
‘OLI‘OLIフットワーク郊外ルート
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3 オアフ島の東方面、大人気のローカルタウン、
カイルアに行く往復シャトル。

‘ＯＬＩ‘ＯＬＩシャトルカイルア

‘OLI‘OLIスニーカー
〈見どころ撮りどころ満載！
 オアフ島縦断ルート〉
写真撮影に絶好のスポットを巡る、初めてハワイの方にもおすすめのコースです。
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ドライバー兼

日本語ガイド付き
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ハワイの風を感じながら楽しめるワイキキ沖海上遊覧です。

‘OLI‘OLIオーシャン・
 スニーカー〈海上遊覧ルート〉 

船上での
日本語ガイド付き

シーライフパークを拠点に、‘OLI‘OLI絶景ホッピングバスでハワイのダイナ
ミックな大自然を満喫しよう！ Tギャラリア by DFS→シーライフパークまでは、
日本語ガイドが東海岸エリアについて車窓で観光案内をします！

‘ＯＬＩ‘ＯＬＩ シャトル
東海岸＆絶景ホッピングバス
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1 ■�赤い表紙「プレミアスタイル�ハワイ」、「旅と挙式�新郎新婦コース・同行者コース」�
にご参加のお客様は全ルート追加代金なし！

写真撮影に絶好のスポットを巡る、初めてハワイの方にもおすすめのコースです。

日本語ガイド付き

シーライフパークを拠点に、‘OLI‘OLI絶景ホッピングバスでハワイのダイナ
ミックな大自然を満喫しよう！ Tギャラリア by DFS→シーライフパークまでは、
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ココマリーナセンター

シーライフ・パーク 

マカプウ・トレイル 

サンディ・ビーチ Tギャラリア by DFS  または
‘OLI‘OLIステーション・ アラモアナ　

カイルア
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詳細はWebもチェック 検 索オリオリハワイドットコム

シーライフパーク空撮（イメージ）

※�絶景ホッピングバスは
事前予約不要

日本事前予約要

［ ハナウマ湾ルート／マカプウ・トレイルルート］
‘OLI‘OLIシャトル東海岸 ＆RO

UTE
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ワイキキから「‘OLI‘OLIシャトル東海岸」で、シーライフパークにGo！
シーライフパーク到着後はシーライフパーク内でのオプショナルツアーに
参加したり、「‘OLI‘OLI絶景ホッピングバス」に乗り換えて、
東海岸の人気ポイントを気軽に“はしご”できます。

ルックJTB
オリジナル

東海岸
散策マップ

付き！

運行スケジュール
‘OLI‘OLIシャトル東海岸

■�運行日�：�火・日曜日を除く毎日（但し、7/4、11/26、
������������� �12/13・25、2021年1/1を除く）
■所要時間�：��＜シーライフパーク到着後の滞在3時間
�����������������コース＞約5時間　＜シーライフパーク到着
���������������後の滞在5時間コース＞約7時間
■含まれるもの�：���送迎（Tギャラリア�by�DFS↕シーラ
��������������� ������イフパーク）、シーライフパーク入場料、
��������������������‘OLI‘OLI絶景ホッピングバス乗車料、
����������������������ルックJTBオリジナル東海岸散策マップ
※ハナウマ湾での遊泳には、入場料の支払いとビデオ鑑
賞が必要となります。入場料はお1人7.50USドル（12歳
以下無料）。2019年10月1日現在の情報です。

シーライフパークで案内を聞いた後は、自由行動！ お帰りの時間はお間違えのないようにご注意ください。

オアフ島の魅力について車窓観光案内をいたします。

復
路 13:15 14：15頃

15:15 16：15頃

シーライフパーク Tギャラリア�by�DFS往
路 9：15 10：15頃

シーライフパークTギャラリア�by�DFS

日本語ガイド付（往路のみ）

※閉園の場合、ハナウマ湾には停車しません。 ■お迎えのみ ■お迎えのみ

‘OLI‘OLI絶景ホッピングバス

ハナウマ湾ルートの利用方や楽しみ方を車内にてご案内いたします。
ハナウマ湾ルート 約45分間隔

便

1 10：30 10：45 10：50 10：55 11：05
2 11：15 11：30 11：35 11：40 11：50
3 12：00 12：15 12：20 12：25 12：35
4 12：45 13：00 13：05 13：10 13：20
5 13：30 13：45 13：50 13：55 14：05
6 - 14：30 14：35 14：40 14：50

