
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 飛行機は 2019 年 5 月 24 日に 
新規就航した うわさのカメ 

「FLYING HONU」を利用予定♪ 
※機材変更などにより変更となる  

可能性もございます 

※写真は全てイメージです 

旅行代金：（2 名 1 室利用/大人お一人様/ﾌﾟﾚﾐｱﾑｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ /内側/税込）※ただしプレミアムエコノミークラスは国際線のみ、日本国内線は普通席のご利用です  
燃油特別付加運賃：12,000 円、海外空港税：7,050 円、国内空港税：4,390 円、入港税：$315（約 36,300 円）、合衆国税：$135.54（約 15,600 円）、 
ハワイ州税（内側）：$73.74（約 8,500 円）、ハワイ州税（バルコニー）：$102.24（約 11,800 円）、チップ：$112（約 12,880 円）、ESTA 取得代金：5,400 円、 
出入国カード作成代金：サービスさせていただきます。船内チップは現地にてお支払い下さい。  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 日程 熊本出発 宮崎発着 鹿児島発着 食事 

１ 
11/2 

（土） 

NH3716 便にて羽田へ 

14：45 熊本発 

16：20 羽田着 

NH610 便にて羽田へ 

15：55 宮崎発 

17：25 羽田着 

NH626 便にて羽田へ 

14：45 鹿児島発 

16：25 羽田着 

 

各発着地から羽田空港にて合流後、リムジンバスにて成田空港へ移動 

NH184 便のプレミアムエコノミー席にて常夏リゾートハワイ・ホノルルへ 

成田（20：35）－ホノルル（08：35） 

 － 日付変更線通過 － 朝：－ 
昼：機 
夕：○ ホノルル到着後、ツアー専用車にてホノルル市内観光へご案内 

〇モアナルアガーデン、△パンチボウル、△イオラニ宮殿、 

△カメハメハ大王像の観光後、クルーズ船チェックイン 

19：00 ホノルル出港                     【船中泊】 

２ 
11/3 

（日） 

08：00 カフルイ/マウイ島入港 

終 日＞船内のアクティビティや船会社提供のオプショナルツアー等で 

お楽しみ下さい 

  【船中泊】 

朝：○ 
昼：○ 
夕：○ 

３ 
11/4 

（月） 

終 日＞船内のアクティビティや船会社提供のオプショナルツアー等で 

お楽しみ下さい 

18：00 カフルイ/マウイ島出港                【船中泊】

朝：○ 

昼：○ 
夕：〇 

４ 
11/5 

（火） 

08：00 ヒロ/ハワイ島入港 

終 日＞船内のアクティビティや船会社提供のオプショナルツアー等で 

お楽しみ下さい 

18：00 ヒロ/ハワイ島出港                  【船中泊】 

朝：○ 
昼：○ 

夕：○ 

５ 
11/6

（水） 

07：00 コナ/ハワイ島入港 

終 日＞船内のアクティビティや船会社提供のオプショナルツアー等で 

お楽しみ下さい 

17：30 コナ/ハワイ島出港                  【船中泊】 

朝：○ 
昼：○ 
夕：○ 

６ 
11/7 

（木） 

08：00 ナウィリウィリ/カウアイ入港 

終 日＞船内のアクティビティや船会社提供のオプショナルツアー等で 

お楽しみ下さい                    【船中泊】 

朝：○ 

昼：○ 
夕：○ 

７ 
11/8 

（金） 

14：00 ナウィリウィリ/カウアイ出港 

ナパリコーストのアフタヌーンクルーズをお楽しみ下さい     【船中泊】 

朝：○ 

昼：○ 
夕：○ 

８ 
11/9 

（土） 

07：00 ホノルル/オアフ島入港、下船  

下船後、ホテルへご案内 ※ホテルチェックインは 15 時以降になります 

【ホノルル泊】 

朝：○ 
昼：－ 
夕：－ 

９ 
11/10 

（日） 

ホテルよりツアー専用車にてホノルル空港へ 

搭乗手続き後、NH183 便のプレミアムエコノミー席にて空路、成田へ 

ホノルル（11：00）－ 成田（15：15＋１） 

 

朝：○ 

昼：－ 
夕：機 

１０ 
11/11 

（月） 

15：15 成田着後、入国・税関審査、荷物を受け取り、 

リムジンバスにて羽田空港へ移動 

朝：機 

昼：－ 
夕：－ 

NH649 便にて熊本へ 

18：55 羽田発 

20：50 熊本着 

NH617 便にて宮崎へ 

18：40 羽田発 

20：30 宮崎着 

NH629 便にて鹿児島へ

19：10 羽田発 

21：05 鹿児島着 

 

