ルックJTBとJTBお買得旅をお申し込みのお客様対象！

日本申込・日本円払いのオプショナルツアーを多数ご用意！
ここが
うれしい！

★日本出発前に日本円でお支払いが完了できるので、
為替変動の影響がありません。
★現地でのお支払いの必要がないので、余分なお金を
持たずにおでかけできて、ご旅行の予算もたてやすい！

■実施期間：2016年4月1日〜2017年3月31日
■お申し込み場所：ご旅行をお申し込みの販売店
■取消料：実施日の7日前以降 ............................ 料金の50％
実施日の4日前以降 .......................... 料金の100％
●2ページの
「オプショナルツアー共通のご案内とご注意」
を必ずご覧ください。

観光／アクティビティー
定番ポイント＆人気スポットにご案内！

オアフ島一周よくばり観光

昼食付

定番ポイントを押さえつつ、ノースショアでのフリータイム、
ガーリック･シュリンプのランチ、人気のパワースポットへの
立ち寄りなどを盛り込んだ、よくばり派も納得の充実プランです。
●料金：おとな・こども 13,800円
●毎日
（但し、11/24、12/11・25、1/1を除く）
（イメージ）
クカニロコ
●ホテル出発予定時間：08:00前後〜
●所要時間：約8時間 ●最少催行人員：2名
●料金に含まれるもの：モアナルア・ガーデン入場料、昼食
（プレートランチと飲み物）
、
マラサダ
（お1人様につき1個）
●ガイド：日本語ガイド
（往復送迎は英語または日本語を話すドライバー） ●運行事業者：Blue Wave Tour, Inc.
（現地法人）

ガーリック・シュリン
プのランチ風景
（イメージ）

●食事内容および立ち寄り観光ポイントは予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。 ●海がめは野生動物のため、ご覧いただけない場合もあります。

東京ドーム約450個分の広さ！

クアロア牧場でハワイを満喫！ 昼食付

広大な牧場内での人気の乗馬や四輪バギー、様々なアクティビティーコースからお選びいただけるエクスペリエンス・パッケージなど、
アクティブ派から自然探求派までご満足いただけるツアーをお楽しみください。

＜各パッケージ共通＞●毎日
（但し、12/11・25、1/1を除く）
●ホテル出発予定時間：6:50前後〜 ●所要時間：約8時間30分 ●最少催行人員：1名
●料金に含まれるもの：各パッケージ・アクティビティー、昼食
（ビュッフェ）
、飲み物
●ガイド：日本語ガイド/インストラクターは日本語または英語
（往復送迎は英語ドライバー）
●運行事業者：クアロア・ランチ・ハワイ
（現地法人）
●当ツアーにご参加の際には免責同意書への署名が必要です。

参加条件

10歳以上、
140㎝以上、105㎏未満 確約
＊妊婦の方は参加不可

エクスペリエンス
パッケージ

確約

−

カアアヴァ・谷のコース
（約90分）
年齢制限なし
可能
●映画＆TVロケ地・
（12歳以下はおとな同伴）
バスツアー
●牧場＆農園ツアー

可能

可能

クアロア＆ハキプウ・ 3歳以上
山のコース
（約90分）（12歳以下はおとな同伴）
可能
●ジャングル探検ツアー ＊妊婦の方、背部痛の方
●歴史散策ハイキング は参加不可

可能

可能

モリイ・海のコース
年齢制限なし
可能
（約90分）
（12歳以下はおとな同伴）
●カネオヘ湾クルーズ

可能

可能

古代養魚池＆ガーデン
年齢制限なし
ツアー
（約90分）
可能
●ハワイアンフィッシュ （12歳以下はおとな同伴）
ポンド＆ガーデンツアー

可能

可能

可能

可能

−

★下記の選択は2種目分となります
シークレット・アイランド
（約180分）
●プライベートビーチ
年齢制限なし
可能
散策
（12歳以下はおとな同伴）
●ビーチ・アクティビ
ティー
（インストラ
クターなし）

カネオヘ湾クルーズ
（イメージ）

エクス
四輪
ペリエ
バギー
ンス
−

16歳以上
（18歳未満は
四輪バギー
（約60分） 保護者の署名）
＊妊婦の方は参加不可

●四輪バギー60分＋エクスペリエンス2種目
●料金：おとな・こども 19,800円

乗馬

エクスペリエンスコース

●乗馬60分＋エクスペリエンス2種目
●料金：おとな・こども 19,800円

パッケージの種類

−

乗馬
（約60分）

四輪バギー
（イメージ）

乗馬
（イメージ）

アクティビティーの
種類
確約コース

四輪バギー
パッケージ

乗馬
パッケージ

各パッケージの参加種目は下のコースからお選びください。

映画＆ロケ地バスツアー
（イメージ）

●エクスペリエンス3種目 ●料金：おとな・こども 15,800円

※エクスペリエンス90分コースの
「モリイ・海のコース」
のカネオヘ湾クルーズ
は日曜、祝日
（5/30、7/4、9/5、10/10、11/11・24、12/26、2017年1/2・
16、2/20）
はお休みです。
※18歳未満の方は保護者の同伴が必要です。
※下記の
【アクティビティー共通のご案内】
を必ずお読みください。

