到着日・滞在中のオアフ島観光プラン

到着日

オアフ島

安心の日本語ドライバーがタクシーで空港からまっすぐオアフ島観光へ

‘OLI
‘OLIタクシー観光プラン
■対象コース：下記参照

■定員：4名
（こども・幼児含む）

■所要時間：約2時間
（ただし、2019年11/28、
■実施日：毎日
12/8・25、2020年1/1を除く）
追加代金
（1台）

2019年4/20〜
2020年4/10出発まで

18,000円

■所要時間：約3時間
（ただし、2019年11/28、
■実施日：毎日
12/8・25、2020年1/1を除く）
追加代金
（1台）

2019年4/20〜
2020年4/10出発まで

26,000円

ホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港→
モアナルア・ガーデン※1
（入場料含む）
［下車約15分］→
イオラニ宮殿※2［下車約10分］→
カメハメハ大王像
［下車約10分］→
トップ・オブ・タンタラス
［下車約10分］
→ホテル

スケジュール

定番3時間観光コース

到着日にグループ単位のプライベート感覚でオアフ島観光を満喫！
小さなお子様連れの方や、
お年を召した方、
カップルにおすすめです。
日本語ドライバーで安心です！

スケジュール

気軽に2時間観光コース

日本事前予約要

気軽に2時間観光コース
定番3時間観光コース

タクシーの一例

オアフ島

ホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港→
モアナルア・ガーデン※1（入場料含む）
［下
車約15分］→イオラニ宮殿※2［下車約10
分］→カメハメハ大王像［下車約10分］→
トップ・オブ・タンタラス［下車約10分］→レ
ナーズ・ベーカリー（マラサダ別料金）
［下車
約20分］→ダイヤモンドヘッド・クレーター
外・ルックアウト［下車約5分］→ホテル

ご案内 ※1 当日の天候やイベント等で入場できない場合があります。その場合、
車窓観光となり下車いたしません。これに伴う入場料の返金はありません。
※2 イベント等により見学できない場合があります。●表示の追加代金は2019年
4月20日〜2020年4月10日出発までのお客様が対象となります。●日本出発の4
日前までに販売店にお申し込みください。 ●お客様の都合による延長はできませ
ん。また、お客様の都合によるルート変更はできません。 ●航空機の遅延等により

モアナルア・ガーデン

レナーズ・ベーカリー

イオラニ宮殿
カメハメハ大王像

ダイヤモンドヘッド・
クレーター外・ルックアウト

ご利用いただけない場合、100％の取消料がかかります。●交通事情や天候により
観光ルートや所要時間等スケジュールが変更となる場合があります。●スーツケー
スなどの大きなお荷物はホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港から別車両でご
宿泊ホテルへお届けします。但し、
カハラ／コオリナにご宿泊のお客様のお荷物は、
乗車するタクシーで一緒にお運びします。●州法によりタクシーでは乗客が助手席
および後部座席に座る場合、
シートベルトの着用が義務付けられております。

滞在中

オアフ島

トップ・オブ・タンタラス

ホノルル／ダニエル・K・イノウエ国際空港

日本事前予約要

日本語ドライバーがタクシーでオアフ島観光へご案内

‘OLI
‘OLIタクシー観光プラン
グループ単位のプライベート感覚でオアフ島観光を満喫！
小さなお子様連れの方や、
お年を召した方、
カップルにおすすめです。
日本語ドライバーで安心です！
■対象コース：下記参照

■定員：4名
（こども・幼児含む）

■所要時間：約3時間30分
（ただし、2019年5/24〜27、
■実施日：毎日
11/28、12/7・8・25、2020年1/1を除く）
■ホテル出発：9：00
追加代金
（1台）

カメハメハ大王像

ホテル→トップ・オブ・タンタラス
［下車約10分］→パンチ・ボウル
［車窓］→モアナルア・ガーデン※1
［ 下車約15分］→
（入場料含む）
アリゾナ記念館（ボートライドな
し）
［ 下車約40分］→イオラニ宮
殿※2［下車約10分］→カメハメ
ハ大王像［下車約10分］→ホテル

オアフ島

スケジュール

オアフ島満喫コース

2019年4/20〜
2020年4/10利用まで

モアナルア・ガーデン
©Hitachi,Ltd, All rights reserved.

