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1■ヽ 鱚鰈鰊麒珀彦
彿

椰
海の真ん中に突然
現れる神秘的な砂
浜、サンドバーでス
ノーケリングやサ
ンドバーウオーク
が楽しみ|!

磯予約コード:SF3783
機日曜を除く毎日催行 (1/20、 2/17を除く)磯 2名より実施
鶴7:45頃 出発 疇所要約6時間 醸ペイストリー、飲み物付き

り 諏ど棚 l鰊 により潮鰍 面の高Jが変わりま丸 そ
のため時期によつては砂州は現れず海面下になります。また、天候 海況に
よっても見られない場合があります。*参力]こ ま同意書への署名が必要です
(17歳以下の方は保護者の署名が必要)。 *水着を事前に着用し、タオルや
上着をお持ちください。

    企画・実施:モーニング・スター・クルーズ

趾卜攣
ソ珀彪

蒻

鰺鸞絋 バシフィックスター・サンセツ
ビュッフェ&ショークルーズ(

魃
爽やかな朝のう
ちに、ホエール
ウォッチングに
出発リジラを探
しながら、ブフェ
も楽しめて嬉し
い1

れ 日

醸予約コード:SF3243
機1/6～ 4/5の毎日催行 磯7:40頃出発 醸所要約4時間
鰺ブフェ、飲み物付き癬日本語の案内書 機送迎付き
*クジラは動物のため遭遇できなしヽ場合があります。
*船酔いする刻ま事

1蟹『堪肇Fttβ墾牙参黒
'11酬
氏 ィベント

●500円

n。 上からのワイ
キキの景色やタ
日をご覧いただ
きながら、“ポリネ
シアンジヤーニー
ショー"を お楽し
みください。

艤予約コード:SF3592
の金曜を除く毎日催行 ①16:30頂出発
e所要約4時間 鰺ブフエ、ドリンク1杯付き
鶴日本語の案内書 鬱送迎付き
*海上は冷え込む場合がありますので、上着をご持参ください。

企画・実施:ス ターオブホノルル・クルーズ&イベント
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…F【対象コース】当バンフレット掲載コース
【対象期間12020年 1月 6日～4月 23日出発
路J引 内容】3世代でご参加のご家族を含むご同行者の皆さまお 1人様 につき1万円引き !

×3世代とは、祖父母 親・こども(キ ッズ・幼児代金も含む)を指 します。

1珊絋瑞艶孟鋸蟄纂蠅辟職設室え¥釉朧霧場陰宅音だm
蝿 硝 簾 羹 ち鶴 潮 纏 螢 関連予紙 己録番号棚 こ対菱 己録をご入力くい 。
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営業時間:8:00～ 13:00/15:00～ 17:00
■|||■ ●|● ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

営業時間:8:00～ 13:00/1500～ 1700■■|●■
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ファミリーを応援:

日本製オムツも販売!

(シェラトン・ワイキキ内
アロハステーシヨンのみ)

*詳細は現地にてご`確認ください。

ベビーバギーの貸し出しも|

日本申込
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田中オブ東京 (鉄板焼き) 朝食・昼食Dグーポン2枚

儘濶

●500円 |

“レジェンド・ロック・
ア・フラ"ショーで、本
場のライブミュージッ
クとワイキキ最大キャ
ストのハワイアンダン
スに大興奮!お食事は
ブフェスタイルです。

⑬予約コード:SF3671 0金 曜を除く毎日催行
鬱18:30までにチェックイン 艤所要約3時間
鬱ブフェ、マイタイ1杯、フルーツ付き 撥日本語の案内書
磯場所 :ロイヤルハワイアン・センター4階
*送迎は含まれません。*会場内は冷房が効いていますので上着のご持参を
おすすめします。

企画・実施:レジェンド・イン・コンサート・ワイキキ

数々の受賞歴を持つ人気
レストランで、シェフの見事
なパフォーマンスを楽しみ
ながらディナーを!

