならない場
合があります）
３つの中から１つお選びいただけます（追加代金なし）（詳しくは表紙参照）
■)天使の海：2日目
■!“ロック・ア・フラ”ルアウ・ビュッフェ：到着日
■@田中オブ東京でディナー1回:滞在中お好きな日に1回

2
〜
4

終日：自由行動

5

05：30〜12：30：‘OLI‘OLIエアポートエクスプレスにて空港へ
09：00〜15：30aホノルル

並び席をご用意（申込条件あり／P.7参照）
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -（ 日 付 変 更 線 通 過 ）-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 13：30〜19：30：仙台着

)　　：ホノルル� 255
!■@※：ホノルル� 251

ホノルル�555

�機　中 21回

日本航空チャーター往復直行便で行くハワイ
ホノルル 6日間

発着地
および
日本発着時
利用航空
会社

国内線特別
代金プラン
のご案内

らくらくシート
のご案内

仙台発着
日本航空 チャーター便
(航空会社による
関係国政府の許認可の
取得等を条件とします。(※1)

設定なし P.2

ホテル
（P.3〜5
参照）

〈  〉内は
ホテル
グレード

ハレクラニ〈L〉
シェラトン・ワイキキ〈A〉
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート〈A〉
ハイアット・リージェンシー・ワイキキ・ビーチ・リゾート＆スパ〈A〉
アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ〈A〉
シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル〈B〉
ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー〈B〉
オハナ・ワイキキ・イースト by アウトリガー〈C〉
アンバサダー ホテル ワイキキ〈D〉
下記以外のホテル バスタブ付きのお部屋をご用意
下記のホテル お部屋により客室のバスは異なります　

詳しくは各ホテルページをご覧ください
アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ（P.5）
ワイキキ・ビーチコマー�by�アウトリガー（P.5）
オハナ・ワイキキ・イースト�by�アウトリガー（P.5）
アンバサダー�ホテル�ワイキキ（P.5）

選
べ
ま
す

食事 ■) ： 朝食0回・昼食0回・夕食0回
■!■@ ： 朝食0回・昼食0回・夕食1回

添乗員 同行しません　現地係員がご案内します
最少催行人員 1名
渡航手続き P.6の〔渡航手続きについて〕にてご確認ください

アレンジ
できます

らくらく
シート
P.2

ルーム
タイプ
プラン
P.6

一部
コースを
除く

仙台空港国際化
利用促進協議会後援：

当パンフレット掲載コースにご参加のお客様には  仙台空港指定駐車場を無料でご利用いただけます！

●�参加コースの日数分のみ無料となります。　●本人確認のため、受付窓口で「旅行日程表」をご提示ください。（コースおよび名前部分のコピーをいただきます）
●駐車場は上記指定駐車場いずれかに限ります。　●詳しくは最終旅行日程表にてご案内します。

●指定駐車場：三英駐車場（仙台空港入口右側）または、仙台空港第2駐車場 

プール（イメージ）
All�Photo�courtesy�of�Halekulani

チェックイン 15：00　

1室最大利用人数：�
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで�
●ノーベッドこども＋幼児含めて3名まで

ガーデンビュー

バーチャルツアー
はこちら！

1室最大利用人数：�
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで�
●ノーベッドこども＋幼児含めて3名まで

ベッドタイプ：�基本（P.6参照） ベッドタイプ：�基本（P.6参照）

バーチャルツアー
はこちら！

オーシャンビュー

ハレクラニ Lグレード
�

追加代金なしでご用意ルームタイププラン
ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6

ホテル無料サービス

◆客室までのエスコート　◆到着日にお部屋にフルーツとクッキーをご用意　◆カクテルレセプションへご招待
（毎週水曜日開催）　◆ビショップミュージアム、イオラニ宮殿、ホノルル美術館の美術・文化施設に無料で入場　
◆日本語新聞のご用意　◆客室からの市内通話無料　◆無線インターネットアクセス無料　など

※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。
ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。

◆ スパークリングワイン（1部屋に1本）を 
差し上げます。
・予告なくワインに変更となる場合があります。

ホスピタリティー・スイート（イメージ）

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

シャワールーム、コンピュータースペース等を
備えた休憩エリアです。チェックイン時間前
に到着された時やチェックアウト後のご出発
前までご利用いただけます。

〜 チェックイン時間前もチェックアウト後も安心 〜

ホスピタリティー・スイート

お部屋の一例
●客室写真内の花・飲食物は別料金となります。

お部屋の一例
●客室写真内の花・飲食物は別料金となります。

チェックアウト�12：00

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含まない）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご
利用階数などによりその景観は一律ではありません。　●ガーデンビュー：ホテルの庭が客室の窓側（バルコニーは含まない）から視界のかなりの部分を占める
お部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などによりその景観は一律ではありません。　

※■@の夕食は滞在中お好きな日に1回となります。

3



4 ●お申し込み前にP.10記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。

海からの外観

20階以上・ダイヤモンドヘッドが
見える・オーシャンフロント

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 14：00

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。
◆�アメニティー・ストアでお好きなアメニティー（スナックやドリンク類）を詰められるア
メニティー・バッグ小サイズ（21×13×8cm）（1部屋におひとつ）を差し上げます。

◆客室内での無線LAN（Wi-Fi）のご利用　◆客室からの国内および国際通話（無制限）　◆ボトルウォーター（1部屋につき1日2本）　◆おとな用プールフ
ロートのレンタル（インフィニティ・エッジプールにて）　◆ホテル内カルチャークラス（ウクレレレッスン、レイ作り、フラレッスンなど）　◆オアフ島全域でご利
用可能なポケット無線LAN（Wi-Fi）の無料貸し出し（1部屋につき1つ）　◆「Go�Pro」カメラの1日レンタル（1滞在につき1回）�・数に限りがあります。　� など

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます ※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

・ノーベッドこども、幼児も対象となります。　・ラウンジご利用時はルームキーと‘OLI‘OLIカードをご提示ください。　・チェックイン前後
のご利用時は‘OLI‘OLIカードのご提示とお客様のお名前をお申し出ください。　・ホテル側の都合により変更になる場合があります。

◆  ルックJTB ルアナラウンジをご利用いただけます

・レンタルの際はおとなの方の同伴と免責同意書
が必要となります。　・レンタルアイテムのご使用は
ビーチエリアに限ります。ホテルのプールではご使
用いただけません（ただし、お子様用の浮き輪はプー
ルでも使用可能）。　・数に限りがありますのでご了
承ください。

■�ご利用可能時間：6：00〜20：00�
（10：00〜10：30は清掃のためクローズします）　
■�貸出場所：ルックJTBルアナラウンジ内�
■�レンタル・ビーチグッズの一例：浮き輪、�
お子様用グッズ（バケツ、スコップ）、�
お子様用ライフジャケット

◆ レンタル・ビーチグッズを滞在中無料
でご利用いただけます

ルックJTBのおすすめポイント

■営業時間：6：00〜20：00�※10：00〜10：30は清掃のためクローズします。　■場所：ホテル23階

 コンチネンタル朝食とお飲み物をご用意
朝の時間帯のサービス（6：00〜10：00）2

和食メニューが新登場！　「ご飯、味噌汁、温か
いメニュー（おかず）一品もご用意しています！」

お昼の時間帯のサービス（11：00〜14：00）3
【軽食の一例】�スパムむすび、焼きそば、ホットドッグ、カップ麺軽食とお飲み物をご用意

当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！さらに
チェックイン前・チェックアウト後のご利用も可能!

