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2016年 10月 1日～2017年 3月 31日

成田・羽田・関空・名古屋発
北海道。東北。中四国。九州など

で各地からご参加いただけます

(一音呂除く)(>P.6)

⑫  二習x

リ ノヽ

追加代金なし
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●全ヨースおとなり。お近くシートご用意 >D
01日 1台限定 IJALパックレインボートロリー

チャーター無料 >ロ
●JALビジネスクラス・JALプレミアムエコノミ
ークラス利用プランもございます >ロ

お
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参

特 別な日の想 い出にワイキキエリアの美 しい

夕景をバックに記念写真にぴったりのスポットを
めぐるレインボートロリー貸切ルートをご用意 ||

醐 翻 日本申込

日本 i士;ガイドが同乗 !

撮影のお手伝いをします
のでお声がけくださいけ
※お客さまのカメラでの撮影となります。

>

SKY SUITE E ttrttγ少

対象:愛 しのハコイにでご参加のお審さま
※」ALパ ック商品にてご参加の同行の方もご利用いただけます。※愛 しのハワイにてご参加の方が当プランに参加 されることが条件です。同行の方の

みではご利用いただけません。※ご予約後、愛 しのハワイでご参加の方全員がキャンセルとなった場合は当プランもキヤンセルさせていただきます。

■2016年 10月 3日 ～2017年 4月 4日 の月～金曜日催行 (10/31、 11/1Ⅲ 24、 12/26、 1/16、 2/20お よび

土。日曜日を除く)■出発時間¬6:30～ 18:OO頃 (季節により異な
',ま

す。現地にてご確認ください。)■所要約

1時 間半 ■日本語ガイドがご案内します。■最少催行¬台につき大人2名様より *1台 に20名様まで(大人,こ ど

も・幼児含め)ご乗車いただけます。 ■事前予約コード:SF3999

出発
)レーート

カピオラニ公園DFS

ワイキキの象微カラカウア通りをお客さまだけの専用
トロリーでたりぬける格別な体験J

包まれるようなやすらぎの時間を。
さらなる快適性を求め、独自に開発された

「JAL SKY SUITEフ 67」 専用ンート。

今までにない自由な居住性が、

上質なくつろぎを生み出します。

対象路線 成田チホノルル線

(」AL786便 /JAL785便/JAL784便/JAL783便 )

■座席配列:1‐ 2‐ 1 ■ベッド幅 (最大):約 52cm

■ベッド長 (最大):約200cm

■個人モニダーサイズ:154イ ンチ

JAと SHEととFLAT SEAT
シェルデザインが作り出す
プライベート空間。
寝返りがうてるほどのゆとりのスペースで

心地よい眠りを提供します。

対象路線

成田)ホノルル線(」AL782便/JAL781便 )

羽田■ホノルル線(」AL080便 /JAL089便 )

関空■ホノルル線(」AL792便 /JAL791便 )

名古屋)ホノルル線(」AL794便 /JAL7931更 )

〔旅行会社の皆さまへ】
」ALビジネスクラスはフライト予約および座席指定が必要です

JAと SKY SHELL SEAT
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マジックアイランド
ウエディングフォHこも人気

ワイキキビーチと比べて人が少なく、波
も穏やかで静かに過ごせると人気の
ビーチ。

ダイヤモンドヘッドが近く綺麗

ハワイで最も古く晟も大きな公園。ダイヤ
モンドヘッドをすぐ近くから眺められ、山
肌もくっきり見ることができます。

および12/31～ 1

カイマナビーチ
サンセットの名所

タロがキレイに見られるビ
夕暮れのビーチで写真撮影やロマンチックなひと時をお過ごしください。

し込みください。*到着日、

*)

>

ります
】SFコ

デ 田 団 甲 エコノミークラスにプラスした
特別なサービス

お

0ご不U用 いただける区 P口弓は上記掲載対象路線の往復にな

ります。0当プランの予約完了と同時にオリジナルの座席
がキャンセ,レされます。そのため、手配完了後に」ALプレ
ミアムエコノミークラスの

'ォ

キャンセルさイlる場合でも、

予約状況によリオリジナルの座席が再予約できず、JALプ
レミアムエコノミークラスご利用追加プランのままど出発
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カ 月前以降の回答となる場合があります。●JAL
プレミアムエコノミーをフラスをお申し込みの際1よ 、P5「お
となり,お近くシート」対象外となります。

120日煎,または60日煎隊での予約完了でデヨイ 、ア、クをイデットゃりずヽ
iヽ舜・ :さなどを|デン・:ごンを、:

【対象期間】2016年 10月 1日～2017年 3月 31日 出発 【早決特典のご注意 】*ご出発の120日前または60日前時点で、コースで使用する航空座席・ホテ,レの手配を完了してしヽる

ことが適用の条件となります。キ指定期日を切つてからのコース・出発日 イt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夕|と なります.*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。120日 前と60日 前の早決特典は併用できません。キルームクレジットの使い方は下記をご覧ください。(旅行会社の皆さまへ〕お申し込みは不要です。

ブ1- ム ケ とィエデヽット(こ
'つ (すご 提供ホテル内レストランやショップでのお買い物など、規定金額までご利用になれるシステムです。

*提供ホテル滞在中のみご利用いただけます。キホテルす旨定の施設以外ではご利用いただけません。ホテルによつて異なりますので、:学しくは現地にてご確認ください。キご利用E寺 に「お

部屋付けJに してサインをするだけでOKです。*ご利用金額が規定金額を超えた場合のみ差額をチェックアウト時にお支払いください。キご利用にならなかつた場合やご利用金額が規定

金額に満たない場合でも、返金はできません。キ特典内容および利用可能施設などは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。

シ ュ●デトン 粛くラ・ ル ラギ リ
｀
デ ートヴ7‐

―ドに:■ ,(ヽ て
｀

ご宿泊ホテルに限らず、ワイキキのシェラトンホテルズ※内でご利用いただける「ICカード」です。

*オアフ島の各シェラトン ホテルズに滞在中のみご利用いただけます。*利用可能施設でのお支払い時にリゾートカードをご提示くださしヽ。ご利用金自頁が規定金額を超

えた場合のみ差額を直接各店舗にお支払しヽください。*ホテル内レストラン、ス′ヾなどでご利用しヽただけます。ルームサービス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。*利用可能施設は現地にてど樅認ください。*特典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。

※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、マイラ三・ロイヤル・タワー、ロイヤル ハワイアン、シエラトン プリンセス・カイウラニ

シェルデザインがつくりだす包み込まれるようなプライベート空間で

思しヽのままに自由なB寺間を。

|ど鶏詈義窒評夢争ラFノ
ミークラス徊本申込/日本支:ム) メニァィ。

対象路線

羽田■ホノルル線(」AL080便 /JAL0891更 )(予約コード:SF3852)

■追加代金(お一人様往復/大人・こども。キッズ同額):50,000円

■」ALプレミアムエコノミー
`ア

ラス利用幼児代金(お一人様往復):34,800円
*JALプレミアムエコノミークラス利用幼児代金は旅行代金です(追力]代金ではありません)。

〔旅行会社の皆さまへ】SFコ ードは出発日・参加人数にてご予約ください。 企画・実施:ジヤル′ヾック

■IJALビジネスクラス/■lJALプレミアムエコノミークラスご利用のお客さまへのサービス

ご出発までのひとときを空港ラウンジlサクララウンジ」でおくつろぎください。
*混雑状況によりご利用いただけない場合があります。*」ALプレミアムエコノミークラスご利用の場合は、国際線出発空港ラウンジのみのご利用となります。

*ご帰国時には海外空港のラウンジをご利用になれます。*詳しくは」ALホームページをご確認ください。

lJALビジネスクラスはご予約嘲こ事 前 座 席指 定 サービスを寄 」用になれます。甥 雑状測こより、事前座席与霊 ができない場合があります。

I優先手 荷 物 受 け取 りで至情 空港でいち早く手荷物が受け取れます。

I専用チェックインカウンターでスムーズにチェックインができます。

0コースのど予約時にお申し込みください。●当該座席ご利用区間は原則として、日本発着の」AL国 際線区間のみと 座席が変更となる場合もあります。●日本出発日の25日 前以降にご予約内容を変更される場合は、変更に伴う諸費用

なり、その他区間はエコノミークラスとなります。●ご利用便および現地でのサービス内容 (バス、ホテルなど)は エコ がかかります。言羊しくは当社旅行条件書第24頂にてご確認くださしヽ。また、予約状況により変更をお受けできない場

