
幼児代金（エコノミークラス） 一律34,800円

成田・羽田・関空・名古屋・福岡・札幌発

オフィシャル
観戦ツアー
競う、学ぶ、魅了する・・・日本とハワイを
結ぶ一年に一度のフェスティバル
「フラ・ホオラウナ・アロハ」を観戦。

6日間

2015北海道・東北・中四国・九州などお得な追加代金にて各地からもご参加可能 （▶裏面）

2015.7.10

協力

出発限定

フラ・ホオラウナ・アロハ 2015
オフィシャル観戦ツアー ハワイ6日間

dフラ・ホオラウナ・アロハ・エキシビジョン（ホイケ）
会場：アラモアナセンター“センターコート”〈10：00～19：00〉（予定）

lフラ・ホオラウナ・アロハ・コンペティション
会場：ザ・ロイヤル・ハワイアン“ココナッツ・グローブ”
　　 〈12：00～19：00〉（予定）

klワークショップ（別料金）
レイ／イブメイキング、フラ・アウアナなど、体験型ワークショップでお楽しみ
ください。＊ワークショップの詳細は5月末頃ホームページで発表します。

第14回
スケジュール

7/10（金）
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2

3

4

5
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出　発　地
成田・羽田・関空・名古屋・
福岡（往路：羽田/復路：成田経由）・札幌（往復：名古屋経由）
※その他国内各地からご参加のお客さまは裏面をご覧ください。

出　発　日 日本発着時利用航空会社2015年7月10日（金） 日本航空
利用ホテル 下記代金表よりお選びください。
コンダクター 日本からは同行しませんが、日本語を話す現地係員がご案内します。

現地係員は当社手配代行会社の社員となる場合があります。

※ご出発の10日前（土・日・祝日を除く）までにお申し込みください。※定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。
※ツアー実施：明記された最少催行人員に満たない場合、ツアー実施の最終決定は、現地にて行なわれます。
※1.2のお買い物は現金で。また、帽子・日焼け止めをご用意ください。 【旅行会社の皆さまへ】SVコードは参加日・利用人数にてご予約ください。

企画・実施：ジャルパック

詳しくはwww.hoolauna.comをご覧ください。
Hotel 宿泊ホテル

フラ・ホオラウナ・
アロハ2015専用

最少催行人員 各1名（お一人様でお部屋をご利用の場合は1室1名利用追加代金が必要となります。）
■ご注意：＊日本～ホノルル間のフライトスケジュールは下記をご覧ください。＊全コース、他社企画・実施の
ツアーのお客さまとご一緒になる場合があります。＊ホノルル～JALPAKアロハラウンジ間で時間調整をする
ことがあります。＊お部屋の収容人数は、大人・こども代金の方のみで1室3名様まで、幼児代金の方を含めて
1室4名様。＊「延泊代金」は大人・こども同額です。＊延泊プランの詳細は裏面をご覧ください。＊キッズ代金の
設定はありません。＊航空機およびホテルとお部屋、パスポートについてのご注意は、裏面の「旅の情報とご
注意」をご覧ください。＊旅行代金には記念品としてDVD1枚が含まれます。

ダイヤモンドヘッドの麓で土曜日だけ開催
される話題の青空市へご案内。青果物や花
のほかにもお菓子、はちみつ、ジャムなど日
本へ持って帰れるものもたくさん売ってい
て、とびきり珍しいお土産が手に入ります。

お好きな時間にステージをご覧ください。
d 自由行動。

7/11（土）

█成田発▶█関空発▶█名古屋発▶█福岡発▶█札幌発▶■13：25～18：20  成田/関空/名古屋着。
█羽田発▶■22：00  羽田着。空港にて解散。
█福岡発▶■15：00～20：00  成田発p■17：00～22：00  福岡着。
█札幌発▶■17：00～20：00  名古屋発p■19：00～22：00  札幌着。

█成田発▶█関空発▶█名古屋発▶█福岡発▶█札幌発▶■07：30～11：45  担当JALPAKアロハ
ラウンジよりバスで空港へご案内します。
■10：15～14：30  ホノルル発p日本航空直行便にて帰国の途に。
█羽田発▶出発まで自由行動。
l担当JALPAKアロハラウンジよりバスで空港へご案内します。
■18：50  ホノルル発p日本航空直行089便にて帰国の途に。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