1

ドリンク（ビール、ワイン含む）とおつまみをご用意夕刻の時間帯のサービス（16：00〜20：00）4

専用日本語コンシェルジュサービス5

 インターネットや日本語新聞のご用意、無線LAN（Wi-Fi）をご用意（無料）6

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで
チェックイン 14：00
部屋指定なし

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 14：00

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●�ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 13：00
レインボータワー・15階以上・ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンフロント

ご注意：�客室の改装工事を行っています。（2020年6月終了予定）

シェラトン・ワイキキ
（当パンフレットでの略称：シェラトン・ワイキキ）

 
追加代金なしでご用意ルームタイププラン

ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6
Aグレード

チェックアウト 11：00

外観とラグーン（空撮）

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

◆客室内での無線LAN（Wi-Fi）インターネットアクセス無料　◆映画視聴、
テレビゲームの無料利用　◆客室からの無制限の市内通話、800番号（フ
リーダイヤル）　◆ハワイアン・カルチャー・アクティビティー体験無料　など

※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：�
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで�
●�ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 15：00
レインボータワー・オーシャンビュー

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：�
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで�
●�ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 15：00
部屋指定なし

ルックJTBのおすすめポイント
◆ ルックJTB ルアナラウンジをご利用いただけます

■�営業時間：7：00〜20：00　※10：00〜10：30は清掃のためクローズします。　
■代替場所：（2/23出発）カリアタワー最上階�仮設ルアナ・ラウンジ

当ラウンジはリニューアル工事を予定しております。滞在中は工事期間中のため場所・サービス内容が変更となります。
【予定工事期間】現地時間2020年1月20日〜3月1日（2019年10月1日現在の情報です）
尚、サービス内容・工事期間は変更となる可能性があるため、最新情報はご旅行お申し込みの販売店へお問い合わせください。

■営業時間：�毎日/9：30〜16：30（貸出受付最終時刻16：00）　■場所：�デューク・カハナモク・ラグーン ・ルームキーと‘OLI‘OLIカードをご持参ください。　・ご利用はラグーン内に限ります。　・ラグーン混雑時は
ご利用いただけません。　・天候、現地事情により、ご利用いただけない場合があります。　・レンタルグッズ
は数に限りがありますのでご了承ください。　・英語のみの対応となる場合があります。・お子様のみのご利
用はできません。レンタルの際はおとなの方の同伴と、免責同意書が必要となります。

ラグーンで遊べるウォーター・アクティビティーグッズを追加代金なしで滞在中ご自由にお使いいただけます！◆ ルックJTB‘Au‘Au（アウアウ）ステーションをご利用いただけます

コンチネンタル朝食、お飲み物をご用意
朝の時間帯のサービス（7：00〜10：00）2

お飲み物をご用意
お昼の時間帯のサービス（10：30〜17：00）3

ドリンク（ビール、ワイン含む）と
おつまみをご用意

夕刻の時間帯のサービス（17：00〜20：00）4

無線LAN（Wi-Fi）をご用意（無料）5

当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！
さらにチェックイン前・チェックアウト後のご利用も可能!

1

・ノーベッドこども、幼児も対象となります。　・ラウンジご利用時はルームキーと‘OLI‘OLIカードをご提示ください。　
・チェックイン前後のご利用時は‘OLI‘OLIカードのご提示とお客様のお名前をお申し出ください。　・ホテル側の都合により変更となる場合があります。

●�チェア、ビーチパラソル、カヤック、ペダルボート、ブギーボード、スタンドアップパドル、浮き輪
アクティビティーグッズのレンタルサービス

※数に限りがあります。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・
ビーチ・リゾート （当パンフレットでの略称：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ）

 
追加代金なしでご用意ルームタイププラン

ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6
Aグレード

チェックアウト 11：00

オーシャンフロントのお部屋の一例

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。
◆�3連泊以上ご宿泊の場合、スパークリングワイン（1部屋に1本）を差し上げま
す。　・ホテル内レストランにてお食事とともに、もしくはお部屋へのお持ち帰りも可能です。

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。
◆�レインボータワー・15階以上・ダイヤモンドヘッドが見える・オーシャンフロントに
3連泊以上ご宿泊の場合、スパークリングワイン（1部屋に1本）を差し上げます。　�
・チェックイン時にお渡しするクーポンをホテル内ウィキウィキ・マーケットにてお引き換えください。

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
◆エコボトル（ホテル内各フロアでお水を補充できます）　◆歯磨き粉、歯ブラシ、室内スリッパ　◆ホテル内ショップ、スパ、レスト
ランの割引クーポン　◆客室からの長距離および国際電話（1日につき60分まで）　◆カルチャーアクティビティーのご利用�など

※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

20階以上・オーシャンフロント オーシャンフロント

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：
�●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで�
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

チェックイン 14：00

1室最大利用人数：
●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
チェックイン 15：00
部屋指定なし

ルックJTBのおすすめポイント

■営業時間：5：30〜20：00　
■場所：エバタワー3階　※10：00〜11：00、
16：00〜17：00は清掃のためクローズします。
・ノーベッドこども、幼児も対象となします。　・コンシェルジュのサービ
スはありません。　・ラウンジご利用時は、ルームキーと‘OLI‘OLIカード
をご持参ください。・ホテル側の都合により変更となる場合があります。

◆ ルックJTBルアナラウンジをご利用いただけます

ゲームエリア（ビリヤード台、シャッフルボード）
やキッズルームをご利用できます（無料）5 無線LAN（Wi-Fi）をご用意

（無料）
6

ビュッフェ形式の朝食とお飲み物をご用意
■�メニュー（予定）※ビュッフェ形式：パン2種、グリーンサラダ、ポテト料理、ご飯、味噌汁、漬物、卵（ゆで卵またはスクランブルエッグ）、ソーセー
ジまたはベーコン、バナナ、カットフルーツ、ヨーグルト、ジュース、緑茶、紅茶、コーヒー　・�メニューは予告なく変更となる場合があります。

2 朝の時間帯のサービス（5：30〜10：00）
お飲み物（お水、アイスティー）とスナック類をご用意
お昼の時間帯のサービス（11：00〜16：00）3

ドリンク（ビール、ワイン含む）とおつまみをご用意
夕刻の時間帯のサービス（17：00〜20：00）4

・チェックイン前後のご利用時は、アクセスキーをフロントデスクにてお受け取りください。
当ホテルご滞在中、毎日ご利用いただけます！ さらにチェックイン前・チェックアウト後のご利用も可能!1

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 （当パンフレットでの略称：ハイアット・リージェンシー・ワイキキ）

 
追加代金なしでご用意ルームタイププラン

ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6
Aグレード

チェックアウト 11：00

ベッドタイプ：基本（P.6参照）
1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　●�ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで
チェックイン 14：00
オーシャンフロント

当ラウンジのリニューアル工事に伴い、場所が23階から変更となるご利用期間があります。

尚、サービス内容・工事期間は変更となる可能性があるため、最新の情報はご旅行お申し込みの販売店へお問い合わせください。
【予定工事期間】：現地時間2020年2月1日～3月31日（2019年10月1日現在の情報です。）



5
〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置し、正面に海を眺めることができるお部屋。　●オーシャンビュー：海が客室の窓側（バルコニーは含まない）から視界のかなりの部分を占めるお部屋。ホテルの敷地や立地状況、ご利用階数などに
よりその景観は一律ではありません。　●パーシャルオーシャンビュー：窓側から海は見えませんが、ベランダまたはバルコニーから海の一部が見えるお部屋。（ベランダおよびバルコニーがないお部屋の場合は窓側から海の一部しか見えないお部屋。）　

アロヒラニ・リゾート・
ワイキキ・ビーチ

（当パンフレットでの略称：アロヒラニ・リゾート）

チェックイン 13：00

1室最大利用人数：�●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　�
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

●�客室のバスはシャワーのみです。お部屋によってはバス
タブ付きとなる場合があります。但し、ダブルベッドルー
ムにご宿泊の場合は客室のバスはシャワーのみです。

シースケープ・20階以上・
ダイヤモンドヘッドが見える

オーシャンビューのお部屋からの眺めの一例

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
※情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。
◆「オーバー」または「スウェルバー」にてウェルカムドリンク（滞在中に1回／1部屋につき2杯）　�
◆20USドル分のスパクレジット（滞在中1部屋につき／マッサージ・フェイシャルに利用可）　◆客
室からの市内通話　◆客室からの長距離電話（米国本土内、カナダ、国際電話／滞在中60分まで）　
◆エコボトル（ホテル内各所でお水を補充できます）　◆客室内コーヒー・紅茶サービス　など