シーライフ
パーク

ココマリーナ
センター

サンディ
ビーチハナウマ湾 シーライフ

パーク

マカプウ・トレイルルート 約30分間隔
便
1 10：40 10：50 11：00
2 11：10 11：20 11：30
3 11：40 11：50 12：00
4 12：10 12：20 12：30
5 12：40 12：50 13：00
6 13：10 13：20 13：30
7 13：40 13：50 14：00
8 − 14：20 14：30
9 − 14：50 15：00

シーライフパーク シーライフパークマカプウ・トレイル
日本語ガイド付

シーライフパークを楽しもう！
〈‘OLI‘OLIシャトル東海岸 〉

ココマリーナセンター
ハナウマ湾
サンディビーチ

マカプウ・
トレイル

絶景でハイキング！

‘OLI‘OLI 絶景
ホッピングバス

ハナウマ湾ルート

‘OLI‘OLI 絶景
ホッピングバス

マカプウ・トレイルルート

さらに選べる！

２つの絶景ルート

イルカやペンギンなど、海の生物に会える！

泳げる絶景！ ショッピングも
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ハナウマ湾

シーライフ・
パーク 

ハナウマ湾
ココマリーナセンターココマリーナセンター

サンディ・ビーチ

‘OLI‘OLI
シャトル東海岸

Tギャラリア by DFS

マカプウ・トレイルマカプウ・トレイルマカプウ・トレイル

ハナウマ湾ルート

マカプウ・トレイル
ルート

往路バス車内では
オアフ島の魅力に
ついて日本語で

ご案内をいたします。

ドルフィン・エンカウンター

$143
‘OLI‘OLI
特別料金

通常料金 $157

ドルフィン・エンカウンター
（イメージ）

水につかりながら、イルカとキスをしたり、
ダイナミックなジャンプを間近で観察できます。

プログラム所要時間：11：00～約45分
（水中は約30分） 
定員：6名
対象年齢6歳以上

シーライフパークでは！ シーライフパークはオアフ島東海岸にあるマリンパーク。入場料が含まれているので、園内を散策しなが
ら海洋生物や、鳥を見学したり、園内滞在中に実施するショーも楽しめます。（一部プログラムは有料）。

 シーライフパークの見所を、園内スタッフが日本語でご案内します。
■1日2回実施：10：30から約30分／14：00から約30分　
■定員：各回20名（おとな／こども／幼児計）　
■希望者のみ対象／実施当日先着順　■実施日：火・日曜日を除く毎日

（但し、7/4、11/26、12/13・25、2021年1/1を除く）

オプショナルツアー

 ★マッコウクジラの骨／砂浜に打ち上げられたマッコウクジラの子供の骨を見学します。
★バックヤード訪問／イルカの生態系や行動について学びながら自由に泳ぎ回っているイ
ルカを間近で見ることが出来ます。
★ウォルフィンのいるプール／イルカとクジラのハイブリッドであるウォルフィン。世界
で生存している稀少なウォルフィンが園内にいる「ケカイマル」です。