〇入場観光 △車窓観光    ◎表記時間は現地時間です。 

◎フライトスケジュールは交通機関の都合で変更になる場合があります。 

◎寄港地・上陸地は天候などの理由により、変更または抜港となる場合があります。 

◎ナパリコーストは天候などの事情によりご覧いただけない場合があります。 

■ 出発日：2019 年 11 月 2日出発限定 

■ 利用航空会社／全日本空輸 

（プレミアムエコノミークラス） 

※ただし国際線のみ、 

日本国内線は普通席でのご案内です 

■ 食事／朝：8回・昼：6回・夕：7 回 

（機内食別） 

■ 最少催行人員／10 名 

■ 添乗員／東京より同行致します 

■ 利用予定ホテル／ 

Ａグレードホテル（弊社規定） 

■ 燃油特別付加運賃は旅行代金に含み

ません。別途お支払い下さい。 

■ 先着 4 名様限定ビジネスクラス 

追加代金：100,000 円 

■ 旅行代金以外に必要な経費 

燃油特別付加運賃：12,000 円、海外空港

税：7,050 円、国内空港税：4,390 円、 

入港税：$315（約 36,300 円）、合衆国税：

$135.54（約 15,600 円）、ハワイ州税  

（内側）：$73.74（約 8,500 円）、ハワイ

州税（バルコニー）：$102.24（約 11,800

円）、チップ：お一人様/1泊あたり/約$16

（7 泊で約$112（約 12,880 円））、ESTA 取

得代金：5,400 円、出入国カード作成代

金：サービスさせていただきます 

（6/1 現在） 

注）必要経費の料金は変更になる場合が

ございます。 

都市名 ホテル名（Ａグレード） 

ホノルル 

ハイアット リージェンシー ワイキキ  

ビーチ リゾート アンド スパ 

または同等クラス 

（部屋指定なし） 

 
●お申込金：お申し込み時にお一人様あたり 

5 万円添えてお申込み下さい。 

(旅行費用に充当されます) 

●旅行代金に含まれるもの ： 
（1）プレミアムエコノミー航空運賃（ただし国際線のみ、

日本国内線は普通席でのご案内です）（2）宿泊料金・

サービス料（２名部屋に２名様の宿泊を基準とします）

(3）送迎バス・観光バス・ガイド料金（4）旅程に明示

した食事料金・税・サービス料 

●旅行代金に含まれないもの： (1)各寄港地

でのオプショナルツアー代金(2)現地空港税・日本空

港税(3)航空保険料(4)燃油特別付加運賃(5)入港

税・合衆国税・ハワイ州税(6)チップ(7)超過手荷物

料金(8)電子渡航認証費用（ESTA）(9)旅行傷害保険

(10)個人的費用 

 

 

 

 

 

1 日目 
8・9 日目 

2・3 日目 

4 日目 

5 日目 

6・7 日目 このクルーズは、マウイ島と
カウアイ島での停泊、オアフ
島とハワイ島の寄港を盛り込
んだ他には見られない航程で
す。流れる滝や活火山、黒、
緑、白の砂浜、史跡、手つか
ずの自然を眺めながら、島な
らではのゆったりとした時間
をお過ごし下さい。 

※写真は全てイメージです 

■ハワイ島 / キラウェア火山 

■カウアイ島 / ナパリ海岸 

■オアフ島 / カメハメハ王 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャビンタイプ 

内 側 
 

 

 

 

 

バルコニー 
 

 

 

 

 