(メ ニューの一例〉
●昧噌汁&サラダ●エビの前菜
●野菜の鉄板焼き
●プチフィレなどアントレ3種類
●ご飯と漬物●デザートとお茶

●予約コード:SF3600●毎日催行 ●17:00～ 18100開 始で予約を
お取りします(開 始時刻は現地にてご案内します)。 ●場所 :ウエスト店
アラモアナ・センター4階/セントラル店 ワイキキ・ショッピングプラ

ザ3階/イースト店…オハナ。ワイキキ・イースト1階
*店舗のご希望はお受けできません。現地にてご案内します。*送迎は含まれません。
*混雑時は別の時間帯でご案内する場合があります。*お飲み物は含まれません。*お
子さま用のメニューはありません。大人と同じメニュー以外をご希望の場合は別途現
地にてご注文ください。    企画・実施:ジャルパック・インターナショナル・ハワイ

指 定 レス トラン
で使えるミール
クーポ ン!ホ テ
ル 内 レス トラン
を含む多彩 なレ
ス トランで ご利
用可能 !

●予約コード:SF3593● 毎日催行
*送迎は含まれません。*クーポンの種類は「DJです。対象レストランは出発
前にお渡しする「ホクレアカイドブックJまたは現地にてご確認ください。*滞在
中お好きな日にご利用可能です。*当プランは「お子さまお食事無料サービスJ

(>P6)との併用はできません。*お飲み物は含まれません。
企画・実施:ジャルパック・インターナショナル・ハワイ

【500円 オプショナルツアーのお申し込みとご注意】●下記掲載の6つの中から1つお申し込みいただけます。*こ こに掲載するオプショナルツアーは現地旅行会社などが企画 実施し、当社が企画 実施するものではありません。各種詳細
旅行条件は現地旅行会社などが定めたものが適用となりますので、現地にてご確認ください。*掲載のオプショナルツアーの内容については、2019年 10月現在の情報をもとに作成しています。*lUSドル=112円 (2019年 10月現在)|・ 日
本申込限定の代金です。日本出発の10日前(土 日 祝日および12/31～ 1/2を除く)までに旅行会社にお申し込みください(現地申込不可)。 *満員となり、ご希望オプショナルツアー、ご希望日にご参力日いただけない場合があります。あらか
じめご了承ください。*変更と中止 :最少催行人員に満たない場合は、催行中止となります。催行可否の決定は現地にてイ予われます。また、天候、天災、ストライキなどの不可抗力の事由や現地事情により、実施日、内容、スケジュールなどの
変更、またよ催行中止となる場合があり、参加当日のご連絡となる場合があります。いずれも催行中止の場合は、ほかのオプショナルツアーヘご変更いただくか、代替としてJALPAKアロハステーションでオプショナルツアーやお土産の支払
しヽ こ利用可能なクーポン(1プランにつきお1人様30ドル分)を現地にてお渡しします。1・ 取消14:日 本出発の3日 前以降は代金の全額.*出発時間は目安です。詳細はIIF地にてご案内いたします。*送迎付きプランは各担当」ALPAKアロハス
テーションまたは現地で、ご案内する集合場所から出発します。*車いすでご参力]のお客さまは、ご参力]こ条件がある場合がございますため、お問い合わせください。I旅行会社の皆さまへISFコ ードよ実施日 本J用人数にてご予約ください。

ツインベッド確約/デラックス・ステューディオ・
鰤

蝙コンドミニアム/1ベッドルーム眺望指定なし ― -7
ツインベッド確約/シティービュー
■お音5屋の広さ:約40～ 49繭 (ノ ツレコニーを含みます)

:t,|`誓iZゴ
「間:;鰍再半言?議J「I]][ξ [〉

ン ■お部屋の広さ:約50面 (ノ ツレコニーを含みません)

(日本'現地申議  鷺懇L筵Å

扮if繁ヅスル骨(閂儡

見取図の一例 麒
靱 大人±三≧菫4名 1大人+Ξども・キッズ・幼児 4劃  鶉麟懺蠍警臓磯機麟大人+こども4名 1大人+こども。キッズ。幼児 5名 | 麟麟蠍轟麟麟闇癬翻大人+こども4名 1大人+こども。キッズ。幼児5名 |
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鶏籐議譲トライメヽ一また議
爾イド豫'ご案雉

織カイルFずウン蠍難
お洒落な店が集まるオアフ島東部の
□―カルタウンをゆつたり楽しもう|

定番のワイキキ・ビーチやハヮィの歴史スポットなど、7つのお散歩コースです!