‘OLI‘OLI園内ツアー 日本語案内付き！ 追加代金不要

シーライフパークを
さらに楽しむ ‘OLI‘OLIシャトル東海岸参加者対象 2ページ目記載の「オプショナルツアーのご注意」もあわせてご覧ください。

シーライフパークオプショナルツアー共通／● 料金はおとな・こども同額　● 最少催行人員：1名　● 運行事業者：シーライフパーク

ドルフィン・アロハ
（イメージ）

$60
‘OLI‘OLI
特別料金

通常料金 $94

1～2歳は無料

ドルフィン・アロハ

プログラム所要時間：11：10～約30分
（内、体験約20分）
定員：20名
対象年齢1歳以上

水の中に入らず、気軽にイルカと
ふれあえます。

ケカイマル
（イメージ）

オリオリハワイドットコム ブログ 検 索

現地スタッフBLOG 
ルックJTBオリオリハワイドットコム

「東海岸」を検索

リアルタイムな情報満載！！ 
現地スタッフ体験レポートはこちら！

YouTube 
JTB公式チャンネル

さらに動画でチェック！

ハナウマ湾（イメージ）

ハナウマ湾での遊泳には、
入場料支払いとビデオ鑑賞が必要となります。

‘OLI‘OLI 絶景ホッピングバス

ココマリーナセンター
人気の「ハナウマ湾ルート」にハワイカイの「ココマリーナセンター」停
留所が登場！ ロコに人気のスポットやお店に立ち寄ったり、海を眺め
ながらのんびりお食事することもできます。

※飲食はすべて別料金です。

人気のレナーズが、
ココマリーナセンターに
ワゴンで出店！

赤白のワゴンがかわいい！

レナーズ
ココマリーナセンターに

赤白のワゴンがかわいい！

ワゴン
（イメージ）

NEW

モエナ・カフェ

ロコモコや
パンケーキが人気！

メニューの一例

■�「ハワイアンアイランズ�ホノルル滞在コース」、黄色い表紙「ハワイ」、�
その他ルックJTB商品（ダイナミックJTBを除く）にご参加のお客様は�
追加代金なしで１ルート選べます！
2つ以上のルートをご希望のお客様は、
1ルートあたりお1人様2,000円（おとな・こども同額）でお楽しみいただけます！

■�「ダイナミックJTB」にご参加のお客様は、�
�1ルートあたりお1人様3,000円でお楽しみいただけます！

日本事前予約要

Tギャラリア by DFS→シーライフパーク
までは日本語ガイド付き

● 日本申し込みのみとなり、現地到着後の申し込みは承れません。カハラ・コオリナ滞在中は◆〜◆にはご参加いただけません。 
２ページ下に記載の「‘OLI‘OLIフットワーク郊外ルートのご案内」もあわせてご確認ください。
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モアナルア・ガーデン（イメージ）©Hitachi,Ltd,All�rights�reserved.
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日本事前予約要

‘OLI‘OLIスニーカー
オアフ島縦断ルート

■�運行日：毎日（ただし、11/26、12/13・25、2021年1/1を除く）
■�所要時間：約5時間　■�出発時間：Tギャラリア�by�DFS�9：45発
■�含まれるもの：バス観光、モアナルア・ガーデンの入場料

モアナルア・ガーデン

ハレイワ
ドール・プランテーション

Tギャラリア by DFS

※1 当日の天候やガーデン内で開催される行事によっては入場できない場合があります。その場合、車窓観光に変更となります。
※2 パイナップル・エクスプレスへの乗車、巨大ガーデン迷路に参加する時間はありません。　
※3 交通事情等により到着時間が変更となる場合があります。

ドライバー兼
日本語

ガイド付き

ハレイワ
タウン

散策マップ
付き！

■運行日：�毎日（ただし、4/26、11/26、12/13•25、2021年1/1を除く）
■所要時間：約6時間または約8時間（片道約50分）

電動自転車レンタル

※16歳未満はお申込みいただけません。18歳未満の方は保護
者の同伴および同意書へのご署名が必要です。

※ご参加の際には免責同意書への署名が必要です。
※当オプショナルツアーはカイルアシャトル申込者専用です。
※使用する電動自転車はアクセル付きです。電動式アシスト自