ノミークラスご利用のお客さまと同一となります。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 合があります。●」ALビジネスクラス・JALプ レミアムエコノミークラスがお取りできないことを理由にコース本体をお

したもので、「予約・発券・払い戻し」に対し普通運賃とは異なり制約があります。航空会社が独自に行う当該クラスの 取り消しした場合、お申し出の時期によつてはコース本体の取消料の対象となります。●手配完了後に、航空座席グラ

お客さま向け付帯サービス (含 キヤンペーン)も 、通常規定とは異なり、適用とならなしヽ場合があります。●窓側/通路 スの変更をご希望される場合にも予約状況によつては変更をお受けできず、当初の手配済みクラスにてご出発いただ

側などのご希望は、予約時に承りますが、ご希望に添えない場合もあります。また座席確保後も機材変更などによりお く場合があります。

■対象路線は2016年 2月現在のものです。変更となる場合もあります。

■躇線・機種によリシートが異なります。また、運航される機材や塵席仕様・食事内容。各種サービスは予告なく変更となる場合もございます。記載内容は2016年 2月 現在のものです。

■上記サービスは、路線・機種により異なります。詳しくは日本航空または旅行会社にお問い合わせください。

JAL′ 〔ック

ガ

Л弊【詳細はP,5をご覧ください。

0モアナ サーフライダー …

0シェラトン。ワイキキ………

0マイラニ。ロイヤル・タワー

0ロイヤ)レハワイアン・……

0ハレグラニ・………………

0ワイキキ ノギーrフ ホテル …………

●ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ……

●ハイアットリージェンシー…………

0シェラトン・プリンセス・カイウラニ

0メ ンヾフィッ
`7・

ビーチ・ホテル・………

P.23～26
P,2フ～30
P.31・ 32
P,33・ 34
P.35・ 36

,P.フ～ 12

P.13～ 18

P.19～ 22
P.19～ 22
P.23～ 26
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JALならではのワンランク上の空の旅

追加代金なし
プライベートチャーター

記念 Hは

ペシャルな時間を・

コ ー

JALビジネスクラスヘの変更追加代金表>P,38 区間マイルのフ0%積算

*マイル積算率は2016年 2月現在のものです。JALビジネスクラス

ヘ ノトボシションは、完全 フルフラントを採用

イ更希Uな専用 J又 静内

4F91者に詞節できる読苦灯

JALビジネスグラス機内食   山田チカラ監修の

BEDDヱ新親珊ジ∋
ハワイ線限定メニュー
(*羽田■ホノルル線は除く。)

一ロ

イ 〕el腎覇風遜
＼

ヽ

機
和食

1田 |

番

区間マイルの50%積算

*マイル積算率は2016年 2月 現在の
ものです。JALプレミアムエコノミークラス 羽田便限定

:■めのお中し込みで

お得に楽しむ

JAとプレミアムエコノミ…クラス
ビ利用追コ錮プランのご注意

席が離ればなれにな
心配がありません。

JALビジネスクラス/JALプレミアムエコノミークラス共通のご注意 お申し込み前に、必ずお読みください。

お申し込み前に必ず『旅の情報とご注意 (裏表紙)」 をお読みくださしヽ。
JAL′ 〔ック

※表紙左上写真、Pl右下写真 :写真提供/ハワイ州観光局
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皿 ベスト・オブ。オアフ

初めてのハワイ旅行におサすめ。

必見の観光ポイントを押さえた定警ルート。

●10/1～ 3/31の毎日催行 (12/11を 除く)巖 出発時刻:945

●所要約3時間30分 ●送迎車:デラックスバス(トイレ付き)

●ドライバーガイドがど案内します。
●事前予約コード:SF3283

Xオアフ島到着日は参加不可。※帰国日は参加可 (羽 田発のみ)。 *ハナウ
マ湾展望台は毎週火曜日は終日閉鎖のため、停車いたしません(曜日は変更

になる場合があt,ま すので現地にてど確認ください)。 *イ オラニ宮殿への入

場はいたしません。■10月 は車いすご利用のお客さまもご参加いただけます。

11/1以 降の車いすでの参加は現地事情により同伴者の介助があっても観

光できない場所 (モアナルア ガーデン)があt'ます。

帯
il:こ :liliili〔

と
'

霧 ノ…スショア&ハレイワ

美しい差ユ然とのどかな回―カルライフ。
ひと味違うAフイを体感。
②10/1～ 31の毎週月・水・全曜、
11/1～ 3/31の 毎週月・火・水 。金曜催行

0出発時刻 :9:15⇔所要約 6H寺 間

●送迎車 :デラックスバス (トイレ付き)

●ドライバーガイドがど案内します。

※オアフ島至1着 日 帰国日は参カロ不可。キシニイブアイス、ガーリックシュリン

ブなどの飲食物やお土産物の料金は含まれません。*ドール プランテーショ

ンでの迷路の入場料やバイナップル エクスプレスは各自でお支払いくださ

い (E「 iloy!ド
~ルコースのみ参加可能 )。 ■車いすでの参加は現地事情によ

り、同伴者の介助があっても観光できない箇所 (ハ レイワビーチ)があ
''ま

す。

のんびりと パイナップル・
ソフトクリームが

大人気。

閉館後のビン日ツプ博物館 (ハ ワイアンホール)を貸し切り!

ハワイの歴史や自然を学んだ後、
ハワイの星空観測とプラネタリウムを観賞する

」AL′ ッゞてフのオリジナル 'ツアーです。

●10/1～10/31の毎過月。木。日曜催行
◇出発時刻¬7:45 Φ所要約3時間
●料金20ドル(大 人。こども・キッズ同額)、 幼児無料
◇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)

等ドライバーガイドがご案内します。

筆事前予約コード:SV3080

米オアフ島至1着 日は参加可能 (至1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。
*ズ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。 *1ド ルー 122円 (2016
年 2月 現在 )

■草いすでの参加は現地事情により、

同伴者の介助があっても観光できない箇

所 (望違鏡での星空観測)があ
'サ

ます。

卵
HOI【ULEA

爾 カイルアダウン散策

お洒落な店が集まるオアフ島東部の

騒l― カルタrジ ンをたつぷり楽しむ。

馨10/1～ 31の毎週月・火・木。金曜、
11/1～ 3/31の 毎週月。木・金曜催行111/24を 除く)

●出発時亥l:8J5鶴所要約5H寺間
9送迎車:デラックスバス(トイレ付き)

фドライパーガイドがご案内します。幹事前予約コード:SF3031

※オアフ島至1着日 り昂国日は参加不可。*カイルアタウンでの自由散策中にかかる

欲食やお土産物などの料金は含まれません。*カイルアタウンから片道およそ徒歩

25分でカイルアビーチヘ行くことができます。当ツアー参加時に地図をお渡ししま

す。*パレードなどの交通規制を伴う行事が開催される日には、催行中止となる場合

があt,ま す。催行中止になった場合、翌催行日に参加希望の場合ても、予約状況

によりお席を確保できる3よ限りません。■車いすでの参加はおすすめできません。

n召μ

*メザインは変更になる場合があります。
モアナルア ガーァン

※入場料 3ドル (13
歳以上/お一人様あ

たり)も含まれます。

クアロ

L

ι々建雲総爆督とは

シークレット・アイランドツア… 勒 璽蛯堀駐評
~ジアム& 塾轟轟トツ罵桁沼垢究だ准至軍短電1

雪9繁Ⅷ 自慢のお肉!(皇皇旦

=)

」Aと パッ

`7な

らタンタラスの丘のさらにと、
トップ・ォブ・ダンダラスヘ!!最高の場所で最高の
時間のサンセットと夜景をご覧いただけます。
与 10/1～10/31の毎 週 火・ 水 。金 。日曜催 行

善 出発 時 刻 ¬ 6:30～18:00頃 鬱所 要 約 2時 間

尋送迎車 Vヾン 尋 料金20ドル(六人。こども・キッズ同額 )、 幼児無料

金 ドライバーガイドがど案内します。● 事前予約コード:SV3077

米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

など小型の草種を使用します。キ風が強く、寒い場合があ
',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|,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

地にて再度ご確認ください。
*1ドル=122円 (2016
年2月 現在)■草いすど

利用のお客さまはご参加い
ただけません。

日陰やベンチがたくさんあるので安心です。

●10/1～ 10/31の毎週火。木・上。日曜催行
●出発時刻:9:450所 要約5時間 ●ランチ付き

●料金30ドル (大 人。こども・キッズ同額)、 幼児無料
●送迎車: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iSV3068

*オアフ島到着日 帰国日ほ参加不可.