虹色散歩
催行日
カレンダー
X右記カレンダー
にて催行日をご
確認ください。

※各曜日ルートは 隔週催行 となります。必ず下記の催行日カレンダーをご確認ください

4月限定!パールハーノヾ―
戦艦ミズーリ&航空博物館
戦艦ミズーリを日本語専門カイ ドがご案内 1航空機を問
近で見られる大平洋航空博物館も見学.

肥 詔 墾⑬問
ホノルルの観光名所やウォールアートで人気の力カアコヘ。
地元で人気のスイーツも楽しめる、□―カル気分満載のルート|

-3ml月 8日～4月 27日実施

…

各2名 (1日 10名 まで)

1～3月限定!

トワイライトミュージアム&
プラネタリウム
閉館後のビショップ博物館(ハ ワイア

ジ9譜じ唄ヽも1間
1～3月限定!

オール ドハワイ
ダウンタウンの歴史的建造物、
ラム酒の製造工場などを見学。試飲体験も!    [115〕

トップ。ォブ・タンタラス
～ホノルルがオレンジに染まるとき～
」ALバックならタンタラスの丘の
さらに上 トップ オブ
″ ハ 中
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“ロツク・ア・フラ①"
ルアウビュッフェ&ショー
離 1熱

鰤鋼癒璽遷憑亜廻 0鋏鋏%*利用人数と同数のベッドが用意されるとは限りません。

話題の力カアコ散歩
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●900～ 17:00の 時間帯に客室改装工事を行つております。期間中、工事中フロアヘのアクセスは遮断されます。工事内容によつては多少
の騒音が発生する場合がございます。※情報よ2019年10月現在のものです。ホテルlElの都合により予告なく変更 中止となる場合があります。

□
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涸 鱚 四
〉P5   〉裏表紙   >P5
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鰈ツインベツド確約 レインボータワー/
オーシャンビユーまたはラグーンビユー

扉げ鷲ツ[i饗3狸グと王碓書3詔すできません。
*だ梶彗マ(Fr済奨こ熱8,製鋼聖:エ

キストラベッ

釉蘊 警 責計
じ
 ::骨]轟

魃

ヒ璽星生回 成田発十日本航空にて出発。
※「選べる便名プラン(追カロ代金)Jも ございます。(>PD

匝型生墜Ш ホノルル着。

藤置贔厄蘊鸞珀骰議駿議警費電頭璽瑾橿菫整轟薩凛瓢:壌
聾ρ憂命壼

`亜
叫 _

着後、混乗車にて担当「JALPAKア ロハステーシヨンJヘ

&lR磐 場悪甲;リレの榔 屋へ柵 すしま魂 チツ クイ洲 聞 よ謙 行雌 表をご
覧ください。

その後、自由行動。
ワイキキ泊日□□

すヽ

４
ｏ
（３
）

歴]自由行動。
ルツアーでお楽しみください(>Pl・ 2)

4 5 6 Lュ菫墜劃 担当「JALPAKアロハステーシヨン」より混乗車にて
空港へ鵬凹団。

し型生堕Ш ホノルル発十日本航空にて帰国の途に。
※「選べる便名プランα勤口代金)Jも ございます。(>PD

機中泊□日□

16
11:00～ 22:00成田着。空港にて解散。

出発地 成 田 Xそのほか国内各地からご参力0の場合はP5をご覧ください。

出発日 2020年 1月 6日～4月23日の毎日出発

利用ホテル P3・ 4の各ホテル欄をご覧ください。

日本発着時 日本航空

食事 邦鐸纂鞣鵞讐鍵ぜ薄ぎい識各ホ刀レペジをご
コンダクター 日本からIよ同行しませんが、日本語を話す現地係員がご案内します。

最少催行人員 富プ′年撃壻f勇:Sア袈饉 男厨ξ劃型磐f雌歌なります♪

あります。

オーシャンフロント
■お部屋の広さ:約 29市
(バルコニーを含みます)

部屋指定なし
■お部屋の広さ:約 27～36市
(バルコニーを含みます)

|●■■■■■

黒圏圏⑩
國國囲
SV3013SV3021SV3023>P5  1P5  >P5

円 唇温戻71践亀黒麗ご娑芝τ〕争デ|レコニ¬こ出

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、国際観光旅客税(1,000円 )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:大入・こども同額7,310円 幼児6,790円