転車とは異なりますのでご注意ください。

電動自転車に乗って、日本語ガイドと一緒にカイル
アビーチとラニカイビーチを散策するツアーが新登
場！ガイドが撮影スポット、ショッピング、自然などの
話を織り交ぜながらご案内します。 レンタル料金（お1人様）12USドル（1台1時間あたり）

条件など詳細やご予約方法はこちらでご確認ください。	
www.honolulu-e-bicycle.com

自由にカイルアを散策したいならこちらがおすすめです。電動自転車（イメージ）

右記記載の「オプショナルツアーのご注意」もあわせてご覧ください。

■実施日：毎日（ただし、4/26、11/26、12/13•25•31、2021年1/1を除く）　
■所要時間：約90分　■開始時間：10：15／12：15（1日2回）
■定員：各回12名　■含まれるもの：電動自転車・専用チェーン
のレンタル、自転車保険、損害保険、水（ペットボトル1本）、
ヘルメット　■最少催行人員：2名
■運行事業者：Aloha E-Bicycle（現地法人）

カイルアシャトル降車後、送迎車にて「22カイルア」へ移動
ガイドより説明、操作練習（約15分）
　　　↓
「22カイルア」出発（移動約20分）　
　　　↓	 	
カイルアビーチ、ラニカイビーチ
　　　↓
「22カイルア」へ（移動約25分）
　　　↓
「22カイルア」到着、解散

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
一
例

追加料金（お1人様） 60USドル

レンタル料金要

JTB限定 電動自転車ツアー

（日本語ガイド付き）新登場！

各ビーチの
滞在時間は
約10分です

日本事前予約要‘OLI‘OLIシャトル カイルア

●片道のみのご利用はできません。
●カイルア到着後の復路便の時間の
変更はできません。事前にご予約の便
をご利用ください。

スケジュール

4時間滞在と6時間滞在から選べます。

往
路

復
路

カ
イ
ル
ア
滞
在

Tギャラリア�by�DFS発
8:45

カイルア着
9：35頃

‘OLI‘OLIステーション・アラモアナ（希望者のみ下車可）→
Tギャラリア�by�DFS着

カイルア発
13:45 15:30

カイルア
散策マップ

付き！

カイルアビーチ（イメージ）

写真：‘OLI‘OLIオーシャン・スニーカーと
ワイキキビーチとダイヤモンドヘッド（空撮／イメージ）
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‘OLI‘OLIオーシャン・
 スニーカー

〈海上遊覧ルート〉

船上では
日本語ガイド

が楽しく
ご案内！

ワイキキ
エリアからの

送迎付き！

■運行日：毎日2便（7/20〜8/31は3便）
■�所要時間：約2〜2時間30分（内船上は約1時間）�
■�船の出航時間：ケワロ湾発　�
9:00/11:00（加えて、7/20〜8/31のみ13：00）�
ワイキキ地区出発：出航の約60分前　�
ワイキキ地区帰着：遊覧終了後約30分
■�含まれるもの：ワイキキ地区からの往復送迎、遊覧、�
ソフトドリンクまたは水（1本）
■定員：1便あたり49名��
※ご参加の際には免責同意書への署名が必要です。
※天候・安全上の理由等により、船が遅延、欠航または�
　コース変更、代替の船（ガラスの船底がないタイプ）�
　となる場合があります。

郊外ルート❶〜❹　●天候、季節、現地事情、時間帯等で運行ルートおよびスケジュールが変更
となる場合があります。 ●ルックJTB以外のお客様とご一緒になる場合があります。 ●日本出発の4日前ま
でに販売店にお申し込みください。現地でのお申し込みはできません。 ●席に限りがあり、満員のため希望
日にご参加いただけない場合がありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。 ●到着日のご予約の
場合、フライトスケジュールをご確認の上、お申し込みください。 ●ホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港
到着日に参加券（幼児を除く）をお渡しします。参加日当日、集合場所にて参加券を現地係員にお渡しくださ
い。 ●参加券はお申し込みのご本人のみご利用いただけます（他人への譲渡不可）。なお、ご利用にならな
かった場合でも払い戻しはありません。郊外ルート❶の復路、❸では観光案内はありません。 ●12歳未満の
お子様のご参加には保護者の同伴が必要です。 ●ご参加の際には‘OLI‘OLIカードをご持参ください。