◆�スパークリングワイン（1部屋に1本）とホテルロゴ入りシャンパング
ラス（2個）を差し上げます。

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ・販売店にお申し付けください。

〈2室共通〉

シースケープ・20階以上・ダイヤモンドヘッドが見えるオーシャンビュー
パーシャルオーシャンビュー

ベッドタイプ：基本（P.6参照）

Aグレード
チェックアウト 11：00 

追加代金なしでご用意ルームタイププラン
ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6

ルックJTBのおすすめポイント

ビーチグッズが無料でレンタルできます！

・数に限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。　・ご利用時は‘OLI‘OLIカードをご提示ください。

右記のグッズを無料で借りられます。　●クーラー・ボックス、砂遊びセット、ビーチパラソル
◆

■貸出場所：日本語ゲストサービス

ルックJTBのお客様だけに特別に「ナイト・ラウンジ」を設定します

・滞在中1回ご利用いただけます。　・チェックイン時にクーポンをお渡しします。（お1人様に1枚）(ノー
ベッドこども、幼児も対象となります。）　・ホテルの都合により予告なく変更となる場合があります。

営業時間外にロングボードクラブをご利用いただけます。
◆

■ご利用可能日時：2/23（日）2/25（火）の20：00～22：00
■�サービス内容：16種類のワイン、アロヒラニ・オリジナルクラフトビール、 

ププ（温かいおつまみ数品）、チーズセレクション等

シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル Bグレード

（当パンフレットでの略称：シェラトン・プリンセス）
 

追加代金なしでご用意ルームタイププラン
ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6

8階以上・パーシャルオーシャンビュー
ベッドタイプ：基本（P.6参照） ベッドタイプ：基本（P.6参照）

1室最大利用人数：�●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●�ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで

1室最大利用人数：�●おとな＋こども（ベッドあり）2名まで　●ノーベッドこども＋幼児含めて3名まで

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
◆オアフ島全域でご利用可能なポケット無線LAN（Wi-Fi）の無料貸し出し（1部屋につき1つ）　・数に限りがあります。　◆「Go�Pro」カメラの1日レンタル　・数に限りがあ
ります。　◆客室内、ホテル公共エリアでの無線LAN（Wi-Fi）のご利用　◆客室からの国内および国際通話（無制限）　◆ボトルウォーター（1部屋につき1日2本）　など

※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

ホテル外観

チェックイン 13：00 チェックイン 15：00

ルックJTBのおすすめポイント

ハワイ滞在中にご自身のデジタルカメラで撮影された画像を、ご帰国後、フォトカレンダーにして差し上げます�
（1部屋につき１部）。詳しくは右記URLにご出発日から数えて30日以内にアクセスしてください。　lookcalendar.jp

◆ ８階以上・パーシャルオーシャンビューにご宿泊のお客様にはフォトカレンダーを無料でご注文いただけます

部屋指定なし

ハネムーナー／ウエディングのお客様へ
・販売店にお申し付けください。
◆�赤ワイン（1部屋に1本）を差し上げます。

チェックアウト 11：00

●�トリプル（3名1室）利用はお受けできません。

ホテル外観

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます

◆客室内および公共エリアでの無線LAN（Ｗｉ−Ｆｉ）のご利用　◆客室内コーヒー・紅茶無料　◆ローカル新聞（月〜金）　
◆ビジネスセンターのご利用（24時間）　◆客室からの市内および長距離（カナダ、アメリカ本土）通話無料（60分まで）　
◆ホテル特製トートバッグ（1部屋につきおひとつ）　◆ショッピングや食事にご利用いただけるクーポンブック��など

※情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。
ハネムーナー／ウエディングのお客様へ

◆ スパークリングワイン 
（1部屋に1本）を差し上げます。

・販売店にお申し付けください。

1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　
●ノーベッドこども＋幼児含めて4名まで　
※1�基本・ダブルベッドルームは3名まで
●客室のバスはシャワーのみとなります。

チェックイン 13：00

1室最大利用人数：●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　●ノーベッドこ
ども＋幼児含めて4名まで�※1　※1�基本・ダブルベッドルームは3名まで

ベッドタイプ：�基本（P.6参照）
オーシャンビュー

●客室のバスはシャワーのみとなります。

ベッドタイプ：�基本（P.6参照）
部屋指定なし�

ワイキキ・ビーチコマー�by�アウトリガー Bグレード

（当パンフレットでの略称：ワイキキ・ビーチコマー）
 

追加代金なしでご用意ルームタイププラン
ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6 チェックアウト 12：00

ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガーにご宿泊のお客様へ　　　
近年オープンした話題のレストランで使える！1室あたり合計100USドル分（25USドル×4枚）の割引クーポン付き！

マウイ・ブリューイング・カンパニー
（下記店舗のみ対象）

～ホテル2階にあるアイランドスタイルの
レストラン。メニューも豊富～

■�場所：ワイキキ・ビーチコマー�by�アウトリガー内　
■�営業時間：7：00～24：00（2019年10/1現在）

ハワイアン・アロマ・カフェ（下記2店舗のみ対象）
～フォトジェニックなおしゃれカフェ～

■�場所：ワイキキ・ビーチコマー�by�アウトリガー内
■�営業時間：6：00～18：00（2019年10/1現在）�
■�場所：オハナ・ワイキキ・イースト�by�アウトリガー内
■�営業時間：6：00～18：00（2019年10/1現在）

アペティート・クラフトピッツァ＆ワインバー
～本格的な薪窯焼きピザが人気～

■�場所：オハナ・ワイキキ・イースト
����by�アウトリガー内
■�営業時間：7：00～22：00（2019年10/1現在）

ザ・リーフ・バー＆マーケット・グリル
～BBQスタイルが人気のレストラン～

■�場所：アウトリガー・リーフ・ワイキキビーチ・リゾート内
■�営業時間：7：00～10：30、11：00～15：00、
17：00～22：00（2019年10/1現在）

※割引クーポンをアルコールのお支払いにはご利用いただけません。

【ご注意】・3泊以上のお客様が対象　・ご利用されない場合、払い戻しはありません。　・チェックイン時にご案内
書面をお渡しします。　・下記に記載の営業日時はレストラン側の都合により予告なく変更となる場合があります。

話題の
レストランで使える
割引クーポン付き！
（下記参照）

チェックイン 15：00 ベッドタイプ：選べません
1室最大利用人数：�●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　●ノーベッドこども＋幼児含めて3名まで

部屋指定なし

●�客室のバスはシャワーのみです。

アンバサダー�ホテル�
ワイキキ

◆ロビーにて無線LAN（Wi-Fi）、客室にてインターネットのご利用　◆客室か
らの市内通話　◆フィットネスセンターのご利用　◆エコボトル（ホテル内の
サーバーステーションにてお水を補充できます）　　など

ルックJTBなら〈リゾートフィープログラム〉が含まれます
※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

Dグレード

（当パンフレットでの略称：アンバサダー ホテル）
チェックアウト 12：00

オハナ・ワイキキ・
イースト�by�アウトリガー  

追加代金なしでご用意ルームタイププラン
ダブルベッドルーム P.6ツインベッドルーム P.6

（当パンフレットでの略称：オハナ・ワイキキ・イースト）

◆客室からの長距離電話（米国本土内、カナダ）、市内電話（通話開始から15分）　◆ナイ
ロン製バッグ（1部屋につきおひとつ）をご用意　◆ショッピングとお食事にご利用いた
だけるディスカウント・クーポン冊子（1部屋1冊）　など　・詳しくは現地にてご確認ください。　