下記旅行代金は燃油サーチヤージ
を含みます。)裏表紙

ことも代金(エコノミークラス)  1 全コース大入代金よリー律1.0万円引き キッズ代金・幼児代金  | キツズ代金・幼児代金はP6をご覧ください。

JAL′ 0ノク
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ホテル名 お部屋タイプ
日
数
コース
番号

チェック
イン
B寺問

1室の最大定員
日 A B C D E □>P5

1室 3名利用
追力]・ 割弓
代金

1室 2名
利用
追力]代金

略用雌
樫利馴

延,自代金
ll人 1'白 )

>裏表tlt大人十
こども

大人+こ ども,

キッズ 幼児

か帰

ハイアット
リージエンシー
ワイキキ

隋石三発託脅BttЬ
5 JZ2380ハ

14:00 3名 4名
19.4 21.9 23. -1_5 3.2

(儲籠)6 lZ2381 A 22.1 24.0 25.1 -2.0 2.
7 IZ2382ハ 26.7 27.2 ・0 -2.b

颯計量端 の場a
5

14:00 3名 4名
17. 19.0 -0.3 Л

一 2.7
儡酪桑)りZ2381 21.2 21.フ 13.5 ・。

りZ
jz

23J
18.1

27.3 13.5
ツインベッド確約/鰈ど菫χ者薪篇1鵬肇菫ンビュー 15:00 4名 4名

22.4 1

.4
2 6.9

2.21室 4名 i岬の聡)2,9“室3名 :旧の場含
4.4o室 2新」用の場98.8“ 室1名利用の場合)JZ2381( 20.1 ２‐

．
５

一２３
．
７

一‐７
．
５

24.6 .6
.57 |フ ,RA,` 21.8 24 0.5

ツインベッド確約/塚堰鯰 螺。
jZ2380D

15100 4名 4名
15.6 18.6 0.3 2.0‖室4名利用の場合12.7‖ 室銘ネ帰の場合|

4.0‖ 室2名利用の場合18.0“ 室1名利用の場合)JZ2381D 17J 19.5 ２
２

0.4 .2
21.0 13.3 10.0

ヒルトン・
ハワイアン・
ビレッジ

ツインベッド確約 レインボー

鶉iZ漂
`夕

二うこζビユ~
」Z23

14:00 4名 4名
18.2 10.5 9.3 2.21室 4名利用の場合12.9‖ 室3名千旧のli合|

4.4‖室2名利用の場合18.8H室咤利用の場合|」Z2381E 20.4 24.0 12.7 0. 12.4
7 」Z2382E 21 24.2 26. 14.9 3.5

タワー1旨定なし/
鰈部屋指定なし

(1室2名利用の場合)

」Z2380F
14:00 3名 4名

17.3 21 2.6
価誌第)

jZ2381 F 19.4 22.4 1.2 .4
7 JZ2382F 23.9 ;.7

お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意(裏表紙)」 をお読みください。 了繁猾:緑海聾難筵ざ餘:踊]瞥!動寧扁覺進彙髯」剛当島[碧

た ,レ|"‐¨
3,832マ イル)P.6

鶴ツインベツド確約/パーシヤル・オーシヤンビュー
■お部屋の広さ :約 42市 (バルコニーを含みます)

颯颯 ぶt見露堪み詞 ①
y=皐教調 苺僣が天ぢま

`キ

ベ
`卜

[T菫J苔ま■こLりま
“

:

吻

巌
`お

白|ヽライlt,‐|キ●‐ ′叩

……………………………日付変更線通過

オアウ轟を満鍵鑢実のフツトワージ1

鸞ジャルノヾック議リジナル観光『泰ザ緩ア』
鶉ジャルパツク「レインボート磯リー」
颯『饉議轍歩』

一̈回
日付変更線通過

琲 二榊ヨt金
…

|^^||"
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鶉ツインベッド確約/シティービュー
■お部屋の広さ:約28～ 36請 (バルコニーを含みます)

*1室 3名利用はお受けできません。
*お部屋にエキストラベッドま入りません。
*シャワーのみのお音Б屋となります。

EI [対象]お部屋タイプ爾 に3連泊以上
※4/1チ ェックイン以降は4連泊以上

機75ドル分のルームクレジット(1滞在/1音6屋につき)

(ルームクレジットの詳細>P5)
*ホ テル指定のレストランなどでご利用いただけます。詳細は現地
にてご確認ください。

[酵 ツインベッド確約 /シティービュー
■お部屋の広さ :約 40～ 49甫 (ノ ツレコニーを含みます)

