
17：00～21：00：仙台　✈　・・・（日付変更線通過）・・・

05：30～13：00：ホノルル着 空港にて必要書類をお渡しします

スーツケースは空港でお預かりしホテルへお届けいたします

※チェックイン時間は15：00以降 朝 機 昼 Ｘ 夕 Ｘ

終日：自由行動

●発着地：仙台（国内線特別代金プランの設定はありません）

朝 Ｘ 昼 Ｘ 夕 Ｘ ●利用ホテル：アクア・アロハ・サーフ（Dグレード）、

シェラトン・プリンセス・カイウラニ（Bグレード）、シェラトン・ワイキキ・リゾート（Aグレード）、

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グレード）

●食事：朝0回/昼0回/夕0回（基本/M1共通）  

●最少催行人員： 1名　

●添乗員：【基本】同行しません

到着日は現地係員がご案内しますが、現地出発日のご案内はありません。

09：30～16：00：ホノルル　�　・・・（日付変更線通過）・・・ 【Ｍ１】同行しません　現地係員がご案内いたします

朝 Ｘ 昼 機 夕 Ｘ ●日本発着時利用航空会社：日本航空（JL）

※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。

●渡航手続き：裏面の【渡航手続きについて】にてご確認ください

■旅のアウトレット■旅のアウトレット■旅のアウトレット■旅のアウトレット

仙台発　日本航空チャーター直行便で行く！ホノルル6日間　旅行代金表　仙台発　日本航空チャーター直行便で行く！ホノルル6日間　旅行代金表　仙台発　日本航空チャーター直行便で行く！ホノルル6日間　旅行代金表　仙台発　日本航空チャーター直行便で行く！ホノルル6日間　旅行代金表　

（単位：円/2名1室利用の場合の1人あたり）相部屋不可　

【基本】お客様ご自身でご帰国便出発2時間30分前までに空港へ移動し、

航空会社へご自身でチェックインしていただきます（交通費はお客様負担）

【復路送迎付きプラン：M1】追加代金要（下記参照）

‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにて空港へ

機中

12：00～19：00：仙台着
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2222

～～～～

4444

5555

6666

着後、‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスにて空港から‘OLI‘OLIステーショ

ン・アラモアナ経由でワイキキへ

ホノルル

★OLI‘OLIフットワーク　ワイキキ周辺ルート（滞在中乗り放題のバス・トロ

リー）でショッピングや観光をお楽しみください

（停留所などの詳細は現地にてご確認ください）

ホノルル

仙台発仙台発仙台発仙台発
2019年7月30日発2019年7月30日発2019年7月30日発2019年7月30日発

日次日次日次日次 スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

5555月月月月15151515日（水）発売開始！日（水）発売開始！日（水）発売開始！日（水）発売開始！

空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空空港税等（国内空港施設使用料等、国際観光旅客税および海外空

港諸税）が必要となります。港諸税）が必要となります。港諸税）が必要となります。港諸税）が必要となります。

●仙台からホノルルへのチャーター便だからラクラク出発

快適ならくらくシート（下記参照）利用コースもご用意しまし

た！

●往路空港～ワイキキまでの片道送迎付き！

「復路送迎付きプラン」も追加代金でご用意しております

●‘ＯＬＩ‘ＯＬＩフットワーク ワイキキ周辺ルート （バス・トロリー）

～おすすめポイント～

旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています旅行代金には燃油サーチャージは含まれています

●‘OLI‘OLIエアポート・エクスプレスについて:一部のお客様は到着日は最寄りのホ

テルでの降車、帰国日は最寄りのホテルからの乗車となります。到着日はアラモアナセンター

経由となります。アラモアナセンターにて途中下車されたお客様は、アラモアナセンターからワ

イキキのホテルまで‘OLI‘OLIフットワーク ワイキキ周辺ルートをご利用ください。●ホテルで

のチェックイン、チェックアウト、現地空港でのチェックインはお客様ご自身で行っていただきま

す。

ご注意

旅のアウトレット 仙台発 日本航空チャーター便で行く！ホノルル6日間

アクア・アロハ・サーフ（部屋指定なし）

<基本(M0)/2名1室利用/おとな・こども同額/Ｙクラス席>

コースコースコースコースNo.No.No.No.、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください、旅行代金、出発日は下記の旅行代金表をご覧ください