ルックJTBなら〈コネクションフィー〉が含まれます
※�情報は2019年10月1日現在のものです。ホテル都合により予告なく変更となる場合があります。

Cグレード チェックアウト 12：00

部屋指定なし

1室最大利用人数：�●おとな＋こども（ベッドあり）3名まで　●ノーベッドこども+幼児含めて4名まで
チェックイン 13：00 ベッドタイプ：基本（P.6参照）

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



6 ●お申し込み前にP.10記載の「ご案内とご注意」を必ずお読みください。

ホテル 部屋・眺望タイプ （コースNo.／
ホテル）

日
数

おとな・こども旅行代金〈2名1室利用〉
　エコノミークラス席（Yクラス席）

コースNo.／航空（JLR）

割引・追加代金

トリプル
割引代金

お1人部屋
追加代金

（相部屋不可）2/23発

ハレクラニ
オーシャンビュー （HM） 6 396,000 -52,000 232,000 

ガーデンビュー （3Y） 6 332,000 -28,000 168,000 

シェラトン・ワイキキ
ルックJTBルアナラウンジ P.4参照

20階以上・ダイヤモンドヘッドが
見える・オーシャンフロント （BC） 6 327,000 -32,000 176,000 

オーシャンフロント （Z5） 6 284,000 -16,000 136,000 

部屋指定なし （BY） 6 252,000 -8,000 108,000 

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・
ビーチ・リゾート

ルックJTBルアナラウンジ P.4参照

レインボータワー・15階以上・ダイヤモンド
ヘッドが見える・オーシャンフロント （TB） 6 335,000 -36,000 180,000 

レインボータワー・オーシャンビュー （26） 6 280,000 -20,000 128,000 

部屋指定なし （36） 6 249,000 -16,000 104,000 

ハイアット・リージェンシー・ワイキキ・
ビーチ・リゾート＆スパ

ルックJTBルアナラウンジ P.4参照

20階以上・オーシャンフロント （2V） 6 296,000 -28,000 144,000 

オーシャンフロント （3K） 6 275,000 -20,000 128,000 

部屋指定なし （16） 6 244,000 -12,000 100,000 

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ
シースケープ・20階以上・ダイヤモンド

ヘッドが見えるオーシャンビュー （1E） 6 290,000 -20,000 136,000 

パーシャルオーシャンビュー （5N） 6 264,000 -12,000 112,000 

シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル
8階以上・パーシャルオーシャンビュー （5W） 6 231,000 -8,000 80,000 

部屋指定なし （IJ） 6 213,000 トリプル不可 68,000 

ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー
オーシャンビュー （ZC） 6 246,000 -12,000 88,000 

部屋指定なし （ZD） 6 236,000 -12,000 84,000 

オハナ・ワイキキ・イースト by アウトリガー 部屋指定なし （VH） 6 204,000 -12,000 60,000 

アンバサダー ホテル ワイキキ 部屋指定なし （M7） 6 190,000 -8,000 44,000 

ノーベッドこども代金 170,000

らくらくシート追加代金（P.2参照）（おとな・こども一律）コースNo.／航空（JLW） 190,000

■ 仙台発着 日本航空チャーター往復直行便で行くハワイ ホノルル6日間　旅行代金表（単位：円）
出発日／コースNo.／コース 2020年2月23日出発 仙台発着 D9BA6 以下ご旅行代金は、燃油サーチャージを含む（P.7参照）

●P.2の「らくらくシートのご注
意」も合わせてご覧ください。

幼児代金  単位：円 エコノミークラス席（Yクラス席）：40,000／らくらくシート席：97,000

別途、約8,800円を販売店にお支払いください。空港税等について（裏表紙参照）

基本のお部屋のベッドタイプはシングルベッドが2台の「ツインベッドルーム」とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種
類があります。ルームタイププランは、ベッドが2台のツインベッドルームまたは大型ベッド1台のダブルベッドルームの指定が可能です。
（一部除外日あり、各ホテルページ参照）

ルームタイププランのご注意 ●基本コースのお申し込みと同時に販売店へお申し出ください。　
●回答には3日程度（土・日・祝日を除く）必要となりますが、状況により一定の期間お待ちいただ
く場合があります。　●お申し込み後の手配のため、ご希望に沿えない場合があります。その場
合には、基本のベッドタイプにてご参加いただきます。予約をお取りできず、お申し込みコース自

体を取り消す場合、お申し出時期により取消料が必要となります。　●お申し込みの都市（地区）
の全宿泊期間が対象となり、一部宿泊のみのお申し込みはお受けできません。　●下記「ご案
内とご注意」の「各種プランについて」をあわせてご覧ください。

●一部コースはあらかじめベッドタイプが決定しているお部屋もございます。各ホテルページの「ベッドタイプ」をご確認ください。

ルームタイププラン（ツインベッドルーム・ダブルベッドルーム） 左記マークの付いた
コースが対象です。

ルーム
タイプ
プラン
P.6

追加代金不要

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

■お申し込みについて　〈記載内容について〉●当パンフレットの記載内容は2020年2月23日出発の場合のみ有効です。なお、記載内容は変更になる場合がありますので、お申し込みの際は必ず販売店でご確認ください。　〈旅行代金について〉●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミー
クラス席（以下「Ｙクラス席」）利用で、2人部屋をお2人でご利用いただく場合のお１人分の代金です。　●こども代金は、旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様に適用されます。　●ノーベッドこども代金は、旅行出発日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空座席をご利
用になり、ホテルのベッドなどをご利用にならないお子様に適用されます。詳しくは裏表紙をご覧ください。　●幼児代金は、旅行出発日を基準として2歳未満のお子様で、航空座席、食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用されない方に適用されます。航空座席を使用される場合は、こども代
金(ノーベッドこども代金）が適用となります。詳しくは裏表紙をご覧ください。　●各種追加代金は、特に記載のない限りおとな・こども同額となります。　〈渡航手続きについて〉●お持ちのパスポート（旅券）が今回のご旅行に有効かどうかのご確認、ならびにパスポート・ビザ（査証）の取得等は
お客様ご自身の責任で行っていただきます。　●渡航に関する情報は、日本国籍で当パンフレット掲載のコースにご参加される方を対象としています。情報は2019年10月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。　●日本国籍ではないお客様
は、ご自身で自国・渡航先国の大使館、入国管理事務所へお問い合わせください。　●パスポート（旅券）について　日本帰着日（入国時90日以上が望ましい）まで有効なIC旅券または機械読取式旅券が必要です。（2019年10月1日現在）　●ビザ（査証）について　査証は不要です（ＩＣ旅券で
ない旅券の場合は査証が必要です）。ただし、無査証で米国に渡航（入国および乗継）する場合、渡航72時間前までにインターネットを通じて査証免除可否のチェックを受けるシステム（電子渡航認証システム「ESTA」）での申請が義務付けられています（有料/14USドル）。申請はhttps://esta.
cbp.dhs.gov/より行い、認証が拒否された場合は、査証の取得をしない限り航空機への搭乗や入国ができなくなるため、早めにお手続きください。また、認証拒否ならびに査証未取得に伴う旅行取消については、当社所定の取消料をいただきます。なお、ESTAでの認証は米国入国承認ではな
いため、入国時の入国審査は従来どおり行われます。情報は2019年10月1日現在となり、予告なく変更となる場合がありますので、必ず最新情報をご確認ください。　●セキュア・フライト・プログラムについて　米国運輸保安局の指示により、航空機の保安強化のため、お客様のパスポート記
載の氏名、生年月日、性別、レドレスナンバー（該当者のみ）を航空会社へ報告する必要があります。情報が入力されないと航空券の発券ができず、また情報に誤りがあると搭乗に支障をきたしますので、お申し込み時に販売店へ正確な情報提供をお願いいたします。（2019年10月1日現在）　