█札幌発▶■13：00～20：00  札幌発p日本航空にて名古屋へ。名古屋着。
█福岡発▶■13：00～21：00  福岡発p日本航空にて羽田へ。羽田着。
█成田発▶█関空発▶█名古屋発▶█札幌発▶■19：50～22：10  成田/関空/名古屋発p日本航
空直行便にてホノルルへ。
█羽田発▶█福岡発▶■23：40  羽田発p日本航空直行080便にてホノルルへ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日付変更線通過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
█成田発▶█関空発▶█名古屋発▶█札幌発▶■08：30～10：55  ホノルル着。
█羽田発▶█福岡発▶■12：15  ホノルル着
空港にて係員のお出迎え後、ワイキキへご案内します。車中にてDVDによる
滞在中のご案内後、JALPAKアロハラウンジへ。14時よりお部屋をご用意し
ています。チェックインまでご自由にお過ごしください。
l自由行動。滞在中、ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」をご利用いた
だけます。ジャルパック「レインボースカイ」「レインボートロリー」に乗り放題。

ワイキキ泊 FXX

ワイキキ泊 XXX

機中泊 XFX

7/12（日）

ワイキキ泊 XX:

7/14（火）

7/15（水）

7/13（月）
ワイキキ泊 XXX

指定席券付き

;フラ・ホオラウナ・アロハ・パーティー
会場：シェラトン・ワイキキ“ハワイ・ボールルーム”
　　 〈17：00～21：00〉（予定） 指定席券付き

食 事 Gなし Lなし H1回

7/11土

エキシビション（ホイケ）

明るく華やかなステージ
での発表会は、毎年大観
衆で大にぎわい。地元ハ
ラウのフラや、ミュージシ
ャンのライブ、クムフラ（先
生）達の飛び入りフラも楽
しみです。　

7/12日

コンペティション

日本のハラウによる格調
高い競技会です。ハワイの
ハラウによるカヒコ、審査
員によるスペシャル・パフォ
ーマンスもあり、素晴らし
いフラを堪能できます。

7/13月

ワークショップ

コンペティションのジャッジ
およびクムフラ、アーティス
トによるワークショップ。フ
ラ（アウアナ、カヒコ）、イプ・
メイキング、レイ・メイキング、
ハワイでしか体験できない
素晴らしいワークショップ
をご用意しています。

7/13月

フラ・ホオラウナ・アロハ・パーティー

スペシャルオプショナル・ツアー

有名ミュージシャンのライ
ブでの贅沢なメレフラ・パ
ーティです。フラを通じて
日本とハワイの人々の心
がひとつに結ばれる、夢の
ようなひとときをお楽しみ
ください。

KCCファーマーズ・
マーケット散策❶

●予約コード：SV3232
●大人料金：25ドル ●出発日：7/11（土）
●出発時間：8：00 ●所要時間：2時間30分
●最少催行人員：15名

空港近くのアロハ・スタジアム駐車場で開
かれる露店市へご案内。レイや髪飾りなど
がビックリするほど安い！アクセサリー、バッ
グ、Tシャツ、洋服、食品もあり。徒歩で露店
をのぞいて歩きます。

アロハ・スタジアム・
スワップ・ミート❷

●予約コード：SV3244
●大人料金：35ドル ●出発日：7/12（日）
●出発時間：8：00 　●所要時間：3時間
●最少催行人員：15名 ハワイ王朝マニアで知られる、ラジオ局スタ

ジオ・リム・ハワイのペレ・レイコが日本語で
ご案内する、歴史探訪ツアーです。イオラニ
宮殿の入場見学、ダウンタウンを巡り、リリ
ウオカラニ女王の生涯について勉強し、女
王が作られた楽曲の制作背景など、興味深
いお話をたっぷり聞くことができます。