Ⅲlドル=122円 (2016年 2月現在)

■車いすど利用のお客さまはど参加いただけません。

※プレミアムルートの2016年 11月以降の内容・料金・予約受付開始は2016年フ月中旬以降となります。詳しくは2016年 7月 中旬以降下記Webサイトにてご確認ください。

い申し込み・ご予約につい司※篇子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日前仕鉢韮罪月♀完ま▼畿甚程輩態融,g陪矩鱒まじ。硼 軍ピ盈錠(蒼搭菩拳ξ総 ゝ日の事前予約は受け付けておりません。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は

ますので日本での事前予約をおすすめします。

【参由Ⅱ日について】蒸オアフ島到着日 り昂国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lIBを ご確認ください。※ォアフ島内での移動日はご参加しヽただけません。

踏銃乳芹醇於兄)澪選慾僧審!写晃稔尼羅程雛離 んf椴講ど耕幹認累監綿離魂定ヒ*筋ま1孝絡 呈冨実怖揺島曇奄篭t}レ聖謂 !さ

れない始のキムしl尿

螂 露ぢ雲薯。胡慨鱈覇銀請折鼎蒸Z巻蓋騨5ワσ患塞望と蔑目錦留と辞集龍罪坐羅雙▼甲鋪藉罷誂鵠駆繁字≧謬%【轟碑む濯¥雪紺毀雷日
こより襲とな

※写真はすべてに です

JAL′ 1'ノク
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ください

ビティをいずれか
選んでお楽し9,

くださしW

著翻旧にてお選σ

お一人様20ドルお人様20日レ

ェヨサ(ップユ

零狩媛鎌諸

10月運行限定
追加料金でさらに

JALパックオリジナル観光 5昂

とつても便利な
ウォーキングマップ付き

ご希望の方には有名な
ガーリックシュリンプワゴン
「ジョブヾンニJ近くヘバスにて
そのままお連イlします。

ホクレア観光 検Webサ イトでも情報公開中
お申し込み前に必ず「旅の情報とぜ注意 (裏表紙)」 をお読みください。

機

ジャルパ ック

「レインボートロリー」車種の一例レインボ―スカイ&レインボートロリー

ハワイの人気アーティスト
ヘザーブラウンさんが

Discover ALOHAを テーマに
デザイン1

w― .heatherbrownart.com

JALノ ッヾクカードは
全コースに付しヽています。 |

陛
l iI:  |  .

「‐言'一‐ ・
「 ‐■

ＲＯＳＳ繊
一

マ

孫
ヽ

レ

朔赤キ

Tぐ TT↑ ↑
ラフイ運河 秀 秀

Ⅲ (

遥卵羊ホェテ

餘 センター

トロ
0ハーワイ・

コンベンション
?

務
ャ

ヮ蟷ダと
斎

キ

アラモアナ
ビーテパーク

T

マジックアイランド

〔レインボートロリー/レインボースカイ共通のご案内。ご注意】

*お座席は自出席となります。*事前予約はお受けしておりません。先着順の乗車定員制となります。満席の場合はご乗車いただけません。キレインボートロリーでは、日本語による観光ガイドはありません。レインボースカ

イでは、日本語を話すスタッフが同乗しております。また、お子さまは保護者と同伴の場合に限り、2階席にご乗車いただけます。*お子さまは指定さオRた お席に保護者の方とお座りください。*草 内での飲食はご遠慮ください。

*お荷物の最大サイズは60cm× 45cmX30cmと させていただきます。安全上の理由により、ドライバーの判断で荷物の持ち込みまたは乗草をお断りする場合があります。キほかのお客さまとご相席になる場合があります。

*基本旅行代金に含まれます。ご利用にならない場合でも払い戻しはありません。■バスのデザイン・仕様・ルート・運行時間・所要時間・停留所は現地交通事情などにより予告なく変更となる場合がありますので、必ず最寄

留 留協嵩商鼠留T乃糸
=識

」
くよ星奢淀壱夢隠難蕗黎 符灘撃曇銘象_スのあるトロリが目子されています。乗草ご希望の場合は、事翻刊胤PAKア Wラウン功こて、乗車希亡望時

亥」をお矢lらせのうえ、ご確認ください。レインボースカイ:車 いすでのご参方□は2台まで乗草可能ですが、1階席となります。

言己重tの内容は2016年 2月 現在のものです。予告なく変更となる場合がございます。

トップ′ヽス
乗け降け
自由:

追力8代金
なして

全ルート

乗り放題 !

蕃多≧il韓で 事コ琴 グ ラ ダ i嵩 韓 蝦 棄

`:気になるお店をチェッ

`フ

したり、 日本の家族ヘ

メールを送つたり!思い立ったときに使えるの
で、とっても便利です。
※状況により、接続できない場合があります。

使えます!

JAL′くツク

レインボートロリーF挙 †]はWebでチエック!

アラモアナ地区～ワイキキ地区の移動が便利!

9:00～21:48約8～9分間隔で運行 !

*12/7～ 10のみ、アラモアナセンターとワイキキ地区の間に「ハワイ・

コンベンシヨン・センター」に停車します。中12/11(日 )Iよ ホノルルマラ
ツンの影響により運行できない時間帯が発生する場合がありますの
で、現地にてど確認ください。

ショッピングなら!

アラモアナルート

ダイヤモンドヘツドまで行けるルート。
途中、動物園や水族館にも停車します。

ダイヤモンドヘッド
ルートの早朝便に
乗つて、ハワイの朝
を満喫しようI

早朝便

「モーニングト回リー」

人気の観光スポットヘ!

ダイヤモンドヘッドルート

マ ー

マ

アラモアナ,レート

ダイヤモンドヘッドルート

モーニングト回リー

カハラ・
モール

ツモヤ

―フライダー
モ

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

定番観光やビンテージショップでの
ショッピング、ギャラリー見学を満喫!

・  本

ダウンタウンルート

朝はアロハな朝食を!昼はゆつたリショッピング、夜tよ ロコも足しげく通う名店でディナー!

話題のカイムキ。エリアと人気のカハラ。モールをカプヾ―したオリジナルルート!

篭.1壁♂|三ギ韓粋瞬

‐
＼

4

T =

カイムキリジ ラヽルート

大人気の「KCCファーマー井マーケット」
へ好評運行中I
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鰯
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こ1と が」ALパ ックの モ アナ サ ー フライダ ニ

。「ザ。ビーチ・バー」にてカクテルドリンク1杯プレゼント
(滞在中1回 /お一人様につき)

※現 I也 でクーポンをお渡しします。お夕子きな日にご利用ください。

・JALパック専用チェックインデスク(1lЮ O～ ほ 00開設)で日本

語対応のスムーズなチェックインを。
。長距離電話 (国際電話を含む)1日当たり60分まで無料。
。滞在中の駐車場無料 (セ ,レフパーキング/1部屋につき1台 )。

Xシェラトンプリンセス カイウラニの馬主車場となります。

チrックイン「モアナ・ラニ・スパ」の施設を滞在中1回

ど畷需罪話註番け黛七畷ゝヅ笙套影:貢η」クゼ_ションルーム、
ジャルパック専用スペース)

ハネムーナー特典 c貝本申込) 騒
①マイタイ・ミックスプレゼント!出まWИ

ハネムーナーの方に、ご自身でカクテルが作れる
「マイタイ・ミックスJをプレゼント。

(1セ ット/1部屋につき)

②ホテル特製フォトフレームを蟻磁鬱
プレゼントI        ! い・

おふたりの写真を添えたホテル特製
フォトフレームをプレゼント(1セット/
1部屋につき)

*現地でお渡しいたします。

B日日

ガイドブッタや雑誌などをご用意していま
す。ラウンジ内でご自由にご覧くださしヽ。

か―
田

重員竜磯鸞Ⅲ■il'■■1'=!● :― :