アクティビティー共通のご案内 ●確約コース以外のアクティビティーは現地での受付となります。当日の予約状況によりご希望の種目にご参加いただけない場合がありますので予めご了承くださ
い。 ●参加するアクティビティーに適した服装にてご参加ください。
（乗馬は長ズボンと運動靴、四輪バギーは運動靴着用が必要）
。また着替えの衣服のご用意をおすすめします。 ●日焼け止め、
タ
オル、水着などは各自ご用意ください。

＿ ページ 1 ＿

海遊び／エンターテインメント
マリンブルーに浮き出る幻のサンドバー！

天使の海 ピクニックセイル

昼食付

海の真ん中に現れる浅瀬のサンドバー
（砂州）
は天国からの贈り物。
珊瑚礁に囲まれているカネオヘ湾はクルージングをしながらウミガメに遭遇するチャンスもいっぱい！
スイミングや干潮時のわずかな時間だけ現れる幻のサンドバー・天使の海をお楽しみください。
●料金：おとな・こども 13,800円
●月〜土曜(但し、5/30、7/4、9/5、10/10、11/11・24、12/26、1/2・16、2/20を除く)
●ホテル出発予定時間：9：00頃〜
●所要時間：約6時間30分 ●最少催行人員：2名
シュノーケル用具・ライフベスト・浮具の無料レンタル
●料金に含まれるもの：昼食、飲み物、
●ガイド：日本語を話すスタッフ
（往復送迎は日本語または英語を話すドライバー）
●運行事業者：オール・ハワイ・クルーズ
（現地法人）

天使の海
（イメージ）

●18歳未満の方は親権者の同伴が必要です。 ●日焼け止め、タオルは各自ご用意ください。また水着はあらか
じめ着用してご参加ください。 ●サンドバーは季節や天候により潮の満ち引きが異なり、水位や見え方は変わ
りますので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カ月以内に
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
由により現地で参加をお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。 ●3歳未満のお子様は無料
となります。ご予約の際にお申し出ください。 ●ウミガメは野生のためご覧いただけない場合があります。

イルカ観察クルーズやシュノーケル天国を楽しもう！

ドルフィン・ウオッチング＆シュノーケル

昼食付

イルカ観察と楽園シュノーケリングが楽しめる！ワイキキの喧騒から離れたウエスト・オアフで、
人懐こいイルカを始め、青ウミガメやマンタなどの珍しい野生の海洋生物に出会えるチャンスもいっぱい！
ファミリーからカップルまでご満足いただけるツアーです。
●料金：おとな・こども 16,800円
●毎日(但し、6/18・19、11/24、12/11・25、1/1を除く)
●ホテル出発予定時間：9：50頃〜
●所要時間：約6時間30分 ●最少催行人員：1名
●料金に含まれるもの：昼食、デザート、アイスウォーター、シュノーケル用具のレンタル
●ガイド：日本語の案内書
（往復送迎は英語を話すドライバー）
●運行事業者：スター・オブ・ホノルル・クルーズ＆イベント
（現地法人）

●当ツアーにご参加の際には免責同意書への署名が必要です。 ●18歳未満の方は親権者の同伴が必要です。 ●イルカをご
覧いただけなかった場合は、午前出発【ドルフィン・ウォッチング＆ウエスト・オアフ・クルーズ】の乗船券（送迎・昼食・シュノーケルは含
まれません）を進呈。返金はありませんので予めご了承ください。 ●お申し込み時には幼児を含めた参加人数の報告が必要です。
●水着、タオル、日焼け止めは各自ご用意ください。 ●ベジタリアン・バーガーもご用意いたします。ご希望の方は参加前日の
12:00までにお申し出ください。 ●船内では別料金にてドリンク類をご購入いただけます。 ●上記海洋生物は野生のためご覧
いただけない場合があります。 ●当ツアーでのシュノーケルは、イルカやウミガメと泳ぐことを目的としたツアーではありません。