*シャワーのみのお薔F屋となります。お吝F屋によってはフヾスタブ付きのお薔5
屋になる場合があります。*お部屋のベッドまクイーンサイズベッド2台で
す。大人 こども代金のみで1室 4名利用の場合は必ずフイーンサイズベッ
ド2台 +ソファーベッド1台となります。

圏鐵翻爾麗轟麗儘轟じbi=夢慕ラ滲ラ聯
~~~~

※帰国日、延泊時もご利用いただけます。※帰国日は帰国便によってはご
利用いただけない場合がありますが、その際の払い戻しはありません。

F
隋ご
;謂竃[:誓警1lξシヤンビユー1:51「曇]

卜P5  卜P5

mプリンセスウイング/Vt望指定なし
■お部屋の広さ :約 28～ 30市 (バルコニーを含みます)

魃
は60ドル分のリゾートカード(1滞在/1部屋につき)

*2020年4月 1日 (チ ェックイン日)以降は、宿泊ホテルのみでご利用可能な60ドル分のルームクレジット(1滞在/1部屋
につき)こ変更となります。*リ ゾートカード、ルームクレジットに関するご注意はP5をご覧ください。

儀暑コンドミニアム/1ベッドルーム眺望指定なし
■お部屋の広さ:約 50耐 (バルコニーを含みません)

*ク イーンサイズベッド1台 またはツインベッドこソ
フアーベッド1台とエキストラベッド1台の組み合わせと
なります(エキストラベッドまソファーベッドになる場合
があります)。

黎
幌12歳以下のお子さまにキッズアメニティー
(1つ/お 1人様につき)

*キツズ代金にてご参加のお子さまも対象となります。

躙 音5屋ま旨定なし ■お部屋の広さ:約 17～ 23耐(バルコニーを含みません)

*1室 3名利用はお受けできません。*フ レヽコニーがないお部屋となります。
*シャワーのみのお薔Б屋となります。お音6屋によってはバスタブ付きのお音Б
屋となる場合があります。*お部屋にエキストラベッドは入りません。

繭 臨 議 議 爾 麗 bケ み=商 癬 IttJ~~~~~
|※ 帰国日、延,自時もご利用いただけます。※帰国日は帰国便によつてはご
1利用いただけない場合がありますが、その際の払い戻しはありません。

一①
①

隋部屋指定なし
■お部屋の広さ :約 25面 (/Wレコニーを含みます)

蠅トリプルリレーム
■お部屋の広さ :約 25耐 (バルコ=―を含みます)

*キッズ 幼児代金の設定はありません。
*お音B屋のベッドは正規ベッドが3台です。

蝙ツインベッド確約/
デラックス・ステューディオ・
オーシャンビュー・バルコニー付き
■お部屋の広さ :約 591i(バルコニーを含みます)

*ダブルサイズベッド2台のお部屋に、3/4名利用時はエキストラベッ
ドが1台入ります(ベッドは1室 3台までとなります)。

螂

1鶴蜆 酷 お得な変更追加代金てクレードアップ| けレミ7AIコノミリラストP6 P6 1目 :目
=調
 P.3

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、国際観光旅客税(1,000円 )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7,310円 幼児6,790円

下記旅行代金は燃油サーチャージ
を含みます。>裏表紙

ホテル名 お部屋タイプ
日
数

コース
番号

,a:/2
1>
E+F€

1室の最大定員
日 A B C D E □

,P5
1室3名利用
追力]・ 害」引
代金

銘
用
齢

室
利
加

１
　
追

1室 1名
利用

追力0代金

延泊代金
ll人 1'自 )

>裏表紙
＋
も

人
ど

大
こ

t人 +ことも
キッズ l■」児

トランプ。
インター
ナショナル

ツインベッド確約/デラックス・
輻否]呈31チ生雪ピン

`4室
4夕莉日の倶合ヽ

lZ2380G
4名 4名 21

9.1 1.2 3.9 11.4
1.9‖ 室4名利用の場合)2.5‖ 室3名利用の場合)

3.8“室2名;蠣の場合)7.61J名利用の場合)

jZ2381G 20.1 1 5.2 15.2
20.1 20.6 21 22r

シェラトン・
プリンセス・
カイウラニ

タワーウイング/
鰈 オーシャンビュー