34,000円

パールハーバー

イオラニ宮殿

※1 当日の天候やイベント等で入場できない場合があります。その場合、車窓観光となり下車いたしません。
これに伴う入場料の返金はありません。 ※2 イベント等により見学できない場合があります。

アリゾナ記念館

モアナルア・ガーデン
パンチ・ボウル
トップ・オブ・タンタラス

カメハメハ大王像

ご案内 ●表示の追加代金は2019年4月20日〜2020年4月10日利用までのお できません。 ●交通事情や天候により観光ルートや所要時間等スケジュールが変
客様が対象となります。●日本出発の4日前までに販売店にお申し込みください。 更となる場合があります。 ●州法によりタクシーでは乗客が助手席および後部座
●お客様の都合による延長はできません。また、お客様の都合によるルート変更は 席に座る場合、
シートベルトの着用が義務付けられております。

対象コース
〈到着日〉
‘OLI
‘OLIタクシー観光プラン
2時間コース／3時間コース
〈滞在中〉
‘OLI
‘OLIタクシー観光プラン
オアフ島満喫コース

マイセレクト
ホノルル

コオリナ/
ホノルル＋コオリナ/ ハワイ島/マウイ島/ ハワイ島/マウイ島/カウアイ島/
ホノルル+ハワイ島/
コオリナ/
カハラ
カウアイ島/ラナイ島全泊
ラナイ島+ホノルル
マウイ島/カウアイ島/ラナイ島
カハラ カハラ＋ホノルル

○

○

○

○

×

×

○

○

○

○

○

×

○※1

○※1

※1 ホノルル滞在中のみご利用いただけます。
〈
‘OLI
‘OLIタクシー観光プラン共通のご案内〉
●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をお申し込みのパンフレット裏表紙記載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。

滞在中

ホノルル／カハラ

ハワイに精通した日本語ドライバーがお好きなスポットへ！

‘OLI
‘OLIラグジュアリー・ハイヤー観光

ハワイに精通したドライバーが専用車でお客様のお好きな観光スポットへご案内！
観光ルートを自由につくることができるので、
お客様のペースに合わせて、観光、
ショッピング、
お食事をお楽しみいただけます。
■対象コース：下記参照
■定員：4名
（こども・幼児含む）
■実施日：毎日 ■ホテル出発：9：00

追加料金
（1台）
（単位USドル）

半日プラン
（4時間）
1日プラン
（8時間）

362
724

専用車
（イメージ）

〜半日プラン
（4時間）
・1日プラン
（8時間）
それぞれのモデルコースをご紹介！〜
■半日観光コース（約4時間／モデルコース）
〈絶景コース〉9：00出発
ホテル→ダイヤモンドヘッド・ビーチ・ルックアウトおよびダイヤモンドヘッド・クレーター
外展望台→プウイケナ・ビーチ・パーク
（ハワイカイに行く手前のビーチ、右手にはダイヤ
モンドヘッドやカハラエリア、左手にココヘッド）→ハナウマ湾展望台（トイレ休憩）※1→
ハロナ潮吹き穴→サンディービーチ→マカプウ・ルックアウト→ワイマナロ・ビーチ（近く
のショッピングセンターでトイレ休憩可能）→ヌウアヌ・パリ→モアナルア・ガーデン※2→
ケワロ湾またはカカアコ・ビーチ・パーク→時間が余れば臨機応変にお客様のお好きなと
ころへご案内→ホテル