郊外ルート❶'OLI'OLIシャトル東海岸＆絶景ホッピングバス
●途中離団はできません。 ●集合場所には出発時刻の約10分前にご集合ください。 ●絶景ホッピン
グバスは道路状況等によりスケジュールやルートが変更になる場合があります。現地でお渡しするマッ
プまたは係員のご案内にてご確認ください。 ●絶景ホッピングバスは事前予約不要です。満席の場
合、次の便にご乗車いただきます。万が一最終バスに乗り遅れた場合は、市バス（The Bus）またはオ
リオリタクシーをご利用ください。 ●シーライフパーク到着後の復路便の時間変更はできません。事
前に予約した便をご利用ください。 ●JTBオリジナル東海岸散策マップは当ルートご参加の当日お渡
しします。 ●復路：ワイキキへは、シーライフパーク出発から約1時間後に帰着予定ですが、交通事情
等の事情により変更となる場合があります。 ●'OLI'OLIシャトル東海岸ご乗車前にはTギャラリア by 
DFSで受付、'OLI'OLI絶景ホッピングバスご乗車の際にはドライバーに'OLI'OLIカードをご提示くだ
さい。 ●シーライフパーク内でお買い物の際、クレジットカードをご利用の場合には、身分証明書の提
示を求められます。写真付身分証明書のコピーや写真でも構いません。ご了承ください。 <ハナウマ
湾について（2019年10月1日現在の情報です。予告なく変更となる場合があります）>●'OLI'OLI絶
景ホッピングバス降車後は、展望台やビーチをご自由に散策できます。 ●ハナウマ湾で遊泳される場
合、'OLI'OLIシャトル東海岸は、シーライフパーク到着後の滞在約5時間をご予約ください。 ●ハナウ
マ湾での遊泳には、入場料支払いとビデオ鑑賞が必要となります。 ●入場料お1人7.50USドル（12
歳以下無料。展望台のみの場合は不要）が必要です。 ●入口で環境保護に関するビデオ鑑賞が義務
付られています（約9分間、一度見れば1年間免除）。 ●ビーチまでのトロリーサービス（下り・上り各
1.25USドル）があります。 ●有料ロッカー（小10.00USドル／大12.00USドル）、レンタルグッズ（シュ
ノーケルセット20.00USドル～等）、入口付近に売店（軽食）があります。 ●車いすご利用の方も入場
できます（ただし、急な坂道あり）。 ●トイレ、トイレ内更衣スペース、ライフガードもあります。 ●泳ぐ方
はタオルをご持参の上、あらかじめ水着を着用される事をおすすめします。　<マカプウ・トレイルルー
トについて>●当日シーライフパーク到着後に受付（1台につき定員約15名）。 ●トレイル入口から
は自由解散となります。頂上までは道路が舗装された一本道の初心者向けハイキングコースです（往
復約60～90分程度です）。 ●歩きやすい靴や動きやすい服装でご参加ください。 ●海風はあります
が、日よけがない為、日焼け止め対策や水分補給等は各自ご準備ください。 ●天候等の事情により、
内容の変更、中止となる場合があります。 〈車いす対応について〉●折り畳み式車いす（電動も可）を
ご利用で、介助の同行者がいればバスの乗車が可能な場合は、ご参加いただけます。ただし、マカプ
ウ・トレイルルートの車両には電動車いすはご利用いただけません。ハナウマ湾ルートは車いすでの乗
車は可能ですが、階段が多いハナウマ湾停留所や砂浜のサンディ・ビーチ停留所での下車はおすすめ
いたしません。 ●電動車いすはサイズおよび重量によっては対応できない場合があります。 ●お客様
ご自身（または介助の方と一緒に）で車いすを折り畳み、車両に預け、ご乗車、ご着席いただきます。