(1室 2名利用の場合)

」Z23801
13:00 3名 4名

17.3117.| 18.
22.5 2.2

価誌桑)

」Z23811
」Z23821
JZ2380」

19.5 20.0 20.9 21.4 24. .4
7 23.6 24.フ 26.7 14.5

プリンセスウイング/
輻跳望指定なし
(1室2名利用の場合)

13:00 3名 4名
.4

16.5
16.3 16.8 17.9 19.9 8.6 4. 1.6

(編ち第)

6 」Z2381J 19. 21.b 10.2 -1.6 6.4
」Z2382J 8.0

ワイキキ・
パニヤン

コンドミニアム/1ベッドルーム
塚 跳望指定なし

(1室4名利用の場合)

JZ2380L 13:00
(2/14～ 17
は15:00)

4名 5名
15.1 1.8 5.4

1.0“ 室4名 ;1用の場合)1.3‖室3名千旧の場合|

2.0“ 室2名利用の場合14.0“ 室1名:旧の場合)

JZ2381L 1 16.1 17. 8.4 ア.2
16.6 1/.1 18.0 18.5 19.6 21.(

クイーン・
カピオラニ・
ホテル

ツインベッ躍 約/
mシティービュー
(1室2名利用の場合)

IZ2380H
15:00 2名 4名

16.0 16.5 17.4 17. 19. ‐・６麟麟
6 jZ2381H 17.6 18.1 19.0 19.5 20.6 22.6 10.4 L4
7 IZ2382H ２‐

．一１６
．一‐７
．

.2
Z4.2 12.0

ハイアット・
プレイス

ツインベッド確約/
陽 シテイービユー
(1室4名利用の場合)

5 jZ2380K
13:00 4名 5名

19.2 7.0 0.6 1.8
1.01室4名 ;婦の場合)1.3‖室3名矛岬の場合)

2.0‖室晰帰の場合)4.0‖ 室1名利用の場合)

6 jZ2381 K 15,7 8.0 0.8 2.4 7.6
IZ2382K .2 ).7 .2 9. 1.0

ホリデイ.

イン・
エクスプレス瘍蜃榎ξ£詣の場0

フつRROA′
15:00 2名 3名

17.4 18.5 1.3
C」騰』6 IZ2381 Ⅳ

17つ anつA′

16.8 17.3 18.2 18.7 19.8
19. 20.0 21 23.1 10.9

ワイキキ・
褥計量循品子の場合) 15:00 3名 3名

lb. 16.0 16.5 17.6 19.6 7.4 -0.3
1.1

(編Ъ第)

6 JZ2381ト 7.6 18.7 20.フ 8.5 -0.4 4.4
7 JZ2382ト -0.5 5.5

鶉〉』亀牝罵ち場0
5 」Z2380(

15:00 3名 3名
1.4 1.0

(禾」li号 ;t言:当 )
6 JZ2381( 14.8 17.8 19.8
7 jz 15.8 16.3 17.2 17.7 18.8 20.8

興 ョィミークラス)  1  全コース大人代金よリー律1.0万 円引き  ‖  キッズ代金・幼児代金  |  キッズ代金・幼児代金はP6をご覧ください。
*「追力]代金J「割引代金J「延泊代金」「現地発着プラン代金Jは大人こども同額です。*旅行代金については、キッズ代金のお客さまと幼児を含まない大人とこどもの合計人数を適用します。

|」 ALバック
JALノレク
4*記載の内容は2019年 10月 現在のものです。予告なく変更 中止になる場合があります。

|
|
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一顆
踵己晶越肛認翻鼈諦 識囃蜃製 m)
【追力Ⅱ代金19,000円 (お 1人様往復/大人 こども。キッズ同額)【予約コード】SF3968

:ξ
霧再里菖f滉な発晶扉場尋量35執]婁ξttτⅨ翌u_1撃LHょ眠日刊臥釧こでご予約ください。

壼ξ鰤饉苺劫‖り螂 通路を挟まないおとなリシートを2席ご用意いたします。

酵姜 mr滲宗通 2名のおとなリシートをご用意し、残りの1席 はその2席に接する横並びかllt並 びの席をご用意しま
す。残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席となる場合があります。