圧巻！ハワイ最大のテーマパークでポリネシア文化を体験！

ポリネシアカルチャーセンター

ハワイ伝統の華やかなショーを体験！

夕食付

ポリネシアの島々を再現した村を訪れるビレッジツアーでは
各島々の文化様式や遊びを体験！
夕食ビュッフェの後は、100名以上のキャストが登場する豪華ショーにご案内。
ファイヤーダンスやダイナミックな踊りの数々でハワイの夜をお楽しみください。
スタンダード、デラックスの2つのプランからお選びいただけます。
＜各プラン共通＞●月〜土曜(但し、11/24を除く)
●ホテル出発予定時間：12：30頃〜
●所要時間：約10時間 ●最少催行人員：1名
●料金に含まれるもの：夕食
（ビュッフェ）
、
飲み物、
ビレッジ・ツアー、
イブニングショー
●ガイド：日本語を話すガイド
（往復送迎は英語を話すドライバー）
●運行事業者：ポリネシア・カルチャー・センター
（現地法人）
＜共通のご注意＞●夕食とショーの時間が入れ替わる場合が
あります。 ●ビレッジツアーのみガイドが付きます。 ●イブ
ニングショーの撮影は禁止されています。 ●ポリネシア・カ
ルチャー・センター内ではアルコール飲料の提供/販売はあり
ません。

スタンダード

（イメージ）
ビレッジ・ツアー

●料金：おとな・こども

12,800円

●スタンダード席

デラックス

●料金：おとな・こども

19,800円

シュノーケリング
（イメージ）

イブニングショー
（イメージ）

●デラックス席、
レイ、パイナップル・ディライト・アイスクリーム
（イブニング
ショー休憩時間中に引き換え）
、お土産
（村のDVD）
付き

ワイキキ・スターライト・ルアウ
（スタンダード）

夕食付

ポリネシアン・クラフトやゲームなどの
アクティビティーを通して太平洋のユニークな文化に
ふれた後は、美しいフラやダイナミックな
マオリ勇者のダンスなどをお楽しみください。
●料金：おとな・こども 12,800円
●日〜木曜日
（但し、11/24、12/25、1/1を除く）
●チェックイン時間：17:15前後〜
●所要時間：約3時間30分 ●最少催行人員：1名
（ビュッフェ）
、飲み物2杯、
レイ、
ルアウショー
●料金に含まれるもの：夕食
●ガイド：英語を話すスタッフ
（現地法人）
●運行事業者：ヒルトン・ハワイアン・ワイキキ・ビーチ・リゾート

●送迎は含まれません。各自ヒルトン・ハワイア
ン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート内、ミッ
ド・パシフィック・コンファレンス・センターの6
階へ進み、さらに中2階のルーフ・トップ・ガー
デンにご集合ください。 ●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
ポート等の写真付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。
●夜間は肌寒くなりますので、上着をご着用く
ださい。 ●4歳未満のお子様は無料となりま
す
（座席＆食事付き）。ご予約の際にお申し出く
ださい。

ワイキキ・スターライト・
ルアウ
（イメージ）

オプショナルツアー共通のご案内とご注意
●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2016年4月1日〜2017年3
月31日までに実施されるオプショナルツアーに適用されます。料金については、おとな・こどもお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、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。送迎がない場合、ご自身で集
合場所までお越しください。 ●税金ならびにアメリカ合衆国が定める空港税等は2016年2月1日
現在のものです。 ●お申し込みは日本（ご旅行をお申し込みの販売店）にてお受けいたします。
●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。
●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。 ●オアフ島カハラ地区のホテルからは送迎が付かないツアーが一部あります。その場合は、

お客様ご自身で集合場所までお越しいただくことになります。また、カハラ地区発で送迎が付くツアーの
中には追加料金が必要となるツアーが一部あります。アウラニご滞在の方はオプショナルツアーに含ま
れる送迎はご利用いただけません。詳しくは販売店または現地係員にご確認ください。 ●表示してい
る所要時間は交通事情などにより変更になる場合があります。また、明記された時刻はホテル出発から
帰着までを表します。 ●表示している出発・帰着予定時間は目安であり、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【ガイド】に記載されている日本語ガイド、スタッフは日本人とは限りません。予
めご了承ください。 ●各オプショナルツアーの記載内容は2016年3月1日現在の内容です。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、ショーの内容、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。ただし、移動日の場合でも、ディナーショーなど
の夜のオプショナルツアーのみお受けします。 ●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または現地係員にご相談ください。 ●アル
コール飲料については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。 ●原則として朝食付きコースにご参加の場合や、
メモリアルプラン、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。 ●予約人
数により取消条件が異なる場合がありますので、お申し込み時にご確認ください。
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（2016年3月1日現在）