ペレ・レイコの
リリウオカラニ女王物語❸

●予約コード：SV3246
●大人料金：85ドル ●出発日：7/13（月）
●出発時間：8：00 　●所要時間：4時間
●最少催行人員：30名

日本pホノルル間フライトスケジュール（2015年2月6日現在）

基本旅行代金（大人お一人／1部屋2・3名利用／単位：円）

帰国便出発便

10:15
13:10
14:05
18:50
14:30
12:45

JAL786
JAL784
JAL782
JAL080
JAL792
JAL794

JAL785
JAL783
JAL781
JAL089
JAL791
JAL793

13:25
16:20
17:05
22:00
18:20
16:10

p　
p　
p　
p　
p　
p　

19:50
21:05
22:00
23:40
22:10
22:05

08:30
09:45
10:30
12:15
11:15
10:55

p　
p　
p　
p　
p　
p　

日本着（翌日着）ホノルル発便 名ホノルル着日本発便 名空 港

成田

羽田
関空
名古屋

シェラトン・ワイキキ

ジャルパックオリジナル観光「ホクレア」

ジャルパック「レインボートロリー」
「レインボースカイ」乗り放題！

●部屋指定なし

Tギャラリアハワイ
by DFSの裏手に
建ち、買い物や
散策に便利!。

オハナ・ワイキキ・マリア

オハナ・ワイキキ・マリア
シェラトン・プリンセス・カイウラニ

こども代金（エコノミークラス） 大人代金より一律20,000円引き 

成田・札幌発 羽田・福岡発 関空発 名古屋発

144,000 
104,000 
60,000 
52,000 

37,000 
27,000 
16,000 
14,000 

287,800
257,800  
224,800 
219,800 

延泊代金
（1人1泊）

1室1名利用
追加代金お部屋タイプホテル コース

番号
JZ2326V
JZ2326W
JZ2326X
JZ2326Y

オーシャンフロント
部屋指定なし
部屋指定なし
部屋指定なし

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・こども同額7,690円、幼児7,140円 下記旅行代金は燃油サーチャージを含みます。▶裏面

滞在中

●部屋指定なし
＊バルコニーなしの
　お部屋となります。
　お部屋によっては
　バルコニー付きの
　お部屋となります。

ビーチもショッピン
グもおまかせの好
立地ホテル。

シェラトン・プリンセス・カイウラニ

●オーシャンフロント
●部屋指定なし

ワイキキ・ビーチの
中央に建つハワイ
屈指のデラックス・
ホテルです。

シェラトン・ワイキキアロハ
ラウンジ

詳細はWebでチェック！ レインボートロリー

詳細はWebでチェック！ ホクレア観光

日本での事前予約1回可能

フラ・ホオラウナ・アロハ
ハワイ第14回

スタンダートルート1～3（追加代金なし）、プレミアムルート1・2
（要追加代金）にご参加可能。

【フライトスケジュールのご注意】
※便名のご希望はお受けできません。※発着時刻は目安で
す。※便名・発着時刻は変更となる場合があります。※左記
のほかに臨時便が運航される場合があります。その場合、以
下の通り時間が変更となる場合があります。
出発便： 16:00～23:00 各地発p 04:00～12:00 ホノルル着、 
帰国便： 04:00～18:00 ホノルル発p 08:00～23:00 各地着。 
※裏面の「旅の情報とご注意」内に記載の「時間帯のめやす」
「航空機その他の交通機関」もあわせてご覧ください。

〈お部屋の眺望について〉●オーシャンフロント：海辺に位置
し、正面に海を眺めることができるお部屋。

成田発代金に
+5,000円

成田発代金に
+12,000円

成田発代金に
+14,000円



◆お問い合わせ・お申し込みは
　〈受託販売〉

Webで24時間いつでも空席照会ができます。
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！

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、事前にご確認の上お申し込みください。＊当社ホームページでもご覧いただけます。
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。2015.4～9　旅行条件（要約）

JALパック

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。

■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「当社」という）が企画・実施するもので、お客さ
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載された金額（以下「表示代金」という）と「追加代金」の合計額から「割引代
金」を差し引いた金額をいいます。またこの「旅行代金」が「申込金」「取消料」「変更補償金」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。
■特別補償 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って、生命、身体または手荷物の上
に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金および見舞金を支払います。
■旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は、2014年12月1日です。旅行代金は、2014年12月1日
現在有効なものとして公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。

■旅行契約の解除 お客さまは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。

■個人情報の取り扱いについて 当社は、お申込書にご記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、ご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。