基本旅行代金 

（2 名様 1 室） 
５１８，０００円 ６１８，０００円 

一人部屋追加代金 １６５，０００円 ２５０，０００円 

ビジネスクラス 

追加代金 
１００，０００円 【※先着４名様限定】 

【旅行代金に含まれるもの】 

１）全 7 泊のクルーズ宿泊代金 ２）クルーズ中のお食事（全 20 回、有料のレストランもございます） 

３）クルーズ中の船内エンターテイメントショーなどの鑑賞料（一部有料のものもございます） 

４）クルーズ中のカルチャースクールやイベントの参加費用 ５）プレミアムエコノミー航空運賃（ただし国際線 

のみ、日本国内線は普通席でのご案内です）６）ホノルル宿泊代（1 泊）７）到着日のホノルル観光 

８）羽田－成田間のリムジンバス代 

【旅行代金に含まれないもの】 

各寄港地での観光オプショナルツアー代、燃油特別付加運賃：12,000 円、海外空港税：7,050 円、 

国内空港税：4,390 円、入港税：$315（約 36,300 円）、合衆国税：$135.54（約 15,600 円）、 

ハワイ州税（内側）：$73.74（約 8,500 円）、ハワイ州税（バルコニー）：$102.24（約 11,800 円）、 

チップ：お一人様/1 泊あたり/約$16（7 泊で約$112）、ESTA 取得代金：5,400 円、 

出入国カード作成料：サービスさせていただきます 
※チップのみ下船前に現地（船内）にてお支払いとなります ※燃油特別付加運賃は改定により変動いたします 

※空港税は発券時のレートにより変動いたします ※入港税・合衆国税・ハワイ州税・チップは、お一人様部屋の方は２倍のお支払いとなります 

各寄港地の観光は旅行代金に含まれておりません。船会社のオプショナルツアーを船内でお申し込み下さい。 

【船会社のオプショナルツアーの注意事項】 

・日本でのお申し込みは無く、船上でのお申し込みとなります ・全コース混載バスです 

・取消料・最少催行人員などの詳細は、船上でお申し込みの際にスタッフからのご案内となります 

・全てのツアーは英語でのご案内です。一部ツアーでは日本人のお客様向け日本語ガイドツアーが設定される 

場合もございます。 
 

【プライド オブ アメリカの概要】 

建造：2005 年ロイド社 航海測量：22 ノット 
（ブレーメルハーフェン） 船籍：アメリカ 
改装：2016 年 3 月 デッキ数：14 デッキ 
総トン数：80,439 トン 乗客定員数：2,186 名 
全長：281m 乗組員数：927 名 
全幅：36.5m 喫水：8m 

ゆったりクルーズ旅行の“ここがポイント！” 
１） A380 の総二階建て飛行機で 2階にあるプレミアムエコノミー席を利用！ 

ゆとりあるシートでらくらく空の旅！ ※ただし国際線のみ、日本国内線は普通席でのご案内です 

２） クルーズ船は「動くホテル」！寝て食べてくつろいでいる間に次の目的地に到着！ 

３）船内７連泊で疲れ知らずのゆったり快適な旅！ 

４）ハワイのベスト航程に 13 年連続選出される、寄港地の観光に 100 時間近くも時間を確保した 

ゆったりスケジュール！ 

５）プライドオブアメリカは、ハワイでクルーズツアーを提供している唯一のクルーズライン！ 

６）オアフ島、マウイ島、ハワイ島、カウアイ島のハワイ 4島に寄港する唯一のクルーズ！ 

７）船内にある 12のレストラン、9のバー＆ラウンジ＆カフェで、本格的なハワイグルメやフレンチ、   

イタリアンなどいつでも美食を楽しめる！ 

※写真は全てイメージです  



 

クルーズ滞在を楽しむためのＱ＆Ａ 

Ｑ.船内ではどんな服装をすれば良いですか？ 
堅苦しいドレスコードはありません。日中はリラックス
できる「リゾートカジュアル」で、夜はおしゃれを楽し
みながらナイトライフをお過ごし下さい。また船内での
共有施設では冷房がよく効いている場合がありますの
で、カーディガンや上着の持参をお勧め致します。 
また、甲板は滑りやすいため、デッキシューズなどゴム
底の靴をお勧め致します。日差しが強い場合もございま
すので、帽子やサングラス、日焼け止めが必需品です。 

Ｑ.持ち物は何が必要ですか？ 
通常の旅行用品のほか、常備薬は必ず、またできれば滞
在日数分より多めにお持ち下さい。なお、クルーズでは
下船前夜に荷物を預けるため、1 泊分の荷物が入るバッ
グがあると便利です。 

Ｑ.外国語が苦手です… 
公用語は英語ですが、乗務員・乗客ともに世界各国から
集まっており、皆フレンドリーなので心配はありませ
ん。日本語スタッフが常駐している場合もございます。 

Ｑ.精算方法はどうなりますか？ 
乗船時に登録したクレジットカードで決済可能です。船
内でのお支払いはクレジットカードで自動精算されま
す。下船前夜、または朝に利用明細がキャビンに届けら
れるので内容をご確認下さい。クルーズ中のチップも自
動加算されています。現金でのお支払いを希望される方
は、下船時の決められた時刻までにレセプションデスク
にてご精算となります。 

Ｑ.チップは必要ですか？ 
船内でのチップは 1 泊お一人様あたり約$14 が自動的
にチャージされるシステムの為、その都度のお支払いは
不要です。レストランやバーでのドリンク、スパをご利
用の場合は自動的に15％のチップが加算されますので
ご了承下さい。 