〈お申し込みについて〉●お申し込み時には、パスポートに記載されている通りのローマ字氏名をお申し出ください。お客様が氏名を誤って報告された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。1文字違っていても本人とは見なされず、当日航空機の搭乗がで
きないことがあります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当社所定の取消料をいただきます。お客様交替の場合、お客様の交替手数料をいただきます。（幼児の氏名訂正の場合、同行者のおとなの方の取消料・交替
手数料もいただく場合があります。）　●航空運送約款または航空会社の定めにより、日程上実際に利用できない複数の予約（重複予約）をお持ちの場合、航空会社で予約が取り消されても当社は責任を負いません。　●15歳未満の方のご参加には、保護者の同行を条件とさせていただきま
す。　●18歳未満の方のみのご参加はお受けできません。　●ハワイでは、18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合（単独や片方の親のみ、または親以外の大人の方と旅行する場合）、親の「渡航同意書（英語）」の持参が推奨されています。同意書は必ずしも入国時に提示を求められ
るものではありません。同意書の持参についてはお客様ご自身で判断ください。　●20歳未満の方のご参加には、親権者の同意書が必要です。　●18歳未満のみでの1室利用はお受けできません。また、ホテルによって年齢制限が21歳未満となる場合があります。詳しくは販売店にお問い合
わせください。　●身体に障がいをお持ちの方、健康を損なわれている方、妊娠中の方、補助犬使用者の方、特別な配慮を必要とする方は、その旨をご旅行お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様のお申し出に基づき当社がお客様のために講じた
特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。　●国・地域によって、日曜・祝祭日に観光施設・商店が閉まっていることが多いため、出発日を決められる際にご注意ください。なお、あらかじめ美術館や買い物など訪問希望個所が決まっている場合は、休館日・休業日などの確認のためお申
し込み時に必ず販売店にお申し出ください。　〈催行中止の連絡について〉お申し込みコースのご旅行が催行されない場合はご出発の24日前までにご連絡いたします。　〈ご出発前のご案内〉宿泊ホテルおよび利用航空会社などのスケジュールは、ご出発の2週間〜7日前（遅くとも前日まで）
にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。現地でのご連絡先は、最終旅行日程表にてご連絡いたします。　■ホテル・お部屋について　〈ホテル情報について〉●各ページに掲載のホテル情報は2019年10月1日現在のものとなり、予告なく変更となる場合がありますので、現地でご
利用の際ご確認ください。　〈ホテルチェックインについて〉●各ホテルページの表示のお時間よりお部屋をご用意しております。ただし、航空機の到着時間や交通事情等により、チェックインが遅れる可能性がございます。また航空便の発着時間によっては、ホテル到着がチェックインより早くな
る場合があります。　●国際電話やお部屋のミニバー利用など個人的な勘定の保証として、クレジットカードの提示または現金での保証金を請求されることがあります。　〈ホテルチェックアウトについて〉●各ホテルによってチェックアウト時間は異なります。復路のフライト時間によっては、ご出
発までお部屋がご利用いただけない場合があります。　〈基本のお部屋のベッドタイプについて〉●2人用のお部屋にはシングルベッドが2台の｢ツインベッドルーム｣とキングまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の｢ダブルベッドルーム｣の2種類があります。｢ツインベッドルーム｣の場合、2つの
ベッドが離れていない部屋や、2つのベッドサイズ、種類が異なる部屋が含まれています。　●必ずしも利用人数と同数のベッドが用意されるとは限りません。　●ご利用いただくお部屋には、コネクティングルームの中扉に鍵をかけ通常のお部屋としてご利用いただく場合があります。　〈１名様
で1部屋ご利用の場合〉●お1人または奇数人数でご参加の場合は、他の方との相部屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用される方は、お1人部屋追加代金が必要となります。　〈2部屋以上ご利用の場合〉●グループやご家族などで２部屋以上をご利用の場合、極力お隣、またはお近く
のお部屋となるようホテル側にリクエストしますが、ホテル側の事情により困難となる場合もあります。　〈3名様で1部屋ご利用の場合〉●2人部屋を3名様でご利用（トリプル利用）の場合、２人部屋に簡易ベッド（エキストラベッドまたはソファベッド）を入れて３名様でご利用いただくため手狭とな
ります。また、キングサイズまたはクイーンサイズのベッド１台と簡易ベッド１台をご利用いただく場合があります。簡易ベッドの搬入やアメニティのご用意は夜遅くなることがあります。　〈ルックJTBのホテルグレードについて〉●ルックJTBでは、各種資料や現地支店からの情報、長年の経験を通
じて、ご参加いただいた数多くのお客様の評価と添乗員のレポートなどを参考に、グレード区分を行い表示しております。また、年に一度の割合でホテルグレードの見直しをしております。　●グレードが高い順に「Ｌ→Ａ→Ｂ→Ｃ→Ｄ」となります。　●Ｌ〜Ｄのホテルグレードは、当該都市（地域）内で
の評価となります。そのため、同グレードのホテルでも他の都市（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。　〈改修工事について〉●パンフレットに掲載しているホテルは予告なく改修工事を行う場合があります。そのため、騒音が発生したり、施設の一部が利用できない場合があり
ます。（改修工事等により主要施設がご利用できないことが判明した場合、販売店よりご案内いたします。）　〈「ルックJTBのおすすめポイント」「リゾートフィープログラム／ホテル無料サービス」「ハネムーナー/ウエディングのお客様へ」について〉●適用条件等、詳細は各ホテル紹介ページにて
ご確認ください。ホテル側の都合でサービス・施設内容・名称が予告なく変更になる場合があります。現地にてご確認ください。また、ご利用にならなかった場合でも、払い戻しはありません。　●提供する食事クーポン・割引クーポンは特に記載のない限り飲み物は含まれず、ドリンクサービスはご
利用いただけません。お申し込みのコースのスケジュールおよび内容、お客様の都合によりご利用にならなかった場合も払い戻しはできません。　●ホテル内レストラン・利用施設等での特典・サービスは、当該施設の休業あるいは貸切、または祝祭日にかかる場合はご利用いただけない場合もあ

2019年11月13日 改
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お申し込みいただく前に、下記事項、各コースごとの掲載内容、およびお申し込み前にお渡しする旅行条件書（全文）を必ずご確認の上、お申し込みください。　　　　　なお、ご旅行中に受けられたサービスがご出発前のご案内と異なる場合は、現地にて当社および当社手配代行者、サービス提供者にお申し出ください。