発行日：2015年2月27日　1502/IR　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

＊パンフレット請求はお受けできません。

＊旅行会社の方は、ジャルパック海外ツアーデスクへ
  お問い合わせください。（電話番号はJAL Sales Webにご案内しております。）

050-2017-1111
コース内容や予約状況のことなどお気軽にご相談ください。

IP電話を利用しております。
〈受付時間〉9：00～18：00

お客さま専用  リン・リン・ダイヤル（海外旅行専用）

15X01

申し込み時の申込金の額
（お一人様）

旅行代金の額

2万円以上
旅行代金迄

15万円未満

3万円以上
旅行代金迄

15万円以上
30万円未満

5万円以上
旅行代金迄

30万円以上
50万円未満

10万円以上
旅行代金迄

50万円以上
旅行契約の解除期日

（1）

（2）

（3）

（4）
（5）

取消料（お一人様）
＜日本出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画旅行契約および現地発着プランに係る取消料表＞

旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目
にあたる日以降31日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降15日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
14日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行開始日の前々日～当日
旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の10%（最高10万円まで）　ピーク時とは、
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。
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％

旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行企画・実施

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.jal.co.jp/jlpk/travelinfo/hwi

JAL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！

下記空港における国内線出発および到着に際し、旅客取扱施設使用料のお支払いが必要です。お申し込み旅行会
社にて、別途お支払いください。成田空港第1・第2旅客ターミナル：大人440円／こども220円、成田空港
第3旅客ターミナル：大人380円、こども190円、羽田空港：大人290円／こども140円、中部空港：大人
310円／こども150円、北九州空港：大人100円／こども50円
※上記使用料は出発および到着する1便あたりのものです。予告なく変更となる場合があります。（2015年1月現在）

旅客取扱
施設
使用料

フラ・ホオラウナ・アロハに関するお問い合わせは

国内線特別追加プラン 代金表（往復）　大人（こども）お一人様

もっと長く滞在したい方へ。

フラ・ホオラウナ・アロハ日本事務局
TEL：03-5776-0304/FAX：03-5777-4883  otoiawase@hoolauna.com

www.hoolauna.com

《ご案内》＊羽田－成田空港間の交通機関はお客さまの手配・ご負担となります。（リムジンバスで約75分。大人片道3,100円
/2015年1月現在）【旅行形態】＊当該国内区間の手配が完了した時点以降、当該国内区間も本体ツアーと併せて、1つの募集型
企画旅行の範囲として取り扱いいたします。【予約について】＊コースご予約時にお申し込みください。＊国内線の予約が確保でき
ない場合はご利用いただけません。＊原則として国際線発着時刻より24時間以内に接続する日本航空便名、日本トランスオー
シャン航空便名の直行便に限りご利用いただけます。（ただし、ジェットスター・ジャパンとのコードシェア便を除く）＊乗り継ぎに最
適な時間帯の航空便がない場合やご用意できない場合があります。＊国際線利用便の確定後に、利用する国内線を指定させて
いただく場合があります。＊日本航空便名の国内線であれば、実際の運航会社に関わらずすべてご利用にいただけます。＊「日本
国内利用可能航空会社」は航空会社の都合により変更になる場合があります。＊運航スケジュールおよび運航会社の変更により、
記載の区間のご利用ができなくなる場合があります。＊日本出発日の18日前以降にご予約内容を変更される場合は、変更に伴う
諸費用がかかります。詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。また、予約状況により変更をお受けできない場合が
あります。【代金について】＊片道のみのご利用の場合、表示代金の半額が適用となります。＊片道ずつのご利用も可能ですが、追
加代金が異なる場合は、各区間の追加代金の半額を合算したものが追加代金となります。＊航空機以外の交通費、宿泊を伴う場
合の宿泊費、空港施設使用料は、お客さまのご負担となります。【旅行会社の皆さまへ】ご出発25日前以降のお申し込み・取り消し
はメッセージにてご連絡ください。