＜チャーター便について＞＜チャーター便について＞＜チャーター便について＞＜チャーター便について＞●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。日程表のｽｹｼﾞｭｰﾙは2019年5月1日現在の情報の情報に基づいて作

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。詳細は最終旅行日程表にてご案内します。

＊ノーベッドこども代金の設定はありません（こども旅行代金と同額）。

※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、こども代金が適用となります。

（お1人様あたり） 3,000円

復路送迎付きプラン（M1）追加代金 （おとな・こども同額）

（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）（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）（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）（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）

エコノミークラス席 40,000円

らくらくシート 97,000円

幼児代金

＜らくらくシートについて＞＜らくらくシートについて＞＜らくらくシートについて＞＜らくらくシートについて＞

●座席は「ビジネスクラス」仕様となりますが、、手荷物許容量、食事を含むすべて

の機内サービス、各種機内サービスはエコノミークラスと同様です。また、ラウンジ、

優先搭乗、専用チェックインカウンターはございません。●窓側・通路側などのお席

のご希望はお受けできません。 ●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と同様になります。 ●サービス内容

が予告なく変更となる場合があります。 ●片道のみのご利用はお受けできません。

●座席数に限りがあるため、お早めのお申し込みをおすすめします。

アクア・アロハ・サーフアクア・アロハ・サーフアクア・アロハ・サーフアクア・アロハ・サーフ　　　　※※※※1111 DDDDグレードグレードグレードグレード

シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテルシェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル BBBBグレードグレードグレードグレード

シェラトン・ワイキキ・リゾートシェラトン・ワイキキ・リゾートシェラトン・ワイキキ・リゾートシェラトン・ワイキキ・リゾート AAAAグレードグレードグレードグレード

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート AAAAグレードグレードグレードグレード

利用利用利用利用ホテルホテルホテルホテル一覧一覧一覧一覧　　　　　　　　※※※※全全全全ホテルホテルホテルホテル部屋指定部屋指定部屋指定部屋指定なしなしなしなし

チェックイン：15：00/チェックアウト：11：00

広大な敷地の中にショップやレストランも揃った巨大リゾート　　(ご案内)ホテル施設内で一部修繕

工事を行っています

チェックイン：15：00/チェックアウト：11：00

アラワイ運河沿いに建ち、ショッピングや食事も徒歩圏内のホテル

（※1）シャワーのみのお部屋となります。お部屋によっては、バスタブ付のお部屋となる場合があ

ります。

チェックイン：15：00/チェックアウト：12：00

ワイキキビーチをはじめ、ホノルル動物園も徒歩圏内のホテル

チェックイン：15：00/チェックアウト：11：00

ワイキキビーチ中心の抜群の立地に建つホテル　（ご案内）客室の改装工事を行っています

旅行代金（基本【M0】/おとな・こども同額）

燃油サーチャージ(裏面参照）を含む

7月30日

トリプル

割引代金

お１人部屋

追加代金

（相部屋不可）

アクア・アロハ・

サーフ　ワイキキ

 (部屋指定なし)