りますので必ず現地にてご利用可否を再度ご確認ください。　●ホテルのサービス・施設については情報提供のみとなります。サービス・施設の詳しい内容やお申し込み、その他お問い合わせについては現地ホテルにてお願いします。　●ホテル側の都合でサービス・施設内容・名称が予告なく変
更になる場合があります。現地にてご確認ください。　●ご利用いただかなかった場合の払い戻しはありません。　●ベッドをご利用にならないお子様は、特に記載がない限りご利用できませんので、あらかじめご了承ください。詳しくは裏表紙記載のこども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金
の適用範囲をご覧ください。　●特に記載のない限り、2020年2月23日にチェックインされるお客様が対象となります（ただし、幼児、ノーベッドこどもは除く）。　●一部対象期間が異なる場合があります。詳細は各ホテルページにてご確認ください。　〈朝食特典について〉●ご利用便の発着時
刻によっては朝食をお取りいただけない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、お客様の都合により、ご利用にならなかった場合（オプショナルツアー参加時を含む）、払い戻しはありません。　●特に記載がない限り「ノーベッドこども代金」「幼児代金」のお子様には、朝食が付きま
せん。　〈専用ラウンジサービスについて〉●サービス内容は予告なく変更となる場合があります。　●専用ラウンジでのコンチネンタル朝食のサービスをご利用にならなかった場合でも、払い戻しはありません。　■交通機関・乗継について（航空機・バス及び移動について）　〈航空機での移動
について〉●日程表に記載された航空機発着時刻は2019年10月現在航空会社により申請予定（もしくは申請中）の運航スケジュールを基準としているため、認可条件及び決定スケジュールによって、便名・発着時間等は変更となる場合があります。詳しくは最終旅行日程表にてご案内します。　
●今回のチャーター便ではWEBチェックインはご利用できません。　●日本発着時利用航空会社に明示した航空会社の利用区間は特に記載がない限り、日本発着の国際線往復（日本→ハワイの最初の到着地とハワイの最終出発地→日本）のみとなり、日本発着以外の区間（乗継便）の確約はあ
りません。　●航空会社の都合により、発着時間、便名、機材、乗継地、経由地が変更となる場合があります。　●マイレージに関しては、各航空会社に直接お問い合わせください。　●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更、またホテル事情等により、旅行日程、宿泊・訪問都市順序の変更、目
的地滞在時間の短縮および観光箇所の変更・削除などが発生する場合もあります。その場合、旅程保証の責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスが受けられますよう手配努力します。　〈手荷物について〉●機内に無料で預けられる荷物の個数・重量・サイズの制限は航空会社
により異なります。有料となる場合やお預かりできない場合がありますので、各航空会社にお問い合わせください。　●サーフボード、ゴルフバッグ、ダイビング器材、自転車等の大型手荷物は、航空会社により超過手荷物料金が必要となる場合や、お預かりできない場合があります。また、現地で
は空港〜ホテル間に別途運搬料が必要な場合があります。必ずご出発の2週間前までに販売店へお申し出ください。　〈航空便放棄に伴う請求について〉当パンフレット掲載コースの航空券はＩＴ運賃が適用されているため、往復利用が条件となっています。お客様のご都合により復路便に搭乗
されなかった場合には、航空会社の運賃条件・規則に基づき、片道ノーマル運賃等を請求させていただくことがあります。　〈航空座席について〉●日本発ハワイ線の航空機は、全席禁煙となっています。　●Yクラス席の窓側・通路側等のご希望はお受けできません。　■滞在中の食事について　
●旅行代金には各日程表に明示した食事の料金・税・サービス料が含まれます。ただし、お客様が注文された飲食・追加料理代はお客様負担となります。　●機内食は各日程表に明示した食事回数に含まれません。利用便により機内食が軽食となったり、提供されない場合や、ホテル・レストランの
食事となる場合がありますが、いずれの場合も旅行代金の変更はありません。　●日程表中に明示した利用予定レストランやクルーズ船が休業等の場合、他の日や他の同等グレードのレストランやクルーズ船に変更となる場合があります。　■レストランでの服装について　●ホテルのダイニン
グや一流レストランでは上着・ネクタイが必要となる場合がありますので、お持ちになることをおすすめします（Tシャツ、ジーンズ、スニーカーなどでは入店を断られる場合があります）。　■観光とオプショナルツアーについて　●施設の休館、その他現地事情や天候により、観光箇所や実施日が
変更になる場合があります。また、それにより自由行動時間などに影響のでる場合がありますので、あらかじめご了承ください。　●当社が旅行企画・実施する旅行以外のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させていただくことがあります。　●観光中に運行事業者によるコース参加中の
お客様の写真撮影が行われる場合があります。撮影については当該現地国・地域にて遵法の上実施されますが、場合によっては、お客様への撮影可否の意思確認をせず写真撮影が行われることがあります。また、写真の購入については、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、ご購入
後の写真の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないよう写真の確認などを必ず行ってください。　■お買い物について　●観光の一部として名産品の工房等に立ち寄るコースをご用意しております。当社では、お土産物店の選定には万全を期しておりますが、ご購
入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますので、トラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。　●植物等、日本への持込みには検査証明書が必要な品物や、持込みが禁止され
ている品物もありますのでご注意ください。　■現地でのお荷物・送迎について　●ご出発の際に航空会社に預け入れた荷物は、現地到着後、空港からお客様とは別にトラックにて宿泊ホテルに運びますので、手荷物として簡単な洗面用具や着替えなどをお持ちになると便利です（一部コースを
除く）。　●帰国日の航空会社預け入れ荷物は、ホテルご出発前に指定場所に出していただきます。時間は現地にてご案内します。　●専用車利用を除き、空港〜ホテル間の送迎で利用するバスは、少人数の場合セダン、ミニバスとなり、ドライバーガイドとなる場合があります。また、当社が旅行
企画・実施するルックJTB以外の旅行にご参加のお客様とご一緒に、観光、送迎などをご案内させていただくことがあります。　■現地係員について　●特に記載のない限り、現地係員は、現地にて空港・ホテルでの送迎斡旋、移動、観光、オプショナルツアーなどのご案内を行います。これらの業
務以外の日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には係員はおりません。　●現地係員は日本語を話しますが、日本人とは限りません。　■追加手配について　●お客様のご希望により、ゴルフ、レストラン、スパトリートメントなどの予約手配、専用車、車いすなどの追加手配をお受けします。この
場合の旅行契約形態は、お客様と販売店の手配旅行契約となり、当社は販売店の手配代行者となります。手配旅行契約にあたっては、販売店に所定の旅行業務取扱料金をお支払ください。　■各種プランについて　●各種プランは当社が旅行企画・実施するプランです。基本コースに組み込ま
れ、全体としてひとつの募集型企画旅行として実施します。　●お申し込み後のお取消は、お申し出時期により、基本コースの出発日を基準に裏表紙記載の所定の取消料が必要となります。プランのみのお取消の場合も、基本コースを含めた募集型企画旅行の旅行代金総額に対する取消料を上
限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。　■燃油サーチャージについて　●旅行代金に燃油サーチャージのある航空会社の燃油サーチャージは含まれています。 燃油サーチャージが増額または減額、廃止されても、増額分の追徴ならびに廃止を含む減額分の返金はありませ
ん。　※燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常な変動に対処するために、一定の期間、一定の条件下に限って航空各社が国土交通省航空局に申請し認可を受ける、航空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金額は利用航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行
者全てに課せられます。　■その他　〈アルコール飲料の提供について〉●ハワイ州の法律により21歳以上の方が対象となります。写真付身分証明書の提示を求められる場合があります。　〈喫煙について〉●ハワイ州では州およびカウンティ（郡）が定める公共の場所（レストラン、ショッピング
センター、空港、ホテルのロビー、ビーチ、公園など）での喫煙が法律で禁じられており、違反した場合、罰金が課せられます。ホテルのほとんどの客室（ホテルによっては全客室）は禁煙ルームとして定められており、お部屋およびベランダでの喫煙ができません。詳細についてはご出発前に販売店
へお問い合わせください。なお、喫煙・禁煙の指定はお受けできませんのでご了承ください。取消料を上限として、基本コースの出発日を基準に取消料が生じます。　〈道路横断中の交通ルールについて〉●ハワイ州では歩道での以下行為は条例により禁止されております。違反した場合は罰金
が課せられますのでご注意ください。　※信号が点滅（カウントダウン）を開始してからの横断／スマートフォン等の電子機器を操作しながらの横断／横断歩道以外からの横断。

ルックJTB安心パック
旅の始まりから終わりまで、充実のサポートラインで皆様の旅に寄り添う ルックJTB安心パックについて、

詳しくは右記WEBサイトへ
検 索ルックJTB 安心

ルックJTBの品質に対する自信の表れ。お客様に有利なご契約条件にしています

旅行日程表をスマートフォンにダウンロード
【ルックJTBアプリ】

不測の事態が生じた場合のお知らせ【緊急掲示板（ルックJTBアプリ内）】
●対象都市はルックJTBアプリにてご確認ください。　販売店または現地にてご案内する場合があります。