Ｑ.喫煙できますか？ 
キャビン内はバルコニーも含め禁煙、レストラン等公共
の場所も禁煙です。喫煙については指定された場所のみ
でお願い致します。 

Ｑ.キャビンの設備やアメニティは？ 
一般的なホテルの設備を備えたお部屋に、ドライヤー、
シャンプー、石鹸、タオルをご準備しております。髭剃
りや歯ブラシ、寝間着などは各自ご準備下さい。 

Ｑ.船内では何をして楽しめますか？ 
スポーツやヨガなどのフィットネスにプール、バーやデ
ィスコ、ハリウッドシアター、アロマスパやマッサージ、
迫力あるショーに多種多様なイベント・アクティビティ
が船内では提供されており、あなたの船上ライフを彩り
ます。したいことをしたい時に楽しんでいただける、そ
れがこのクルーズの魅力です。自由に飲んで、食べて、
遊んで、服装もダイニングもお好みに応じてご選択下さ
い。 

Ｑ.船内でかかる料金とその支払い方法は？ 
旅行代金には、キャビン（船室）料金、船内の無料レス
トランでのお食事代、船内設備使用料金、エンターテイ
メント参加料金などが含まれております。一部有料レス
トラン（スペシャリティレストラン）でのお食事、バー、
ラウンジ、レストランなどで注文されたお飲み物代、オ
プショナルツアー、ランドリーサービス、医療費、通信
費、船内でのお買い物、写真、エステ、マッサージなど
の個人的費用は別途お支払いが必要です。 

Ｑ.お食事はどうなっていますか？ 
基本的なお食事代は旅行代金に含まれております。お好
きな時間にお好きなものをお召し上がり下さい。さらに
24 時間無料のルームサービスもございます（深夜から
早朝のご利用にはデリバリーチャージが発生致しま
す）。プライドオブアメリカには無料レストランが 6 か
所、有料レストラン（スペシャリティレストラン）が 6
か所、合計 12 か所ございます。日本語メニューもござ
います。各レストランの営業時間は船内新聞にてご確認
下さい。なお、スペシャリティレストランは要予約で、
別途カバーチャージがかかります（お一人様につき
$15～）。 

Ｑ.船酔いが心配です 
気候の良い地域を選んで航海しますのでご安心下さい。
またプライドオブアメリカのような大きな船は横揺れ
に強く、スタビライザーという横揺れ防止装置がついて
おり、揺れの 75％をカットします。 

Ｑ.医療サービスを教えて下さい 
船内には医務室があり、緊急医療体制を整えておりま
す。ただし、常備薬は必ず滞在日数より多めにご携帯く
ださい。また、治療中の持病がある場合は、英文の診断
書をお持ちになることをお勧め致します。 

 

 

                   旅行条件（要約）                             

お客様との契約事項につきましては、当社のクルーズ約款、及び別途お渡しする最終日程にて当社の旅行業約款の定めるところによります。取引条件書面及び契約書面の一部は必ずお受け取り下さい。下記の取消料が適用となります。 

 【取消料について】 

旅行契約の解除日 取消料 旅行契約の解除日 取消料 

旅行開始の前日より起算して 
89 日前から 70 日前 

旅行代金の

10％ 
旅行開始の前日より起算して 

14 日前から 8 日前 
旅行代金の

45％ 

旅行開始の前日より起算して 
69 日前から 60 日前 

旅行代金の

17.5％ 
旅行開始の前日より起算して 

7 日前から前日まで 
旅行代金の

50％ 

旅行開始の前日より起算して 
59 日前から 15 日前 

旅行代金の

37.5％ 
旅行開始当日、開始後、 

又は無連絡不参加 
旅行代金の

100％ 
 
 
●総合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責任者です。この旅行の契約に関して 
担当者からの説明に不明な点があればご遠慮なくなく記載の取扱管理者へお問い合わせ下さい。 

 

 

 

【企画実施】南国交通株式会社 観光庁長官登録旅行業第 118 号(社)日本旅

行業協会正会員〒890-0053 鹿児島市中央町 18-1 TEL：099－254－8111 

FAX：099－255－4831 総合旅行業務取扱管理者：西 園 大 晃 

南国交通トラベルサービス本社営業所 
観光庁長官登録旅行業第 118 号 
〒890-0053 
鹿児島市中央町 18-1 南国センタービル 3 階 

TEL：099-254-8111 
FAX：099-255-4831 