磁疑越艶整赳製漉菱調 3名 のお近くシートを基準として、残りの1席はその3席に接する横並びか縦並びの席をご用意します。
残り1席を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席となる場合があります。またIよ、2名 のおとなリシートの組み合わせとなり、
全員がお近くの席とならない場合があります。
麟猛
“
攣臨コ1“″

"■"題
4名のお近くシートを基準として、残りの

1席はその4席 に接する横並びか縦並びの席をご用意します。
残り1席 を横並びでご用意する場合、通路を挟んだ席とfdる場
合があります。または、2名のおとなリシートと3名のお近くシー
トの組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があり
ます。
璽■ 静 り層鞭 膀

"じ
レ 需 瀬 2～ 5名 の お と な り お 近 く シ ー トの 組

み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合があります。

鍮 |し確説:間-2020年1月 6日～4月 23日出発
晰 当パンフレット掲載で下記フライトを利用する全コース

★:一部の国内線空港はJAL785便 以外でも同日乗り継ぎが可能な場合があります.

(大人 こども キッズ同額/お 1人)(2019年 10月現在)

19155発 ● 07:30着
20i30発 → 08:00着
21:25発 → 09

〈エコノミークラス利用の場合限定〉

国内線特別追カロプラン(>下言Dご利用の方限定!

同日乗り継ぎならJAL785便が追加代金なし

09:55発 →14:30着

11:50発 →16110着
12:50発 ●17:

8,000円

…
囚
…
~*当 プランにはお申し込みが必要です。*出 発の40日前(土 日 祝日および12/31～ 1/2を 除く)まで承ります。*座席数には限りがあり、ご希望に添えない場合もあります。*記動のスケジュールは2019年 10月 現在の情報です。発着時刻は目

謹薦墓讐憩l「子ξ雪詔菅懲麒 倦 り

''協

≦怪り晏J雪置199鋸 :靱 馴 腸 1卜 :暑鳳 :瞑 靡 腎
ださい。*講 のフライHよ艦 針 郷 創こより発 なく類 酢 となる船 があります。その際、削 ∝ 酪 容纏厠 列
ります。*日本出発日の30日前(一部出発日は40日前)以降にご予約内容を追加 変更 取り消しされる場合は、諸費用がかかります。

勒 扁縫 堤 番 瑳露雹豊停事ま す夕三柔禦
犬
〕
こより頌 をお受けできない院 があります。*蒙 紙脈 の脚 とご渕 内に調 の腱 機そlT lu麹 制 もあわせてご覧ください。取消糊 *当 プラン帆 哨 uこつぃては、黙 眠 の

iを取り消しされる場合、当追加プランも旅行代金の一部として取消料の対象となります。              〔旅行会社の皆きまへ】*SFコードま搭乗日本J用人数にてご予約ください。

⑧ 覗 :呂虐]濡:デ靡 モiザゝ預%ラζ身馘
ス利用のガよ当日雪割こて空席のある場合のみ 片

【重要なお知らせ】日本航空の予約運用ポリシーに基づき、日本航空利用コースで(よ 、取消料対象期間内/外に関わらず、国内線区
間の利用を取りやめる際には、国際線区Folを含む全旅程の予約を一旦取り消し、国際線区間のみで再予約を行う必要があります。
そのため、空席状況によつては、予約確保されていた国際線区間の再予約ができない場合がございますのであらかじめご了承く
ださい。また、航空券よ旅程の途中からはご使用いただけません。ご予約済みの最初の国内線区間を搭乗されないなど、予約した
旅程順に使用されない場合は、その先の区間以降はすべて無効となるほか、追加費用が必要となりますのでご注意ください。
■追カロ代金 (大人・こども・キッズ同額/お1人様・往復)

※国際線と国内線のお乗り継ぎの際は、最低上記の時間が必要です(空港間の移動時間含む)。 乗り継ぎ時間は変更になる場合があります。
*ジェットスター ジャパンとのコードシエア便(国 内線JAL6000番 台)よ 、成田空港第3ターミナル発着です。