ハナウマ湾展望台
（イメージ）

〈ハネムーナー、カップルにおすすめコース〉14:00または15:00出発

当コースご希望の場合は、希望時間のリクエストをお願いいたします。

ホテル→ダイヤモンドヘッド・ビーチ・ルックアウトおよびダイヤモンドヘッド・クレーター外展望台→プウイケナ・ビーチ・パーク
（ハワイカイに行く手前のビーチ、右
手にはダイヤモンドヘッドやカハラエリア、左手にココヘッド）→ハナウマ湾展望台（トイレ休憩）※1→ハロナ潮吹き穴→サンディービーチ→マカプウ・ルックアウト
→ワイマナロ・ビーチ
（近くのショッピングセンターでトイレ休憩可能）
→ヌウアヌ・パリ→ケワロ湾またはカカアコ・ビーチ・パーク→タンタラスの丘→ホテル

〈歴史コース〉9：00出発
ホテル→モアナルア・ガーデン
※2→パール・ハーバー（ボート
ライドなし）→プランテーショ
ン・ビレッジ→ヌウアヌ・パリ→
カメハメハ大王像→ホテル
カメハメハ大王像
（イメージ）

ハロナ潮吹き穴
（イメージ）

ワイマナロ・ビーチ
（イメージ）

■1日観光コース（約8時間／モデルコース）

〈絶景コース〉9：00出発

ホテル→ダイヤモンドヘッド・ビーチ・ルックアウトおよびダイヤモンド
ヘッド・クレーター外展望台→プウイケナ・ビーチ・パーク
（ハワイカイ
に行く手前のビーチ、右手にはダイヤモンドヘッドやカハラエリア、左
手にココヘッド）→ハナウマ湾展望台（トイレ休憩）※1→ハロナ潮吹き
穴→サンディービーチ→マカプウ・ルックアウト→ワイマナロ・ビーチ
（近くのショッピングセンターでトイレ休憩可能）→ヌウアヌ・パリ→モ
アナルア・ガーデン※2→ドール・プランテーション→ワイアルア
（ソー
プ・ファクトリー等）→ハレイワ（ランチ休憩）→ケイキ・ビーチ→サン
セット・ビーチ→ライエ・ポイント→カアヴァ・ビーチ→ホテル

シェイブアイス／別料金
（ハレイワ／イメージ）

ドール・プランテーション
（イメージ）

〈半日観光コース、1日観光コース共通〉※1 毎週火曜日はハナウマ湾が清掃作業で閉鎖されるため、車窓観光となります。また水〜月曜日にご参加の場合、混雑による
駐車場への立ち寄り制限がある場合は下車観光ができない場合があります
（通過します）
。※2 当日の天候やイベントなどで入場できない場合があります。その場合、車
窓観光となり下車いたしません。※その他の観光箇所に関しても、現地事情による急な閉鎖や入場できない場合などがありますので、当日ドライバーとご確認ください。
ご案内 ●表示の追加料金は2019年4月20日〜2020年4月10日利用まで
のお客様が対象となります。 ●日本出発の4日前までに販売店にお申し込みく
ださい。それ以降は現地にてご利用前日の１２時までに
‘OLI
‘OLIインフォメー
ションセンター、
‘ OLI
‘OLIステーション・アラモアナ、
‘ OLI
‘OLIプラザにお申し
込みください。 ●お客様の都合による延長はできません。 ●観光中の食事

代や入場料、駐車料は含まれておりません。 ●お申し込み後に取り消された
場合は以下の取消料が必要となります。 出発日の4日前以降…料金の100％
●取消料は、取消日の当社精算レートにより算出した日本円の取消料をいただきま
す。●1USドル=112円
（2019年3月1日現在 三菱UFJ銀行調べ）

マイセレクト

対象コース

コオリナ/
ホノルル＋コオリナ/
ハワイ島/マウイ島/ ハワイ島/マウイ島/カウアイ島/
ホノルル+ハワイ島/
コオリナ/
ホノルル
カハラ
カウアイ島/ラナイ島全泊
ラナイ島+ホノルル
マウイ島/カウアイ島/ラナイ島
カハラ カハラ＋ホノルル

‘OLI
‘OLIラグジュアリー・ハイヤー観光

○

○※1

○※1

○※1

※1 コオリナではご利用いただけません。 ※2 ホノルルまたはカハラ滞在中のみご利用いただけます。

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業第64号 日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

ボンド保証会員

一般社団法人 日本旅行業協会正会員

×

○※2

○※2