6 7APB6-JLR-B8
158,800158,800158,800158,800 トリプル不可 48,00048,00048,00048,000

シェラトン・プリンセス・

カイウラニ・ホテル

 （部屋指定なし）

6 7APB6-JLR-V7
198,800198,800198,800198,800 トリプル不可 68,00068,00068,00068,000

ヒルトン・ハワイアン・

ビレッジ・ワイキキ・

ビーチ・リゾート

（部屋指定なし）

6 7APB6-JLR-QH
228,800228,800228,800228,800 -8,000-8,000-8,000-8,000 104,000104,000104,000104,000

シェラトン・ワイキキ・

リゾート

（部屋指定なし）

6 7APB6-JLR-XV
233,800233,800233,800233,800 -4,000-4,000-4,000-4,000 108,000108,000108,000108,000

134,000134,000134,000134,000

らくらくシート追加代金（右記参照）

（おとな・こども一律）コースNO./航空

（JLW）

ホテル

（部屋タイプ）

日

数

コースNo.

割引・追加代金



ご旅行条件（要約）

お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受けとりいただき、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。

「手荷物の運搬料金」についてお申し込み時にお渡しする「ご旅行条件書（全文）」の第8項

「旅行代金に含まれるもの」には「現地での手荷物運搬料金」が記載されていますが、当パ

ンフレットの商品には手荷物運搬料金は旅行代金に含まれません。

■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。

この旅行条件は、2019年5月7日を基準としています。又、この旅行代金は2019年5月7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5月7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。

請求コード：8409011

受託販売：受託販売：受託販売：受託販売：

＜＜＜＜‘‘‘‘OLIOLIOLIOLI‘‘‘‘OLIOLIOLIOLIフットワークフットワークフットワークフットワーク ワイキキ周辺ルートワイキキ周辺ルートワイキキ周辺ルートワイキキ周辺ルート＞＞＞＞

★滞在中の移動はおまかせ！追加代金なしで乗り放題！★★滞在中の移動はおまかせ！追加代金なしで乗り放題！★★滞在中の移動はおまかせ！追加代金なしで乗り放題！★★滞在中の移動はおまかせ！追加代金なしで乗り放題！★

①アラモアナルートアラモアナルートアラモアナルートアラモアナルート ■毎日7：00～21：56の間に運行

②ダイヤモンドヘッドルートダイヤモンドヘッドルートダイヤモンドヘッドルートダイヤモンドヘッドルート ■毎日 6：40～16：30の間に運行

③カハラルートカハラルートカハラルートカハラルート ■毎日 8：30～15：30の間に運行

④ダウンタウンルートダウンタウンルートダウンタウンルートダウンタウンルート ■毎日 9：45～16：45の間に運行

⑤カカアコカカアコカカアコカカアコ イブニングルートイブニングルートイブニングルートイブニングルート ■毎日17：30～21：00の間に運行

※詳しくは現地にてご確認ください

【ご注意】【ご注意】【ご注意】【ご注意】●旅行代金は、特に記載のない限りエコノミークラス席（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。●減延泊、利用便や利用ホテル、お部屋の指定や希望、オプショナルツ

アーの日本申し込み、別手配はお受けできません。●●●●復路の送迎は含まれていません。●【復路送迎付プラ

ン：M1】は申込単位ごとに同一の送迎条件でご予約ください。●空港～ホテル間の送迎はJTB以外のお客様と

ご一緒になる場合があります。●20歳未満の方がご参加いただく場合は親権者の同意書が必要です。●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

客様ご自身でご判断ください。●15歳未満の方がご参加いただく場合は、保護者の同行を条件とさせて頂きま

す。●航空機などのスケジュールは2019年5月7日現在の情報です。予告なく変更となる場合があります。最終

旅行日程表にてご確認ください。●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。【【【【お部屋についてお部屋についてお部屋についてお部屋について】】】】●ご利用いた

だくお部屋はコネクティングルームの中扉に鍵をかけ、通常のお部屋としてご利用いただく場合があります。●

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。●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

チェックインの際、国際クレジットカード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。 【【【【お申し込みお申し込みお申し込みお申し込み