埠 露 す・ i二
・ ♂

熙
一
評
肝

3

1.ハワイの風を感じるさわやかな朝食 !毎朝食付きコースは

朝食をルームサービスに変えて楽しむことも。

2.こだゎりのお音悟屋で過ごす憧れのモアナステイ。

3.ビーチフロントのホテルラウンジで上質な時間を。

′

|― ‐  |―
―
|: |「 ii i 

―
|

カラカウア大通りに面した便利な場所に位
置する」Aと PAKア ロハラウンジ。お気軽に
お立ち寄りしヽただけます。

(場所〉モアナサーフライダー1'皆

〈営業]寺間)8:00‐ -4フ :00

|*時間によリス
`7ッ

フが不在になる場合があります。

F*予告なく変更となる場合があります。

ガン■と
'狩

κ 鬱

ホ
テ
ル
特
典

警

Or
と

旦,

I豊

ゾぞ肇肇誓―'。霧おん遥ll鈴篇馨「要と―読9夕渉プ鬱渉移ンプ』稚ご季軽層髯ぬえ輝懃ま黄

〔対象コース】当パンフレットウB載の
モアナ サーフライダー/シェラトン・プ1,ンセス・

カイウラニ宿泊の全コース

※10:80～ 17:00は シェラトン・プリンセス・カイウラニ
ヨースの方はご4噂 用いただけません。

くサービス内容〉
●06:00～ 20:00
お飲み物のサービス
(アルコールは17,00～ 20:00の みとなりますつ

●06:00～ 10:00

石革静れ宅乗,F辛好身後認 鰐斬剛寄二_ビヵ
010:00～ 17:00
スナックのサービス
*10,00～ 17,00はホテルスタッフは不在となりま坑

017:00～20:00
ビール、ワイ弘 おつまみなどのサービス(*21

。日本語新聞 (休 ‖Hを除く)0日 本語雑誌
OWi Fiサービス

*16歳未満の方はど利用いただけません。また、18歳未満の方は18歳以上の同性の大人の

同伴が必要となります。*施設ご利用の爆1よ水着をご持参ください。ネ混雑時にはど利用いた

だけない場合があります。詳しくは現地にてご確認ください。

露督晋蟹憩哲詩し込》が必要です。こ希 望の粥 さまはご陽 の20日 前仕 日胡 日お

b符碧f健:ま縛 lξ娑二9うサせ完手識 さ旧〕こて奇詢ぐとさい
'

|・【軽車月食はレストランでの朝食とは異なります。キ軽朝食億帰国便によってご利用いただけない場合がありますが、その際の払い戻しはありません。キご利用にはルームキーが必要となります。*シェラトン プリンセス功イウラ
■ 二ご宿泊の方はビーチ・クラブ ラウンジ受付スタッフにお声がけくださし、(*1)22:00ま でご利用いただけますが、2000以 隆サービスの提供はありません。(*2)一 部のアルコールは有料となります。*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。

*言己載のホテル情報および「ホテル特典」よ2016年 2月 現在のものです

ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

JAL′ {ック JAL′《ック

7 8

即

掛

ジャルパック専用スペース
ス′ヽ内にジャルパックのお客さまだけがご利用いただけるスペース(男女共

有)を新設します!カップリレのお客さまの待ち合わせなどに大変厨 u

▼ ■

~＼
テ

アロハライプラリー!

検 索JALパ ッ
`7 

旅サイト面田嗜寝零子露舗引
お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意 (裏表紙)」 をお読みくださしヽ。

半写真はすべて Pメーザです
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タワーウイング
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〉P6 ♭P38 ♭P6 >P37 >P7

お 部 屋 一 覧

お部屋タイプ

お部屋の

広さ
最少

催行人員

チエツク
イン
時間

ウォンュ

)・ P38

下言B脈行 1モ霊は燃酒サーチヤージを言み泰す。レ裏豪ヤd

鬱ダイヤモンドヘツド

与

I口

`フ

ワーウイング/9階以上ダイヤモンドヘッド・スイート96号室

日タワーウイング/20階指定ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー
~タワーウイング/8階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント90/92/94号 室

> 〉P8

遷ヨ7三鸞 !曽
以上

口拿Z芸争ま聖贅9階
指定

13:ラ醜 ン
※国 :*大人。こども代金でご参力lの方2名様以上のグループでお申し込みください。■お部屋のベッドは、全室キングサイズベッドが1台です。*シ ャワーのみのお部屋となります

O

○

○モアナサーフライダー

□ タワーウイング/9階以上

ダイヤモンドヘッド・スイート96号室

靱
タワーウイングで最も海に近く、各フロアーに1部屋しかない

「96シリーズ」と呼ばれるスイートルーム。広々としたバル

コニーから、水平線とダイヤモンドヘッドを独り占めするような

圧倒的な眺望をお楽しみください。
※浴室はシャワーのみのお部屋です。

蜘

海に近い90号室/92号室/94号室からは、ハワイアンブルーの

海と雄大なダイヤモンドヘッドの景色が広がります。

牽馨;:!|

(お部屋の眺望について)0オ ーシヤンフロンド海辺に位置し、正面に海をDとめることができるお部屋。

●オーシャンビユー :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るお部屋。

ホテルの立地条件やご利用 l曽数などにより景観に差異があります。

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、旅客保安サービス料(国際線成田・関空発のみ)は別途、

旅行会社にてご確認のうえお支払いください。現地空潜諮税目安額:六人。こども(2歳以上12歳未満)同額7,650円、幼児(2歳未満)7,100円

※「延泊代金J「 レイトチェッ
`フ

アウト追カロ代金」は、大入 こども同額となります。

※基本旅行代金については、キッズ代金のお客さまと幼児を含まない大人とこどもの合計人数を適用します。

*お部屋の写真および見取図は一例です。お部屋ごとに異なる場合があります。*記章党のホテル情報および
「ホテル特典」は2016年 2月現在のものです。ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

今

□タワーウイング/20階指定
ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー

靱

吟 海

見取図の一例

タワーウイングの中でもダイヤモンドヘッドの眺望が抜群の

“20階指定"のお部屋をご用意。

=タ
ワーウイング/8階以上

ダイヤモンドヘッド・

オーシャンフロント90/92/94号室

苧癬

JAL′〔ンク

10

0お部屋タイプ騒田日||
ご宿泊のお客さまヘ

に
*追加代金なしでルームサービスでの朝食にも変更できます。現地到着時にお

申し出くださしヽ。キ帰□日'延 泊時もご利用いただけます。帰国日は帰国便によつ

てご利用いただけない場合がありますが、その際の払い戻しはありません。

●ザ・ベランダ
(ブフェ)

■L」巳』民到団【J■ 下記レストランにて、濡在中朝食をお召し上がりいただけます。

早決60
100ド ル

♭Pl

ク

＝

大人・
こども

代金のみ

キッズ・
幼児代金
含めて

常設
81m2

(バルヨニー
を含む)

2名 3名 4名 15時 200ドル 100ドル 毎朝食 ○
毎軽朝食

確約 ○

40m2
(バルコ二十
を含む)

1名 3名 13時 200ドル 100ドル 毎朝食 ○
毎軽朝食

SV3241 SV3357 SV3332 ○ 常設4名

40mを
9為 ~ 1名 200ドル 100ドル 毎朝食 ○

毎軽朝食
SV3358 SV3334 ○ 常設3名 4名 13]寺

7口 間がお得 !

6日 い 町
“

>P2・ 38 pttxw半
"ス

>R2 P.38 P.5日程表
基本旅行代金

区分カレンダーモアナ サーフライダー 基本旅行代金 (ぉ一人/単位:田 )

出
発
地

お部屋タイプ
日
数 コース番号 A iCI

1室 1名利用
追加代金

1室3名ru用

割引代金
延泊代金
(1人 1泊 ) アウト追 加

`t令

タワーウイング/9階以上
ダイヤモンドヘッド・
スイート96号室
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315A 377,800 382,800 389,800 417,800 ‐57,000

100,000
100,000円

(お一人)

6 」Z1316A 456,800 1 461,800 468=800 496,800 ‐76,000

7 」Z1317A 481,800 486,800 493,800 521,800 ‐95,000

ダワーウイング/20階指定
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315B 277,800 282,800 289,800 317,800 177]000 中27,000

59,000
59,000円

(お一人)

6 」Z1316B 324,800 329,800 336,800 364,800 236=000 ‐36,000

7 」Z1317B 349,800 354,800 361,800 389,800 295,000 ぃ45,000

タワーウイング/8階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント
90/′92//94号 室
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315C 281,800 286,800 293,800 321,800 177,000 中27,000

59,000
59,000円
(お一人)

6 」Z1346C 328,800 1 333,800 340,800 368,800 236,000 ‐36,000

7 」Z1317C 353,800 358]800 365,800 393,800 295,000 ‐45,000

ドルーム

:0:

リビング
ルーム

の

出

発

逓
お部屋ダイプ

日
数 コース番号 聾

1室 1名利用
追加代金

1室3名Tu用

割引代金
延泊代金

(1人 1,自 )

ダワーウイング/9階以上
ダイヤモンドヘッド・
スイート96号室
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315A 370,800 1 376]800 1 387,800 1 397,800 422,800 ‐57]000

100,0006 」Z1316A 449,800 455,800 466,800 476,800 501,800 中76,000

7 」Z1317A 474,800 480,800 491,800 501,800 526,800 ‐95,000

タワーウイング/20階指定
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315B 270,800 276]800 287,800 297,800 322,800 177,000 ぃ27,000

59,0006 」Z1316B 317,800 1 323,800 1 334,800 344,800 369,800 236,000 ‐36,000

7 」Z1317B 342,800 348,800 359,800 369,800 394,800 295,000 ‐45,000

タワーウイング/8階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント
90//92//94号室
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315C 274,800 1 280,800 1 291,800 1 301,800 326,800 177,000 ‐27,000

59,0006 」Z1316C 321,800 327,800 338,800 348,800 373,800 236,000 ‐36,000

7 」Z1317C 346,800 352,800 363,800 373,800 398B800 295,000 ‐45,000

お部屋ダイプ
日

数 コース番号 A C 藝
1室 1名ru用

追加代金
1室3名利用
割引代金

延泊代金
(1人 1泊 )

タワーウイング/9階以上
ダイヤモンドヘッド・
スイート96号室
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315A 390,800 398,800 403,800 419=800 432]800 Ⅲ57,000

100,0006 」Z1316A 470,800 1 478,800 483,800 499,800 512,800 ‐76,000

フ 」Z1317A 495]800 503,800 508,800 524,800 537,800 ‐95,000

タワーウイング/20階指定
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315B 295,800 303,800 308,800 1 324,800 337,800 177,000 Ⅲ27,000

59,0006 」Z1316B 342]800 350,800 355,800 371,800 384,800 236,000 ‐36,000

7 」Z1317B 367,800 375,800 380,800 396,800 409,800 295,000 ‐45,000

タワーウイング/8階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント
90//92//94長推聾
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315C 295,800 303,800 308,800 324,800 33フ,300 177,000 ‐27,000

59,0006 」Z1316C 342,800 350,800 1 355,800 1 371!800 384,800 236,000 ‐36,000

フ 」Z131フC 367,800 375,800 380,800 396,800 409,800 295,000 ‐45]000

こども代金(エコノミークラス) 大人代金よリー律20,000円 引き ・幼児代金キ ッ キッズ代金・幼児代金はP.38をご覧ください。

コ ー
D":転■―律15,000円追カロ

上記成田発代金に右記を追加

“

ずヽれも大人・こども。キッズ同顔)

通」:書 12:00>15:00羽田発レイトチェックアウトプラン>P.5

9
JAL′ 〔ック

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意 (裏表紙)Jをお読みください。

JALパ ック 旅サイト匠電融ヤ
ホテル情報の
検索はこちらから!
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SURFHDER
A Westin Resort SI SPa

園こちら側にあります。
*追カロ代金なしでルームサービスでの朝食にも変更できます。現地こ」テロ

亡
時にお

申し出ください。*帰国日・延泊 ]寺 もど利用いただけます。lF,国 日は帰国便にぶっ

てご利用いただけない場合がありますが、その際の払い戻しよありません。

慇モアナサーフライダー承

Q孵 臣□ 囲
♭P6       ♭P37       〉Pフ

図
>P38

ウォンュ
レット● 側

タワーウイング
0お部屋ダイプ騒憂にご宿泊

のお客さまへ

●ザ・ベランダ
(ブフェ)

朝食

>P6

お 部 屋 一 覧

お部屋タイプ

お部屋の

広さ 催行人員

チェック
イン
時間

最少

ダイヤモンドヘッド >P8
学

鐙57弔亀うX案架騨勇ンビュー

国タワーウイング//ヾ―シャル・オーシャンビユー

■:′ ―ヾシャ,レ・オーシャンピユー

※■1※ シャワーのみのおきБ屋となります。※バルコ三―がないおきБ屋となります。※お部屋によつてはバス
`フ

ブ付きまたはバルコニー付きのお部屋となる場合があります。

○

モアナサーフライダー

題 タワーウイング/15階以上

ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー

タ√ャモレ凸ド
t 騨心

ダイヤモンドヘッドの眺めが美しい

タワーウイングの15階以上のお部屋を

d昭意します。

Ⅷ

海
Ｐ

爾タワーウイング/15階以上ダイヤモンドヘッド・オーシャンビユー

固タワーウイング/ノ ギーシャル・オーシャンビユー

ゝ

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、旅客保安サービス料(国際線成田。関空発のみ)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(2蔵以上12歳未満)同額7,650円、幼児(2歳未満)フ,100円

鬱】出身1-律 15,000円 追加

※「延泊代金」「レイトチェックアウト追力B代金」は、大人 こども同額となります。
※基本旅イ子代金については、キッズ代金のお客さまと幼児を含まない大人とこどもの合計人数を適用します。

*お部屋の写真および見取図は一例です。お部屋ごとに異なる場合があります。*記載のホテル情報および
「ホテル特典Jは 2016年 2月現在のものです。ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

下記 Fk行代金は燃湘サーチヤージを宮みます。

"豪
表紙

甍

一
・

i電

欝警昇ギ■■‐
―

1圏

お

団 型 空 ∠ 望 ∠ ___
パーシャル・オーシャンビュー

パーシャル・オーシャンビュー

ワイキキビーチの最も賑やかな場所に位置する、

モアナサーフライダーにお手頃価格で宿泊できる

人気のプランです。

タワー指定はありません。

見取図の一例

バルコニーから海が見える

お部屋です。

．一ギ一卜一

碧 i

メ

お部辱の一賊

(お部屋のU七望について)0オ ーシヤンビュー :おき[屋 (バ ルコニーは除く)の窓側から海が視界の
',｀

なり
のき[分を占めるお部屋。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。●′ヾ―シャル・

オーシャンビユー :お部屋の窓側から1よ 海が見えませんが、バルコ
=―

から海が見えるお部屋。一部バル
コニーがないお部屋ではお部屋の窓側から海が一部見えるおき[屋となります。

t

一

一

 |

JAL′《ンク

…

 下記レストランにて、滞在中朝食をお召し上がりいただけます。

アロハ
ラウンジ

ヽ こ
弓轟牟

事

早決60
100ドル コネク

剛大人．曲働
キッズ・
幼児代金
含めて

〉Pl

200ドル4名 13時 100ドル 毎朝食 ○
毎軽朝食

SV3282 SV3356 SV3329 ○ 常設(バルコニーを
含む)

1名 3名

200ドル(バルコニーを
含む)

1名 3名 4名 13時 100ドル ○
毎軽朝食

SV3144 SV3132 SV3039 SV3149 ○ 常設

4名 13時 100ドル ○
毎軽朝食

る役約 ○ 常設
29～32m2
(バルコニーを
含みません)

1名 3名

7日 間がお得 !

6日 間+25,000円 :「 14蒻[説 ,4烹身幻>P2・ 38 得ルミアムコバークラス>P2 P.38 P.5日程表
基本旅行代金
区分カレンダーモアナ サーフライダー 基本旅行代金 (ぉ一人/単位:円 )

日

麹お部屋ダイプ コース番号 A B C 1室 1名利用
追カロ代金

1~二3名利用
割引代金

延泊代金
(1人 1泊 ) アウト憎丸n代金

5 」Z1315D 271,800 276,800 283,800 311,800 168,000 Ⅲ27,000

6 」Z1316D 316,300 321]800 328,800 356,800 224,000 ‐36,000

353,800 381,800 280,000 ‐45,000

56,000
56,000円
(お一人)

ダワーウイング/15F皆以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合〉 フ 」Z1317D 341,800 346,800

5 」Z1315E 242,800 24フ ,800 254,800 282,800 129,000 ‐18,000

6 」Z1316E 261,800 266,800 273,800 301,800 172,000 ‐24,000

タワーウイング/
パーシャル・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合) フ 」Z1317E 286,800 291,800 298,800 326,800 215,000 Ⅲ30,000

43,000
43,000円

(お一人)