現地空港では係員が日本語でお出迎え
【空港送迎サービス】 パスポートの紛失や、思わぬけが・病気など緊急時もサポートします

緊急時に24時間日本語で対応
【‘ＯＬＩ‘ＯＬＩインフォメーションセンター】

旅行前にメールで問い合わせ
【ルックJTB RAKUなびサポート】

現地で日本語対応。気軽な相談窓口
【JTBデスク／ラウンジ】

お客様都合でご旅行を取り消される場合も、次回のご旅行をご予約・ご参加いただくことで、取消料はいただきません
体調不良や様々なご事情により急に旅行に行けなくなっても安心です。

■お申し出の期日：出発日の前日から起算して14日前まで　■適用条件：当初ご参加予定コースのご出発日から３カ月未満に出発するルックJTBコースへのご予約をお取り消しと同時に
完了された場合に限ります。キャンセル待ちの場合は適用されません。新たにご予約されたコースも取り消された場合、取消料発生日前であってもはじめにご予約されたコースの取消料が
必要となります。また、取消料対象期間内の取り消しの場合、新たにご予約されたコースと以前取り消されたコースの高い方の取消料が必要となります。詳しくは販売店へご確認ください。

【取消料免除制度】

航空機に大幅な遅延が生じた場合は、ルックＪＴＢよりお見舞金をご用意します

往復の国際線では追加代金なしで『ルックJTBの並び席』をご用意します
『ルックJTBの並び席』とは　【対象】●当パンフレットに掲載した全コースの日本発着の国際線区間往復（全座席クラス）　●同じコース番号を同時予約された同一予約受付番号のお客様　
●配列は指定できません。詳細は右記の座席配列の例をご参照ください。記載の機材は一例です。当日、予定の機材で運航する場合に限ります。　●『ルックJTBの並び席』をご用意できない場
合は、上記『ルックJTBのお約束』に記載の対応をします。　●2～6名でご参加のお客様に対し、右記の組み合わせまたはそれらに準ずる座席配置でご用意します。　●3名以上の場合、必ずしも
全員が横に並ぶとは限らず、通路を挟んだり、縦並びとなる場合があります。　●通路を挟む場合、機材都合により座席の位置が前後にずれる場合があります。　●７名以上でご参加の場合、2～6
名の並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があります。　●通路側／窓側等のご希望や座席番号の指定はお受けできません。　【らくらくシート】●エコノミークラス席と同
じ配列の場合、上記エコノミークラス席に準じます。　●エコノミークラス席と配列が異なる場合は、原則として2名様1単位として他の方を間に挟まない形で座席をご用意しますが、機材によって
は間に間仕切りや通路を挟んだり、前後に向い合せの席や前後にずれた席となる場合があります。　【並び席とならない場合】●車椅子や乳児ベッド（バシネット）など、特別なご要望がある場合。　�
●お申し込み完了後に、参加人数の一部追加や取消があった場合。　●お申し込み完了後に、機材変更が発生し、航空会社の都合により座席番号が変更された場合。　●往復便とも、指定の時刻
までに指定の場所にお越しいただけなかった場合、または、集合時刻の指定がなく、ご自身でチェックインいただく場合において、出発時刻の90分前までに搭乗手続きが行われなかった場合。

外務省の「たびレジ」は、旅行日程・滞在先などを登録すると、旅行先の最新の安全情報や緊急時の連絡
メールなどが受け取れるので便利で安心！ルックＪＴＢアプリのトップページから簡単にアクセスできます。

「たびレジ」に登録しましょう！滞在中のあらゆる相談に日本語で対応
【‘OLI‘OLIインフォメーションセンター】

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

〈例〉�仙台発着 現地係員がご案内するマイセレクト 日本航空チャーター往復直行便で行くハワイ 
ホノルル6日間 Yクラス席利用 ハレクラニ 

（オーシャンビュー）コースの場合（P.6掲載）
コース 航空 ホテル

D 9 B A 6 - J L R - H M

2 名で参加

4 名で参加
3 名で参加

5 名で参加
6 名で参加

2・4・2座席配置の例

マークの見方

航空機などの移動の発着時刻を元にした目安の時間です。●時間帯の目安
a 飛行機　2 機内食　4 夕食　5 食事なし

●日程表中のマーク・食事マークホテル・観光を選んで作る旅です。あなたらしいスタイルの旅をお楽しみください。
現地到着時・出発日は、係員がご案内します。

●シリーズ紹介

らくらくシートをご利
用いただけるコース
です。（P.2参照）

らくらく
シート

P.2

●マークの意味 2歳以上12歳未満のお子様に
｢ノーベッドこども代金｣をご利用い
ただけるコースです。（裏表紙参照）

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙

ルーム
タイプ
プラン

P.6

ツインベッドルームまたはダブルベッ
ドルームを指定できるプランをご利
用いただけるコースです。（P.6参照）

以下に記載した契約内容の重要な変更が生じた場合、旅程保証に基づく変更補償金に加えて、ルックＪＴＢ特約として定めた補償額をお支払いします（下記表内ルッ
クＪＴＢ特約①に記載の補償額）。但し、「ノーベッドこども代金」にてご参加のお客様を除きます。「ノーベッドこども代金」とは宿泊施設の宿泊代が発生しない旅行代
金です。宿泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービスの提供がないコースにおいては、宿泊機関に関する変更による旅程保証制度の適用はありません。

「旅程保証」と「ルックJTB特約」をあわせてお支払いする場合の合算額は３０％を上限

ご旅行条件に特約を追加
「ルックJTBのお約束」

1 本邦内と本邦外との間における指定した航空便の
変更（ひとつの旅行契約につき）

10.0%
2

本邦内と本邦外との間における指定した航空便において並び席の離れた
席へ変更および事前のお約束が可能なコースにおいて、お約束した窓側
または通路側の選択が実施できなかった場合（ひとつの旅行契約につき）

●「ルックJTBのお約束」は、次に掲げる事由による変更の場合は適用になりません。①旅行日程に
支障をもたらす悪天候、天災地変 ②戦乱 ③暴動 ④官公署の命令 ⑤欠航、不通、休業等運送・宿
泊機関等の旅行サービス提供の中止 ⑥遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によら
ない運送サービス（機材変更を含む）の提供 ⑦旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必
要な措置 ⑧指定した航空便の変更が、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合

ひとつの旅行契約につき、旅行代金の２０％を上限とする。
（複数項目に該当する場合を含む）

ルックJTB
特約 ②

当社が変更補償金を支払う
変更該当項目については

旅行条件書（全文）をご覧ください

旅行開始前／開始後の通知は問わない
旅行代金が３０万円未満の場合：１件・１泊あたり５千円
旅行代金が３０万円以上の場合：１件・１泊あたり１万円

ひとつの旅行契約につき、約款に定められた変更補償金と合わせて、旅行代金の３０％を上限
【ご注意】●適用条件など詳細はルックJTBご旅行条件書（第24項.旅程保証）でご確認ください。

旅程保証に加えてルックJTB特約として定めた補償額を追加ルックJTB特約 ①

　　　　　　　　　　　　　　　　■お見舞い金額（お1人様）：10,000円　■�対象：当パンフレット掲載コースにご参加のお客様　

■適用条件　・日本を出国するためにお客様が搭乗する予定の航空機（国内線特別代金プラン利用を含む）の６時間以上の遅延、もしくは欠航等により６時間以内に代替便を利用できない場合。または、航空機の遅延・欠航等
が原因で、本邦外における最初の目的地（宿泊地）にお客様の搭乗する航空機が予定時刻より６時間以上遅延した場合　・日本の最終到着空港へ帰着するために、お客様が搭乗する予定の航空機（国内線特別代金プラン利用
を含む）の6時間以上の遅延、もしくは欠航等により6時間以内に代替便を利用できない場合。または、航空機の遅延・欠航等が原因で、最終到着空港にお客様の搭乗する航空機が予定時刻より6時間以上遅延した場合　・お客
様が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、その航空機の着陸した時刻から6時間以内に代替となる他の航空機（着陸地変更した航空機を含む）を利用できない場合　●お見舞金請求時には所定の確認書類をご
提出いただきます。なお、記載事項は「ルックJTB・ダイナミックJTB海外遅延お見舞金制度規定」の概要を説明したものです。詳しくは右記URL、または販売店へご確認ください。（http://www.jtb.co.jp/lookjtb/service/）