に際してに際してに際してに際して】】】】●お部屋の眺望、ベッドタイプ（ツイン、ダブルベッド等）、コネクティングルームの指定、喫煙、 禁煙

のリクエストはお受けできません。●便指定コース以外の航空会社名、便名のリクエストはお受けできません。

●航空座席の指定、リクエストはお受けできません。【【【【手荷物について手荷物について手荷物について手荷物について】】】】●大型手荷物持込について：サーフ

ボード、ゴルフバッグ、ダイビング器材、自転車等の大型手荷物をお持ちになる際は、航空会社により超過手荷

物料金が必要となる場合やお預かりできない場合があります。また、現地では空港～ホテル間に別途運搬料

が必要な場合があります。大型手荷物をお持ちになる場合は、必ずご出発の2週間前までに販売店へお申し出

下さい。【【【【ホテルグレードについてホテルグレードについてホテルグレードについてホテルグレードについて】●JTBでは各種資料や現地支店からの情報、長年の経験を通じて、ご参加

いただいた数多くのお客様の評価と添乗員のレポートなどを参考にグレード区分を行い表示しております。また

年に一度の割合でグレードの見直しを行っております。●グレードの分類は、グレードが高い順にA→B→C→D

となります。なお、A～Dのホテルグレードは該当都市（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、ほかの都市（地域）と設備・サービスが必ずしも同等ではありません。

■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

などについては、お申し込みの販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。

（2019年5月7日現在の下記参照）●各コースでは、おとなお１人様分をご案内しています。

●複数の国や都市を訪問する旅程では、空港税等はその都度必要となります。また同じ

旅程であっても使用する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が異な

ることがあります。●販売店にお支払いいただく日本円換算額は予約が完了した日に確

定させていただきます。日本円換算レートは、水～土曜日に予約が完了した場合は直近

の月曜日午前中の終値、日～火曜に予約が完了した場合は１週間前の月曜午前中の終

値（いずれも三菱UFJ銀行売渡レート）によります。それ以降の為替変動による追加徴収・

返金はいたしません。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。●お申し込み時に取り消し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。

■販売店でお支払いいただく空港税等一覧

（日本：おとな、（）内はこども、幼児不要、アメリカ：おとな・こども・幼児同額）

（2019年5月7日現在）

●上記日本円換算目安は2019年5月7日現在、三菱UFJ銀行売渡レートによりま

す。(10円未満切上) 1USドル＝約113円

（※）座席を使用しない幼児は不要となります

渡航手続きについて（日本国籍の場合）渡航手続きについて（日本国籍の場合）渡航手続きについて（日本国籍の場合）渡航手続きについて（日本国籍の場合） ：：：：

ハワイへの入国には日本帰着日まで（入国時90日以上が望ましい）有効なIC旅券または機械読取式旅券要。

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、

以下「ＥＳＴＡ」）での申請要（申請時14米ドル別途要）。認証が拒否された場合は査証の取得をしない限り航空

機への搭乗や入国は不可。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、所定の取消し料が必要

となります。ＥＳＴＡでの認証は米国入国承認ではない為、入国時の入国審査は従来どおり行われます。（2019

年5月7日現在）出発前にお客様ご自身で最新情報をご確認ください。

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契

約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお訊ねください。

旅行代金が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

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。

契約解除の日 全出発日

旅行代金の50％

旅行代金の80％

旅行代金の100％

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および無連絡不参加の場合

国名 税の名称 対象 税額/1回あたり 日本円目安額

日本 国際観光旅客税 国際線出発 1,000（1,000）円 -

国際通行税（到着） 国際線到着 18.60USドル 2,110円

国際通行税（出発） 国際線出発 18.60USドル 2,110円

税関審査料 国際線到着 5.77USドル 660円

入国審査料 国際線到着 7.00USドル 800円

動植物検疫使用料 国際線到着 3.96USドル 450円

米国保安料 国際線および国内線搭乗 5.60USドル 640円

空港施設使用料（※） 国際線および国内線搭乗 4.50USドル 510円

（
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イ

）
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リ

カ