【受付】●ご出発の3日前までお申し込みを承ります（3日前には土・日・祝日は含みません）。●お申し込みいただくコースがほかのお客さま
も含め最少催行人員に達していることおよびそのほかの当社としての旅行実施条件が揃っていること、また必要渡航書類（パスポートなど）
が完備しているなど、お客さまのご参加条件が整っていることが前提となります。●上記の条件に加え、航空座席、ホテルなどの素材に空き
があっても、手配の都合上、お申し込みを受けた時点で一度お預かりとさせていただき、その後の回答となる場合があります。 【催行につい
て】●旅行の催行を中止する場合は、旅行開始日の30日前にあたる日より前に通知いたします。【記載内容】●このパンフレットの記載内容
は2015年7月10日出発のツアーに有効です。ただし、基本旅行代金、スケジュール、宿泊ホテル、利用航空便、そのほかの記載内容が予告
なしに変更される場合がありますので、お申し込みの際は必ず旅行会社にご確認ください。●宿泊ホテル、利用航空便などのスケジュール
内容は、出発前にお渡しする「旅行日程表」または、「日程表変更のお知らせ」にてご確認ください。【基本旅行代金】●エコノミークラス席利
用の1部屋を2名または3名でご利用の場合のお一人様分の代金です。航空運賃は、日本発包括旅行用の特別運賃（IT運賃）を適用してい
ます（特別運賃は普通運賃とは異なり、「予約・発券・払い戻し」上の制約があります）●こども代金は、年齢が旅行出発日を基準として満2歳
以上12歳未満のお子さまに適用されます。●幼児代金は、旅行出発日を基準として満2歳未満で航空座席およびホテルのベッドを使用し
ない場合に適用されます。幼児代金には滞在地上費は含まれず、現地での精算となります。航空座席およびホテルのベッドを使用になる場
合は、こども代金をお支払いいただきます。●各基本旅行代金の算出基準日については、下記の旅行条件要旨基準日をご覧ください【航空
機その他交通機関】●発着時刻は2015年2月6日現在の情報をもとに記載しています。また、記載されている発着時刻・時間帯は目安で
す。【ホテルとお部屋】★ホテルは原則として2人部屋を利用します（一部コースを除く）。●お部屋のタイプおよびお部屋からの眺めについ
て／「オーシャンフロント」海辺に位置し、お部屋の正面に海が見えるお部屋。なお、ホテルの立地条件、創業年数や周辺環境の変化、お部屋
の向き（角度）、ご利用階数などにより、お部屋からの景観（海の見える範囲など）に差異があります。例えば「海の見えるお部屋」でも建物や
木々などで多少眺望が遮られたりする場合があります。また、ホテルが海辺に立地しているとは限りません。「部屋指定なし」：部屋タイプ、階
数、お部屋からの眺望が指定できません。●ハワイ州では、未成年者（保護者を伴わない18歳未満）のみでの在室、宿泊が禁止されていま
す。未成年者のお客さまのみのご参加・ご宿泊はお受けできませんので、あらかじめご了承ください。●禁煙室・喫煙室のご希望は原則とし
てお受けできません。●3名様で1部屋をご利用の場合／一部コースを除き2人部屋に簡易ベッドを入れ、3名様でご利用いただくため手狭
となります（特に、シェラトン・ワイキキでは狭くなります）。1室3名利用割引はありません。●2人部屋にはベッドが2台の「ツインベッドルー
ム」と大型ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。ハネムーナーやご夫婦などカップル、12歳未満のお子さまが参加される
場合は、現地の習慣により「ダブルベッドルーム」となる場合があります。ベッドタイプはお選びいただけません。【サーフボード・自転車をお
持ちになるお客さまへ】●サーフボード・自転車をお持ちになる場合は、空港～ホテル間で下記料金を別途、到着後にJALPAKアロハラウン
ジもしくはJALPAK DFSアロハラウンジにてお支払いいただきますのであらかじめご了承ください。※ハードケースや箱に入れるなど、しっ
かりと梱包してお持ちください。※お取り扱いには十分注意しておりますが、破損など万一の場合には旅行条件での範囲での補償となりま
す。必ず海外旅行傷害保険に加入されることをおすすめします（サーフボードなどは免責となる場合があります。補償内容など、詳細は保険
会社にご確認ください）。★サーフボード：24USドル（片道/1枚につき）★自転車：35USドル（片道/1台につき）※1USドル＝123円（2015年
1月現在）【禁煙について】●ハワイ州では州およびカウンティ（郡）が定める公共の場所（レストラン、ショッピングセンター、空港、ホテルのロ
ビーなど）での喫煙が法律により禁じられており、違反した場合罰金が課せられます。ホテルのほとんどの客室（ホテルによっては全客室）は
禁煙ルームとして定められており、お部屋およびバルコニーでの喫煙ができません。詳細についてはご出発前に旅行会社へお問い合わせ
ください。なお、喫煙・禁煙ルームの指定はお受けできませんのでご了承ください。【現地空港諸税・日本国内空港施設使用料・旅客保安
サービス料】●記載の旅行代金には、航空券発券時に徴収することを義務づけている国々での現地空港諸税、日本国内空港における空港
旅客サービス施設使用料、旅客保安サービス料、旅客取扱施設使用料は含まれておりません。別途、旅行会社にてお支払いください。【現地
空港諸税】現地空港諸税額は各コースページに記載しておりますが、お申し込みの際、旅行会社へ詳細をご確認ください。下記現地空港諸
税額一覧表の日本円目安額は、1アメリカドル＝122円で算出しています。●航空券発券時に徴収される空港諸税額は予告なく増額、新設さ
れることがありますので、その際には徴収額を変更する場合があります（ただし、為替レートの変動による過不足が生じても追加徴収・返金
はいたしません）。複数の国や都市を訪問する旅程では、空港諸
税はその都度必要となります。同じ旅程であっても使用する航空
機便の経由する空港や都市のめぐり方によって、合計が異なるこ
とがあります。また、現地で徴収する国々では別途、現地でお支
払いいただきます。●表面に記載の現地空港諸税額は目安であ
り、確定した収受額は旅行日程表にてご案内します。【空港旅客
サービス施設使用料】成田・羽田・関西・中部の各空港からの国
際線出発における空港旅客サービス施設使用料のお支払いが
必要です（成田空港：大人2,090円/こども1,050円、羽田空港：
大人2,570円/こども1,280円、関西国際空港：大人2,730円/こ
ども1,370円、中部空港：大人2,570円/こども1,290円）。また、成田・羽田・中部・北九州の各空港における国内線出発および到着について
も旅客取扱施設使用料のお支払いが必要です（出発および到着の1便あたり 成田空港第1・第2旅客ターミナル：大人440円／こども220
円、成田空港第3旅客ターミナル：大人380円、こども190円、羽田：大人290円/こども140円、中部：大人310円/こども150円、北九州：大
人100円／こども50円）。【旅客保安サービス料】●成田・関西の各空港からの国際線出発における旅客保安サービス料のお支払いが必要
です（成田空港：大人・こども同額520円、関西国際空港：大人・こども同額310円）。掲載の税額・料金は予告なく増額・新設される場合があ
ります。その場合には旅行会社にて、別途お支払いいただきます（上記税額・料金は2015年1月現在のものです）。【燃油サーチャージにつ
いて】●記載の旅行代金には、燃油サーチャージが含まれています。旅行契約成立後に燃油サーチャージが増額または減額・廃止されて
も、増額分の追加徴収や減額分の払い戻しはございません。※燃油サーチャージとは、燃油原価水準の異常な変動に伴い、各航空会社が
一定の期間、一定の条件の下で国土交通省に申請し認可を受けるもので、金額は航空会社・利用区間により異なり、対象となる全ての航空
旅客に対して課せられるものです。【パスポートとビザ】●有効なパスポートをご用意ください。●帰国時までのパスポート残存有効期限が
必要です。また、ビザ（査証）は不要です。各コースにご参加の際に必要なパスポートの残存有効期限については日本国パスポート基準に記
載しております（2015年1月現在）。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にご自身でご確認ください。
●米国（ハワイ含む）にビザなしで入国する場合、ESTA（電子渡航認証システム）の取得が必要です（有料/14USドル）。詳しくは
https://esta.cbp.dhs.gov/をご確認ください。●一部、外国公館で発行された「機械読み取り式でない」パスポートをお持ちの方は、米国
入 国に際し、ビ ザ が 必 要になる場 合 が あります。詳しくは以 下 の 外 務 省ホームペ ージをご 参 照ください。
www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport 【マークの見方】p=航空機 T=朝食 R＝昼食 :＝夕食 X＝食事なし F＝機内食（回
数は示しません） ˆ=イメージ写真です。 ]=出発前に日本で予約する事前予約システムです。 [=事前予約
は3日前（土・日・祝日を除く）まで日本でお申し込みいただけます。また、現地でもお申し込みいただけます。 【時間帯の目安】（移動の
発着時刻）日程表内の時間帯はホテルの出発時刻ではなく、交通機関の出発時刻を表示しています。出発・到着の時間帯（午前・午後
など）は、ご利用いただく航空便や交通事情、現地諸事情など
により変更となる場合がありますので、ご出発前にお渡しする
「旅行日程表」にてご確認ください。