※航空座席を利用しない幼児は除きます。�※現地集合パッケージでご参加の場合および、お取り消しや催行中止により、予定の航空便や代替便をご利用にならなかった場合は対象となりません。
【ルックJTB遅延お見舞金制度】



契約解除の日 全出発日（特定期間含む）

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
60日目にあたる日以降〜31日目にあたる日まで

旅行代金が30万円以上 ………………5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満 …3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満 …2万円
旅行代金が10万円未満……旅行代金の20％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降〜21日目にあたる日まで 旅行代金の50％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目にあたる日以降〜4日目にあたる日まで 旅行代金の80％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
3日目にあたる日以降及び無連絡不参加の場合 旅行代金の100％

当パンフレット掲載のコースはチャーター便利用のため通常のコースと取消料基準が異なります。

旅のお問い合わせは、いつでも、どこからでも！

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

お近くの販売店で1 ご自身のパソコン・スマートフォンで2
２４時間いつでもご予約、空席照会ＯＫ！  
現地の最新情報もいっぱい！ ルックJTB
さらにwebご予約後、お近くの販売店で旅のご相談もできます。
お支払いは現金、旅行券、クレジットカードいずれも可能です。

ご旅行日程表をスマートフォンやタブレットにダウンロード！

アプリを使ってご自身の旅行日程表をスマートフォンやタブレットにダウンロード。
現地での予定も書き込めるので、とっても便利です。またアプリを使って�
「るるぶ」厳選の観る・食べる・遊ぶなどの現地情報や現地で利用可能なクー�
ポン、おすすめオプショナルツアーなども検索可能。

ルックJTBアプリ 追加代金不要

空港税等について
　　●旅行代金には、空港税等は含まれておりません。空港税等のうち、航空券
発券時に徴収することを義務付けられているもの、また、日本の各空港施設
使用料等については、旅行代金と併せて日本円で販売店へお支払いくださ
い（2019年10月1日現在の右記表参照）。　●各コースではおとなお１人
分をご案内しています。　●複数の国や都市を訪問する旅程では、航空機
便の経由する国や都市の巡り方によってその合計金額が異なることがある
ため、航空機便と経由地の確定により、徴収額が予約完了時の徴収額から
変更になる場合があります。　●国内線特別代金プランをご利用の場合、
日本国内での空港税等が異なる場合があります。　●空港税等の新設ま
たは税額が変更された場合、徴収額が変更になる場合があります。　〈販
売店にお支払いただく日本円換算額について〉●販売店にお支払いいただ
く日本円換算額は予約が完了した日に確定させていただきます。日本円換
算レートは、水〜土曜日に予約が完了した場合は直近の月曜日午前中の終
値、日〜火曜日に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の終値（い
ずれも三菱UFJ銀行売渡レート／月曜日が祝祭日にあたる場合は、前週金
曜日の午前中の終値）によります。それ以降の為替変動による追加徴収、返
金はいたしません。　●お申込み時に取消待ちとなった場合は、予約完了と
なった日の換算レートにて日本円換算額を確定します。

�■販売店にお支払いいただく空港税等一覧
（日本：おとな、（　）内こども、幼児不要　アメリカ：おとな・こども･幼児同額� （2019年10月1日現在）

国名 税の名称 対 象 税額／１回当たり 日本円目安額

日
本

仙台旅客サービス施設使用料 国際線出発 610（300）円 −
仙台旅客保安サービス料 国際線出発 110（110）円 −
国際観光旅客税 国際線出発 1,000（1,000）円 −

ア
メ
リ
カ（
ハ
ワ
イ
）

国際通行税（到着） 国際線到着 18.60USドル 2,030円
国際通行税（出発） 国際線出発 18.60USドル −
税関審査料 国際線到着 5.89USドル 650円
入国審査料 国際線到着 7.00USドル 770円

動植物検疫使用料 国際線到着 3.96USドル 440円
米国保安料 国際線および国内線搭乗 5.60USドル 620円

空港施設使用料※1 国際線および国内線出発�※2 4.50USドル 500円
 ●上記日本円換算目安額は2019年10月1日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによります（10円未満は切り上げ）。1USドル=約109円　
※1：座席を使用しない幼児は不要となります。　※2：ハワイ州内の国内線については必要ありません。

■募集型企画旅行契約�
この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川2-3-11�観光庁長官登録�旅行業第64号。以下「当社」
といいます。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下「旅行契約」といいます。）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面及び当社旅行業
約款募集型企画旅行契約の部によります。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます。）にて、必要事項をお申し出のうえ下記の申
込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。
申込金は、旅行代金お支払いの際差し引かせていただきます。電話、郵便、ファクシミリその他の通
信手段でお申し込みの場合、当社らが予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内にお申
し込み内容を確認のうえ、申込金の支払いをしていただきます。旅行契約は、当社らが契約の締結を
承諾し、申込金を受領したときに成立いたします。

■申込金

■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間
で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社らが指定する期日までに）お支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消
料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様からお
申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。

■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件�
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくして旅行
代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申し込みを受け
る場合があります。（受託旅行業者により当該取扱いができない場合があります。また取扱いできる
カードの種類も受託旅行業者により異なります。）
●契約成立は、当社らが電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電
子承諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会
員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。
●「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払い戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金
のカード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」としま
す。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社らは旅行代金か
ら取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日以内をカード利用日として払い戻
します。）

お申し込みの際には、旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容をご確認のうえ
お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。ルックJTBご旅行条件（要約）

■旅行条件・旅行代金の基準�
この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。又、この旅行代金は2019年10月1日現在の
有効なものとして公示されている運賃・規則、または、2019年10月1日現在認可申請中の航空運
賃・適用規則を基準として算出しています。

■取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下表の金額を取消料として申し受け
ます。（お1人様）

請求コード�：�8211302
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に
関する責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な
点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

■�海外危険情報について
渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合
があります。お申込の際に海外危険情報に関する書面をお渡しいたします。また、「外務省海外安全
ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/」でもご確認ください。なお、契約後ご出発まで
の間に、該当の国・地域に危険情報が出される場合がございます。極力お客さまにはその旨ご案内し
ますが、都合によりご案内できない場合に備えまして、ご出発に際し、お客さまご自身で海外安全
ホームページをご確認いただくようお勧めいたします。� �
また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時の連絡メール
等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/」への
ご登録をお勧めします。

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

旅行代金
（おひとり）

申込金（おひとり）
出発日の前日から起算して

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

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

10万円未満 旅行代金の20％以上旅行代金まで 旅行代金の２０％

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8602

こども代金・ノーベッドこども代金・幼児代金の適用範囲 左記マークの付いた
コースが対象です。

●「こども代金」　2歳以上12歳未満　旅行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、
航空座席、食事、ホテルのベッドなどをご利用になるお子様に適用されます。各コースのおとな旅行代
金から一律一定の代金を差し引きます。　●「ノーベッドこども代金」��2歳以上12歳未満/0歳以上2
歳未満（航空座席をご利用の場合）旅行出発日当日を基準として2歳以上12歳未満のお子様で、航空
座席をご利用になり、食事、ホテルのベッドなどを専用でご利用にならないお子様に適用されます。（宿

泊に限らず、当該宿泊施設による各種サービスの提供がないコースにおいては、宿泊機関に関する変
更による旅程保証制度の適用はありません。）　●「幼児代金」　0歳以上2歳未満　旅行出発日当日
を基準として0歳以上2歳未満のお子様は「幼児」となり、幼児代金が適用されます。幼児は航空座席、
食事、ホテルのベッドなどを専用ではご利用いただけません。但し、幼児が航空座席を専用で使用する
場合は「ノーベッドこども代金」が適用されます。

ノーベッド
こども
代 金
裏表紙