5 」Z1315F 207,800 212,800 219,800 247,800 93,000 ‐6,000

6 」Z1316F 233,800 238,800 245,800 273,800 124,000 ‐8,000
′ヾ―シャル・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合)

7 」Z1317F 258,800 263,800 270,800 298,800 lSS,000 ‐10,000

31,000
31,000円

(お一人)

羽田発

国
画
国が

お部屋ダイプ
日
数 コース番号 A B C :E

1室 1名利用
追加代金

1室3名利用
割引代金

延泊代金

(1人 1,白 )

タワーウイング/15階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315D 264,800 270,800 281,800 291,800 : 316,800 168,000 ‐27,000

56,0006 」Z1316D 309,800 315,800 326,800 336,800 361,800 224,000 ‐36,000

7 」Z1317D 334,800 340,800 351,800 361,800 : 386,800 280,000 ‐45,000

タワーウイング/
,ギーシャル・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315E 239,800 245,800 256,800 266,800 291,800 129,000 ‐18,000

43,0006 」Z1316E 258,800 264,800 275,800 285,800 310,800 172,000 ‐24,000

フ 」Z1317E 283】800 289,800 300,800 310,800 1 335,800 215,000 ‐30,000

′ヾ―シャル・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315F 208,800 214,800 225,800 235,800 260,800 93,000 ぃ6,000

31,0006 」Z1316F 234,800 240,800 251,800 261,800 1 286,800 124,000 ‐8,000

フ 」Z1317F 259,800 265,800 276,800 286,800 1 311,800 155,000 ‐10,000

お部屋タイプ
日
数 コース番号 A B D E 1室 1名利用

追加代金
1室3名利用
割引代金

延泊代金

(1人 1泊 )

ダワーウイング/15F皆以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315D 286,800 294,800 299,800 315,800 328,800 168,000 中27,000

56,0006 」Z1316D 331,800 339,800 344,800 360,800 373,800 224,000 ‐36,000

フ 」Z1317D 356,800 364,800 369,800 385,800 398,800 280,000 ‐45,000

タワーウイング/
′ヾ―シャル・
オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315E 262,800 270,800 275,800 291,800 304,300 129,000 ‐18,000

43,0006 」Z1316E 281,800 289,800 294,800 310,800 323,800 172,000 ‐24,000

7 」Z1317E 306,800 314,800 319,800 335,800 348,800 215,000 ‐30,000

′ヾ―シャル・
オーシャンビュー

(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315F 229,800 237,800 242,800 258,800 271,800 93,000 ‐6,000

31,0006 」Z1316F 255,800 263,800 268,800 284,800 297,800 124,000 ‐8,000

7 」Z1317F 280,800 288,800 293,800 309,800 : 322,800 155,000 ‐10,000

こども代金 (エコノミークラス) 大人代金よリー律20,000円 引き ・幼児代金 キッズ代金。幼児代金はP.38をご覧ください。

コ ー り

こども。キッズ同額)

通常12:00>15:00羽田発レイトチェックアウトプラン>P.S

JAL′ 〔ノク
お申し込み前に必ず「旅の情報とビ注意 (裏表紙)Jを お読みください。

検ALパ ック 旅 サイト臣面菖:
ホテル情報の
検索はこちらから!
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THIS is
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これ が 」ALパ ック の シ ェ ラ トン・ワイキ キ

ミ咎
r

1窮輩蟻ン芦墓プ♂殺曜懺§「移プ毯O督鬱多渉プ謗抄ン競J廷ご縄lll滲え淀慧ぽ
｀
ま
Ч
す31

ハネムーナーの方に、ホテル内ギフトショップでお菓子やビールの詰め放題が楽しめるギフトバッグをプレゼント。

(滞在中1部屋につき1つ/詰め放題は1回のみ)

※当特典はお申し込)が必要です。ご希望のお各
~さ

よはこ出発の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しヽ。20日前を過ぎてからのお申し込》

はお受けできません。 〔旅行会社の皆さまへ15Fコ ードよチェッフインロ 1組につき「lJこてこ予約ください,

〔対象コース】当パンフレット掲載の
シェラトン・ワイキキ宿泊の全コース

11- :||:| ||― ||―   ―
||■

〈サービス内容〉
●06:00～ 10:00

コンチネンタルの朝食 (軽朝食)

(フルーツ、ベイストリー、温かい一品、シリア,次

ヨーグルト、ジュース、コーヒーなど)

016:00～ 20100ビール、ワイス おつまみ
などのサービス(※ 1)

●06:00～ 20:00スナック、飲み物
0日本語新聞・英語新聞(体刊日を除く)

0コンシェルジュサービス

0テレビ

OMini Link@SHERATON
(イ ンターネットサービス)

キ軽朝食はレストランでの朝食とは民なイ,ます。帰国便によってご利用いただけない場合があt,ま すが、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ヤ,ます。(※ 1)一部のアルコールは有料となります。

*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。

*記載のホテル情報および「ホテル特典」は2016年 2月 現在のものです

ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

1.心を奪われる幻想的な立体映像が映し出される

プロジェクション・マッピング・ショー

2.海と一体になったプールサイドでのんびりとくつろぐ

3.朝も夕方も最上階のラウンジでエグゼクティブタイム

ホテル内にあるから便利!お気軽

にお立ち寄りください。

(場所〉シェラトン・ワイキキ1階

(営業B寺間〉8:00-17:00
*時間によリスタッフが不在になる場合
があります。

*予告なく変更となる場合があります。

・3挺三ヤ白 スピードパスプレゼント!チエツクイン。アウトやレストラン「カイ・マーケット」へ優先入場できます。

(混雑状況によりお待ちいただく場合があります。)*延泊をして連泊数の条件を,両 たす場合は対象外となります。
。長距離電話 (国際電話を含む)1日当たり60分まで無料。
。滞在中の駐車場無料 (セルフパーキング/1部屋につき1台 )。

ハ ネ ム ー ナ ー 特 典 日本申込 )出 謝 |ン ■ 翻

杏
ア
ル
特
典

: = ・
|:

■■|デ

JAL′ 骸ク JAL′ 1/ク旅サイト 検パック画書褻零とg誓飾引
13 お申し込み前に必ず「旅の情報とど注意 (裏表紙)」 をお読みください。 スペシャルアメニティなどおき[屋限定の中寺典もございます。おき[屋ページをご覧ください。

*写真 Iよすべて Pメージです 司4



蕪

フロアマップの-1卵 l

鞠笏シェラトン・ワイキキ〈建衆

囲
邪

こ
輪隷争事 Q鶴 媚夢ヨムυA熟銘ご―SHE  ON

WHHH
シェラトン・ワイキキ

■ 20階以上
ダイヤモンドヘットオーシャンフロント
アヽネムーンスイート

靱

♭P38 >P6 ♭P37 >P13

♭P6
お 部 屋 一 斑

お部屋タイプ

お部屋の

広さ
最少

催行人員

チエツク
イン
時間

Ⅷ
リゾート
カード
レPl

ウォンュ
レットQ ⑬

),P14

プレイグラウンド
ライト・シヨー「ヘルモア」)

田修 与琴
ンドヘツド

口雲興洋剪ヱ暫F
券期 フロント

○

○

ダイヤモンドヘッド

与

田20階以上ダイヤモンドヘッド・オーシヤンフロント・ハネムーンスイート

ロ28階または31階指定ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント

と言25F曽以上オーシャンフロント

※ハネムーナー限定ルームです りません。

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、旅客保安サービス料(国際線成田・関空発のみ)は別途、

旅行会社にてご確認のうえお支払いください。現地空港語税目安顔:大人。こども(2歳以上12歳未満)同額7,650円、幼児(2蔵未満)フ,100円

※「延泊代金J「 レイトチェックアウト追力B代金」は、大人 こども同額となります。

※基本旅行代金については、キッズ代金のお客さまと幼児を含まない大人とこどもの合計人数を適用します。

*お部屋の写真および見取図は一例です。お部屋ごとに異なる場合があります。*記載のホテル情報および
「ホテル特典」は2016年 2月現在のものです。ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

ダイヤモンドヘッドを望み、“これぞワイキキ!"の 景色をお楽

しみいただけるマリア・オーシャンフロント・スイート20階以上の高

層階のお部屋をハネムーン専用ルームとしてご用意しました。

見取図の一例

囲 28階または31階指定ダイヤモンドヘッド・オーシャンフロント

靱
ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド

の眺めが素晴らしい高層階のお部

屋。お部屋の中からも、ハワイならでは

の美しい景色をご覧いただけます。

↑柵のないバルコエーなので開放感があります。

理 25階以上オーシャンフロント

窓一面にワイキキ・ビーチ、

碧い海が広がる、

海の景色にこだわつた

お部屋です。 お部屋の一例

JAと,1.ンク JAL′
'ン

ク

早決60
80ドル

羽
大人・
こども

代金のみ

キッズ・
幼児代金
含めて >Pl

80m2

・W%~ 2名 15時 160ドル 80ドル 220ドル ○
毎軽朝食

腔約 常設2名※

常設
29m2

・≧%~ 1名 3名 4名 13時 160ドル 80ドル 100ドル ○
毎軽朝食

29m2
υ送%~ 13時 160ドル 80ドル ○

毎軽朝食
SV3396 SV3476 SV3419 SV3212 常設1名 3名 4名

日

日

７

６

がお得 !