■対象コース：当パンフレット掲載の全コース ■最長延泊日数：21泊23日（旅行開始日から旅行終了日まで） ■お申し込みとご予
約：●コースご予約時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。●延泊は追加手配となるため、予約の可否の回答は
後日となります。●季節や現地事情によりご予約をお受けできない場合があります。 ■お支払い：●代金は原則として1室を2名また
は3名でご利用いただく場合のお一人様1泊あたりの代金です（大人・こども同額）。●お一人様で1部屋をご利用になる場合は倍額
となります。 ■代金に含まれるもの：お部屋代、移動日および帰国日のホテル→空港間の送迎代。 ■ご注意：●帰国希望日の航空座
席をお取りできることが条件となります。●帰国便は往路と同じ航空会社となり、他の航空会社への変更、便の指定・確約はできませ
ん。●航空機のスケジュールにより、延泊日数に条件がつく場合があります。●同じ出発日で旅行日数が異なる同一コースがある場
合は、最長旅行日数のコースにのみ適用されます。●延泊がお取りできないことを理由にコース本体をお取り消しした場合でも、コー
ス本体の取消料の対象となります。●日本出発前の18日前以降にご予約内容を変更される場合は、変更に伴う諸費用がかかります。
詳しくは当社旅行条件書第24項にてご確認ください。また、予約状況により変更をお受けできない場合があります。■「延泊プラン」
により旅行延長部分も募集型企画旅行の範囲となります。 【旅行会社の皆さまへ】お取り消しはメッセージにてご連絡ください。
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追加代金なし