Ｐ 11　ルックＪＴＢアプリ

‘OLI‘OLIフットワーク郊外ルートのご案内

①ドルフィン・アロハ／
②ドルフィン・エンカウンター

〈'OLI'OLIシャトル東海岸参加者対象  'OLI'OLI特別料金オプショナルツアー〉

①ドルフィン・アロハ　●1歳以上の方が対象となります。12歳以下のお子様には18歳以上の大人の同伴が
必要となります（最大4人のお子様に大人1人）。同伴者もお申込みの上、同額をお支払ください。 ●妊娠してい
る方もご参加できます。 ●プログラムに参加しない同行者は、プログラム実施エリアでの見学はできません。　
●バックステージプールへは、見学の方は入れません。 ●ご自身のカメラで撮影はできません。ただし、プログ
ラム中に撮影した写真の販売がございます。　②ドルフィン・エンカウンター　 ●6歳以上の方が対象となりま
す。 ●6・7歳のお子様には18歳以上の大人の同伴が必要です。同伴者もお申し込みの上、記載の料金をお支
払いください。8～17歳までのお1人参加の場合は、保護者の同意書が必要です。 ●プログラムに参加しない

・電動自転車ツアー（日本語ガイド付き）

〈'OLI'OLIシャトルカイルア参加者対象 'OLI'OLI特別料金
オプショナルツアー〉

●数に限りがありますので、日本でのお申し込みをお勧めします。<日本申込み>日本出発４日前までに、
販売店でお申し込み下さい。現地到着後、'OLI'OLIステーション・アラモアナまたは各'OLI'OLIプラザにて
お支払いください。<現地申込み>'OLI'OLIステーション・アラモアナおよび各'OLI'OLIプラザにて残席
がある場合のみ、実施日の２日前までにお申込みいただけます。22カイルアで予備在庫がある場合のみ、
参加当日にお申し込みいただけます。 ●動きやすい服装でご参加ください。ハイヒール、サンダルなど自
転車に不向きな履物はお避け下さい ●天候不良その他の理由により、当日急遽催行中止となる場合が
あります。 ●ハワイ州の法案により16歳未満の電動自転車への乗車は禁じられています。16歳および
17歳の方の参加には、18歳以上の方の同伴が必要です。16歳および17歳の方の参加には、18歳以上
の方の免責同意書への署名が必要です。 ●ご参加にあたっての推奨身長は約145cm以上です。

ツアー前に電動自転車の乗り方、安全運転の基本、ハワイの交通ルールやマナーについてガイドより
ご説明します。ガイドが危険と判断した際は、ツアー参加をお断りする場合があります。電動自転車の
使用には危険が伴います。交通ルールやマナーを遵守し、常に安全を確認のうえご利用ください。ツ
アー参加時は安全のためヘルメットの装着が必須です。法律により自転車は基本的にバイクレーンま
たは車道を走ります。走行中、写真や動画の撮影はできません。

特にご注意ください

●旅行形態はお客様と販売店との間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。　●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オプショナルツアー実施日にあたる日本
出発2020年4月11日～12月22日出発のコースに適用されます。 ●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、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。 ●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。同行者料金の設定がある場
合を除き、同伴者も大人の正規料金が必要です。 ●お申し込みは日本（お申し込み販売店まで）、または現地（‘OLI‘OLI
ステーション・アラモアナ、‘ＯＬＩ‘ＯＬＩプラザや‘OLI‘OLIインフォメーションセンターなど）にてお受けいたします。料金は現
地にてUSドルまたは「ダイナース」「マスター」「VISA」「JCB」のクレジットカードまたはトラベラーズチェック（トーマスクッ
ク社発行のものは除く）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。 ●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。 ●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・帰着予定時間、
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。 ●天候、交通事情、その他の事情により、実施日、場所、ス
ケジュール、内容の変更、またはツアーを中止することがあります。 ●ルックJTB以外のお客様とご一緒になることがあ
ります。予めご了承ください。 ●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。