>P,2,38 得アレミアMaノミリラス>P2 P.38 日程表
基本旅行代金
区分カレンダーシェラトン・ワイキキ基本旅行代金 (ぉ一人′単位:円 )

ハネ′、―ナー限定

お部屋タイプ
日
数 コース番号 A! 弯 ID:

1室 1名利用
追加代金

1室3名利用
割引代金

延泊代金
(1人 1,日) アウトヽ自れ河ft金

316,8005 」Z1315G 276,800 281,800 288,800

6 」Z1316G 324,800 1 329,800 336,300 364=800
60,000円

(お一人)

20階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント・
ハネムーンスイート
(1室2名利用の場合〉 7 」Z1317G 349,800 354,800 361,800 389,800

60,000

5 」Z1315H 1 253,800 258,800 265,800 293,800 153,000 ‐15,000

6 」Z1316H 293,300 298,800 305,800 333,800 204,000 ‐20,000

323,800 330,800 358,800 255,000 Ⅲ25,000

51,000
51,000円

(お一人)

28階または31階指定
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉 7 」Z1317H 318,800

263,800 291,800 147,000 ‐18,0005 」Z13151 251,800 256,800

6 」Z13161 1 291,800 296,800 303,800 331,800 196]000 Ⅲ24,000

245,000 ‐30,000

49,000
49,000円

(お一人)

25階以上
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

7 JZ13171 316J800 321,800 328,800 356,300

羽田発

●到着口にシャンパンとストロベリー

をご用意(1部屋に1セット)。

●「スパ・カカラ」のアメニティセット
をビ用意(1部屋に1セット)。

●バスローブ、スリッパ、鶴ブランセット
をご用意(お一人様に1セット)。

●7日間コースの方に22(ドル分のリゾート

カード付き(1滞在/1部屋につき)。

※リゾートカードの詳帝日はPlをご覧ください。

1お部屋限定特典 さ :80柄

リビングルー
お部屋タイプ

日
数 ヨース番号 鷲 !DI 遜

1室 1名利用
追加代金

1室3名イl」用
割引代金

延泊代金
(1人 1泊 )

20階以上
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント・
ハネムーンスイート
(1室2名利用の場合〉

5 JZ1315G 271,800 1 277,800 288,800 298,800 323]800

60,0006 」Z1316G 319,800 : 325,800 336,800 346,300 371,800

フ 」Z1317G 344,800 350,800 3619800 371,800 396,800

28階または31階指定
ダイヤモンドヘッド・
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315H 248,800 254,800 265,800 275,800 300,800 153,000 Ⅲ15,000

51,0006 」Z1316H 1 288,800 294,800 305,800 315,800 340,800 204]000 ‐20,000

フ 」Z1317H 313,800 319,800 330,800 340,800 365,800 255,000 Ⅲ25,000

25階以上
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z13151 1 246]800 1 252,800 263,800 273,800 298,800 147,000 ‐18,000

49,0006 」Z13161 286,800 292,800 303,800 1 313,800 338,800 196,000 ‐24,000

7 」Z13171 311,800 317,800 328,800 338,800 363,800 245,000 ‐30,000

できるのはJAと′〔ノクたI上

rゴ ==i
●●す  こ

=交 ===

′イオ

′三

お部屋タイプ
日

伽 コース番号 :C: 霞
1室 1名利用
追カロ代金

1郵名イlJ用

割引代金
延泊代金
(1人 1泊 )

20階以上
ダイヤモンドヘツド・
オーシャンフロント・
ハネムーンスイート
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315G 302,800 1 310,800 315,800 331,800 344,800

60,0006 」Z1316G : 350,800 1 358,800 363,800 1 379,800 392,800

7 」Z1317G 375,800 383,800 388,300 404,800 417,800

28階または31階指定
ダイヤモンドヘツド・
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315H 270,800 1 278,800 283,800 299,800 312,800 153]000 …15,000

51,0006 」Z1316H 311,800 319,800 324,800 340,800 353,800 204,000 ‐20,000

フ 」Z1317H 336,800 344,800 349,800 365,800 378,800 255,000 Ⅲ25,000

25F皆以_L
オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z13151 267,800 275,800 280,300 296,800 309,800 147,000 ‐18,000

49,0006 」Z13161 308,800 316,800 321,800 33フ=800 350,800 196]000 Ⅲ24,000

フ 」Z1317: 333,800 341・800 346,800 362,300 375,800 245,000 ‐30,000

(エコノミークラス) 大人代金よリー律20,000円 引き ヽキ ッ

●7日間コースの方に100慟レ分のリゾートカード付き(1滞在/1部屋につき)。

※リゾートカードの詳細はPlを ご覧ください。

2お部屋限定特典 DB皓 :身編―律15,000円追加
コ ー

基本旅行代金 上言E成田発代金に右記を追加 lい ずれも大人。こどもヰッズ同額)

週ヨ:君 11:00>15:00羽田発レイトチェックアウトプラン>P.5

JAとパック 旅サイト願 :寝離緊雛、引
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。15 (お部屋のD[望について)0オ ーシヤンフロンド海辺に位置し、正面に海をUと めることができるお部屋。
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15階以上マウンテンビューは裏面にあります。

趨 シエラトン・ワイキキヤ建衆

こ
綜詠拿事 Q筋

〉P6

媚男ム (t,)Alξ
5:―

レP13

>P6
SHE  ON
WttHH

"
>P38 ).P37

お部屋一覧

お部屋タイプ

お部屋の

広さ

チェック ウォンュ
レットO

最少

催行人員
ン
間

イ
時

>P14

パーシャル・オーシャンビュー |■ 15階以上マウンテンビュー

シティサイドのお部屋ですが、ラナイからは美しいワイキキの海や

衡の眺望を見ることができます。

マウンテンビューのお吉L屋は少し広めでファミリーにおすすめです。

4_主

露 オーシャンフロント

ロパーシJレ・オーシャンビュー

11115階以上マウンテンビユー

現地空港諸税、日本国内各空港施設使用料、旅客保安サービス料(国際線成田。関空発のみ)は別途、

旅行会社にてご確認のうえお支払いください。現地空港諮税目安額:六人。こども(2蔵以上12歳未満)同額7,650円、幼児(2歳未満)7,100円

※「延,8代金」「レイトチェックアウト追加代金」は、大人 こども同額となります。

※基本旅行代金については、キッズ代金のお客さまと幼児を含まない大人とこどもの合計人数を適用します。

*おきБ屋の写真および見取図は一例です。お部屋ごとに異なる場合があります。*記章党のホテル情報および
「ホテル特典」は2016年 2月現在のものです。ホテル側の都合により変更 中止になる場合があります。

常設

シェラトン・ワイキキ
ヘルモア・
プレイ
グラウンド

罐オーシヤンフロント

|・ 115階以上マウンテンビユー

ダイヤモンドヘッド
u

園 オーシャンフロント

青い太平洋が目の前に広がるお部屋です。

洗練されたケ
l央通な空間を満喫してください。

‐
等

↑ウォッシュレット・ を完備したバス

'レ

ーム。

期

見取図の一例

団

JAL′ 〔ンク JAL′ 〔'ンク

早決60
80ドルキッズ・

幼児代金
含めて

>Pl

大人・
こども

代金のみ

4名 13時 160ドル 80ドル ○
毎軽朝食

SV3369 SV3475 SV3418 SV320029m2
(バルコニーを含む)

1名 3名

12時 160ドル 80ドル ○
毎軽朝食

SV3645 SV364827m2
(バルコ三―を含む)

1名 3名 4名

○
毎軽朝食

34～ 36m2
(バルコニーを含む)

1名 3名 4名 12時 160ドル 80ドル

早決120
160ド ル

ホテル

>P2 P.38
7日 間がお得 !