国内線
乗り継ぎ空港

国際線
出発空港

成田・羽田

札幌・福岡
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大人10,000（こども7,500）円

大人10,000（こども7,500）円

＊乗り継ぎ可能都市、国内線乗り継ぎ空港は2015年2月6日現在の情報をもとにしており、変更となる場合があります。

羽田
女満別・旭川・釧路・帯広・函館・青森・三沢・秋田・山形・小松・南紀
白浜・岡山・広島・山口宇部・出雲・徳島・高松・松山・高知・北九州・
大分・長崎・熊本・宮崎・鹿児島・奄美大島・宮古・石垣・沖縄（那覇）

延泊プラン
別途交付する詳細旅行条件書とあわせてお申し込みの際に必ずお読みください。
当社ホームページでもご覧いただけます。 www.jal.co.jp/jlpk/travelinfo/hwi/旅の情報とご注意

早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜
4：00～ 6：00～ 8：00～12：00～13：00～16：00～18：00～23：00～ 4：00

【現地空港諸税額一覧表】 ＊USD：アメリカドル
国名

米国
（ハワイ）

税名称
国際通行税
動植物検疫使用料
入国審査料
税関審査料
米国保安料
空港施設使用料

幼児こども日本円目安額現地通貨額徴収対象
○
○
○
○
○
○
×

出発
到着
到着
到着
到着
出発
出発

国際線
国際線
国際線
国際線
国際線

国際線／国内線
国際線

○
○
○
○
○
○
○

2,160円
2,160円
610円
860円
680円
690円
550円

17.70USD
17.70USD
5.00USD
7.00USD
5.50USD
5.60USD
4.50USD

JALのマイルがたまる！

入会済みの方へ：お得意様番号を事前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登録がスムーズです。

※上記は往復のマイル数です。※日本発着の日本航空国際線区間が積算対象です。
※マイル積算をご確認いただくまで、必ず「eチケットまたは航空券お客さま控え」と
「会員さまご名義のご搭乗券またはホームプリント搭乗券」を保管ください。
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