〈オプショナルツアーのご注意〉

郊外ルート❹‘OLI‘OLIオーシャンスニーカー　
●海には入りませんが、濡れても良い服装やすべりにくい履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。 ●船では日本語を話すスタッフが乗
船し、安全説明ならびに船上からの眺めなどをご案内します。 ●日焼け止め、サングラス、帽子は各自
ご用意ください。 ●船内には男女共用のトイレが1つあります。 ●送迎車は英語を話すドライバーです。  
●車いすおよ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。

同行者は、プールの柵の外から見学可能です（申込不要）。　●健康状態が良好であること（妊娠されている方な
どはご参加いただけません）。　●水に入るプログラムですが、イルカと共に泳ぐツアーではありません。 ●水中
へのカメラの持ち込みはできません。ただし、プログラム中に撮影した写真の販売がございます。　<①・②共通
のご案内・料金>●'OLI'OLIシャトル東海岸にご参加の方にお申し込みいただける特別プログラムです。 ●取消
料：実施日の2日前11時以降50％、17時以降100％。 ●参加券はホノルル到着後のお支払い時にお渡ししま
す。 ●同行者の料金は設定ありません（ただし、①の同行者は参加者と同様のお申し込みが必要です）。 ●②に
ご参加の方：水着、タオル、ビーチサンダルをご用意ください。更衣室、有料ロッカー、シャワーは利用できます。 
●事前申し込みされた方は、現地JTBデスクでのお支払いが必要です。空席がある場合にのみ、当日シーライフ
パークでの販売も行いますが、その場合には、直接シーライフパークへお支払いください。
特にご注意ください

●貴金属類（ピアスを含む）やメガネ、サングラス、ブレスレット、ネックレス、ヘアタイ等、水に落ちてしまう
可能性のあるものはプールや水槽内にお持ち込みいただけませんので、必ず外してください。万一外すこ
とができない場合、プログラムにご参加いただけません。その場合の払い戻しもありませんので、ご了承
ください。また、ラインストーン等の装飾付ネイル、長い付けツメ等、イルカや生物を傷つける可能性があ
ると認められた場合は、無料のレンタル手袋やリーフシューズを着用してご参加いただけます。ただし、手
袋やシューズ着用でネイル装飾などが破損した場合の補償・責任は負えませんのでご了承ください。

スケジュール
		9：45	 	Tギャラリア by DFS発
  モアナルア・ガーデン※1（下車／約15分）
  ドール・プランテーション※2（下車／約30分）

12：00頃	 	ハレイワ（自由散策／約90分） 
　　　　　　‘OLI‘OLIステーション・アラモアナ（希望者のみ下車可）

14：45頃	  Tギャラリア by DFS着※3

RO
UTE

3

‘OLI‘OLIフットワーク郊外ルート

〈‘OLI‘OLIフットワーク郊外ルート共通のご案内〉●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
出発日を基準に基本コース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。　●当ご案内書面をもって
ルックJTB旅行条件書第5項の（1）（弊社旅行業約款募集型企画旅行の部　第9条第1項）に述べられた「契約書面」の一部とさせていただきます。 ボンド保証会員　一般社団法人　日本旅行業協会正会員

詳細はWebもチェック 検 索オリオリハワイドットコム

YouTube 
JTB公式チャンネル

さらに動画でチェック！

見どころ満載のオアフ島縦断の旅へ！ドライバー兼日本語ガイドがご案内する
オールドハワイの趣を残す街「ハレイワ」を目指すオアフ島縦断の旅。

海上からワイキキビーチや
ダイヤモンドヘッドを眺める絶景遊覧！
ウクレレ奏者とともに
お楽しみください。

オアフ島の東、人気のローカルタウン「カイルア」でショッピングや
グルメを楽しみたい方に便利なシャトル。

日本事前予約要