6日 間+25,000円 >P,2・ 38ンェラトン・ワイキキ 基本旅行代金 (ぉ一人/単位:円 )
日程表

基本旅行代金

区分カレンダー

お部屋ダイプ
日

拗 コース番号 A C D:
1室 1名利用
追加代金

1室3名不u用
割引代金

延泊代金
(1人 1泊 ) フ呵К自れnイ↑命

オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315J 244,800 249,800 256]800 284,800 138,000 ‐18,000

46,000
46,000円

(お一人)

6 」Z1316J 283,800 288]800 295,800 323,800 184,000 ‐24,000

7 」Z1317J 308,800 313,800 320,800 348,800 230,000 ‐30,000

'ヾ

―シャル・オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315K 243,800 248]800 255,800 283,800 129,000 Ⅲ15,000

43,000
43,000円

(お一人)
6 」Z1316K 281]800 286,800 293,800 321,300 172,000 ‐20,000

7 」Z131フK 306,800 311,800 318,300 346,800 215,000 ‐25,000

15階以上マウンテンビュー

(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315L 228,800 233,800 240,800 268,800 120,000 中9】000

40,000
40,000円

(お一人)

6 」Z1316L 262,800 267,800 274,800 i 302,800 160,000 ‐12,000

7 JZ1317L 287,800 292,800 299,800 327,800 200,000 ‐15,000

バルコ三十

固○[El

●ホテル内ギフトショップでお菓子やビールの詰め放題が楽しめる

ギフトバッグをプレゼント!(滞在中1部屋につき1つ/詰め放題は1回のみ)

轟 お部屋限定特典

お部屋ダイプ
日
数 コース番号 A ID― 藝

1室 1名利用
追加代金

1室3名イu用
割引代金

延泊代金
(1人 1泊 )

オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315J 239,800 245,800 256,800 266,800 291,800 138,000 ‐18,000

46,0006 」Z1316J 278,800 284,800 295,800 305,800 330,800 184,000 ‐24,000

7 JZ1317」 303,800 309,800 320,800 330,800 355,800 230,000 …30,000

,ギーシャル・オーシャンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315K 238,800 244,800 255,800 265,800 290,800 129,000 Ⅲ15,000

43,0006 」Z1316K 276,800 282,800 293〕800 303]800 328,800 172,000 ・20,000

フ 」Z1317K 301,300 307,800 318,800 328,300 353,800 215,000 ‐25,000

15階以上マウンテンビュー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315L 223,800 229,800 240,800 1 250,800 2フ5,800 120,000 Ⅲ9,000

40,0006 」Z1316L 257,800 263,800 274,800 284,800 309,800 160,000 ‐12,000

7 」Z1317L 282,300 288,800 299,800 309,800 334,800 200,000 ‐15,000

出
発
地

お部屋ダイプ
日
数 コース番号 A B 藝

1室 1名利用
追カロ代金

1室3名看u用
嘗J引代金

延泊代金
(1人 1泊 )

オーシャンフロント
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315J 261,800 269,800 274,800 290,800 303,800 138,000 ‐18,000

46,0006 」Z1316J 301,800 . 309,800 314,800 330,800 343,800 184,000 ‐24,000

7 」Z1317J 326,800 334,800 339,800 355,800 368,800 230,000 ‐30,000

′ヾ―シャル・オーシャンビユー
(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315K 260,800 268=800 273,800 289,800 302,800 129,000 ‐15,000

43,0006 」Z1316K 299,800 307,800 312,800 328]800 341,800 172,000 ‐20,000

7 」Z1317K 324,800 332,800 337,800 353,800 366,800 215,000 ‐25,000

15階以上マウンテンビユー

(1室2名利用の場合〉

5 」Z1315L 245,800 253,800 258,800 274,800 287,800 120,000 ‐9,000

40,0006 」Z1316L 279,800 1 287,800 292,800 308,800 321,800 160,000 ‐12,000

フ 」Z1317L 304,800 312,800 317,800 333,800 346,800 200,000 Ⅲ15,000

こども代金 (エコノミークラス) |き大入 キッズ代金・ キッズ代金・幼児代金はP.38をご覧ください。

り
P,I::防翻―律15,000円追力D

コ ー

(いずれも大人。こども。キッズ同額)

通津!11:00>15:00羽田発レイトチェックアウトプラン>P.5

検」ALパック 旅サイト匠函融:農詔翡誓舗ぅ!

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意(裏表紙)Jをお読みください。刊7 伊振孵局理歴題白蔦目謝論素瑶艦買望と烈潮聖錦旨解饒28獣畳 18



旅の1情串臓とご注意 大切なジャルパックの旅情報のご案内ページです。別遼交付する詳細旅行条件書とあわせて必ずお読みください。

1つにつき

lU5ドル=122円 (2016年 2月
'見

在)

。その場合には、旅行

国際通行税
○

米国

(ハワイ)

JAL②マイル拶■1葛乙豊籍 :宥が
動の0亀

｀

JALマイレージ′`ンクに関するお問い合わせ
」ALマイレージバンク日本地区会員事務局
目Z0570‐ 025-039海 夕IなどからTEE03 5460 3939
月～金8110～ 19:OO/■ 9:OO～ 1■ 30(日・祝日・年末年始休み)

お申し込み先へお十云えいたたくと、マイジレ登録がスムーズです。

エヨバークラス醤区間マイジレの500/。

膊荻ア■ロパリス:区聞マイサレの贔◇°/c
ロコル●‐レ香区聞マでみの70C/。

入会済みの方へ:お得意様番号を事前に
りません。

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、事前にこ確認の上お申し込みくださいっ*当社ホームヘージでもこ覧いただイナます

旅 4▼ 乗 1年 (要 約 )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。 201512

■募集型企画旅行契約この旅行は、株式会社ジャルパック(以下階社」という)が企画
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

旅行代金の額 15万円未満
15万円以上
30万円未満

30万円以上
ら0万円芙濡

50万円以上

中し込み時の申込金の額
(お一人様 )

2万円以上
旅行代命芝

3万円以上
旅行代金迄

5万円以上
旅行代今迄

10万円以上
旅行代金迄

■旅イ
=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に記軸された金額 (以下「表示代金Jという)と「追力B代金Jの合計額から「g喝 1代

金」を差し引いた金魯負をいいます。またこの「旅行代金Jが「申込金」「取消料J「変更補l賞金J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。

コ特
=uttI賞

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つて、生命、身体または手荷物の上
に被つた一定のl目害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払しヽます。

■旅行条件要 旨基準 日 この旅行条件要旨の基準日は、2016年 3月 1日です。旅行代金は、2016年3月 1日
'見在有効なものとして盗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。

・実施するもので、お客さ ■旅行契約の解除 お客さまIよ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。
<日 本出国

収消料(お一人康,

(1)

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であつて、
旅行開夕會日の前日から起算してきかのぼつて40日目
にあたる日以隆31月日にあたるЯまで

旅行代金の 10%(最 高 10万 円まで)ピ ークロきとは、
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。

(2)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて
30日 目にあたる日以降15日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上 10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満…5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満…3万円
旅行代金が10万円以上 15万円未満 2万円
旅行代金が10万円未満…旅行代金の20%

(3) 旅行代金の20%

旅行開始後または無連絡不参力ll 旅行代金の100%

■個人情幸Rの取 り扱いについて 当社は、お申込書に蒔 己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、ど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。

■その他 旅行開始日に満2才以上12才未満の方はこども代金が適用されます。

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!

盤
検 索

WWWJaliCOjp/intitOur

JALパック

Webで 24時間いつでも空席照会ができます。

廊 :〔1,,ヾ,身」行;ど!ス女11魁躁擬継。
お問い合わせください。(電話番号は」AL Sales Webに こ案内しております。)

リン・ リン・ダイヤル (海 外旅行専用 )

旅行企画・実施 ◆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。

観光庁長官登録旅行業第705号
〒■40‐8658東京都品川区東品川2‐牛■■野村不動産天王洲ビル

株式会社ジャルパック

⑫ ピ撒縄秒会@埼障会ピ昌七・ 止!

パンフレット
請求コード 25001

海外へ

ケガや病気の治療費を
最大50万円までサポートします。
詳しくはwebで
>www.Jarco.Jp/〕 ipk/travernfO/hwi

」AL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!
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