|
(EIIII■空港はジェットスタージャノヾンとのコードシエア便運航)

鰤 蔦ダ 認:メ鼎誦昭硼緻
'ま

蹂 目鰊足濫醤][5嶽りi麟8
コードシェア便となり、成田空港第3ターミナル発着です。

女満別 旭川・釧路 帯広 函館 青森・三沢 秋田
山形 Jヽ松 南紀白浜・岡山 広島 山□宇部・

1第 2ターミナル
:第 2ターミナル
:第 3ターミナル*
:第 2ターミナル

このプランは、現地集合・現地解散型のプランです。
原則として、現地では日本から到着するJALパ ックツアー(以下「本体ツアー」)と混乗で実施します。
〔対象コース】当バンフレット掲載の全]―ス

ロ聾趾礫付蠍凛雉輛予予ざ仄皿記●I
I/藝胚痒鯰鋏胚恣凩炒7]
言罠轄躙膊暑曙財覇黎卓θ夕璽

'1バ

3里晰詢ヽ製愧焉
辮 轡 ア剰 誦 憚 母醐 蝙 躁ξ挿 鮨

疇 錮 テ
(2)本体ツアーにこ参加のご同行者の有無およびお名前.

(3)お客さまご自身で手配いただいた航空機便名。
(4)(海夕‖こお住まいのお客さまのみ)集 合場所までの交通手段て,
(5)ご旅行期間中の緊急時連絡先。
上記のお客さまの情報を当社にて確認し 予約の可否を後日お知らせいたします。

璃驚鰯鼈藩プラン鐵  (お 1人 )

鬱大人 こども:各ホテルページの旅行代金表をご覧ください。
鰺キッズ:一律40,000円  鬱幼児:一律8,000円
選畿電驚鶴蘭
鯰ホノルル空港到着時間:8:00～ 12:55 鰺ホノルル空港出発時FB5:10:45～ 18:45
X送迎可能時間は日本航空国際線フライトスケジュールに準じて、変更となる場合があります。

・ 2属ξ譜謂星畠摯鼎諄l〔継智講11鮮]已鯖識 E禦冬 品雛艦魃命難

:[                                                     :「

鑓 蓮織籠疵 不通 スケジユ」 レ変更な・ cJ哄 本体ツア の目的地到が 遅れた場合や目的地が変更となつた場創 よ

.奎お挙ζラあ曇璽‰鮮お饒瞥錆墓ξ要た曇現爺製昭呵酷,鰤噺騎属ど蘇鄭象の定めcl■

.ビ添53り雰諮 子条に デ ンフレッ腰 柵 記 載の旅行条件要旨が適用されます。お申し込み訓こ別途お渡しする詳細

【潔藉蓄諸諄梵象塁:S電鷲1塩ツ2筒時にお客さまが集合′解散される場所をこ指定ください.

◆対象期間:2020年 1月 6日～4月 27日 チエックイン
◆対象コース:各ホテルページの「お部屋タイプJの各llTlに SVコ ードが記載されているコー

スが対象となります。各ホテルページをご覧ください。
ダブルベッドルーム

*キ ングサイズベッドまたは
クイーンサイズベッドが1台
のお部屋となります。

ツインベッドjレーム 同じフロアー(同階数)

*隣同士のお部屋になるとは限
りません。

I共通のご注意】*コ ースにより除外期間がある
場合があります。詳しくま各ホテルページをご覧く
ださい。*キッズベッド追力]手配('P6)との併用
はできません。*全員が同一チエツクイン日.チエッ
クアウト日、同一お部屋タイプの場合に限ります。
*ご出発の30日前(土 日祝日および12/31～ 1/2
を除く)までにお申し込みください。ご出発までに
予約の可否をお知らせします。(29日前以降にお申
し込みの場合手配はできません。また30日前以前
にお申し込みの場合でもホテルの状況により手配
できない場合があります。)''部 屋数に限りがありま
すので、ご希望に添えない場合があります。*記載
の手配よいずれか1つ のみお受けします。
【旅行会社の皆さまへ】*SVコードま各ホテル紹
介ページをご確認ください。予約コードよ各ホテ
ルごとにチェックイン日～チエックアウト日前日、
部屋数(同じフロアーは、2部屋または3部屋を1組
として「1」 )にてご予約ください。

それぞれのベッド
でゆつくりお休み
いただける、ベッド
が2台のお部屋を
手配します。

轟ラル機置の議殿 (シ菫ツプやシストラン)|こ で鋼鐵壼畿をご翻
誦籟盤だけるシステム等す。
〈共通のご注意)*提供ホテルに滞在中のみご利用いただけます。*ホテルま旨
定の施設のみでご利用いただけます。ご利用可能施設は予告なく変更となる
場合があります。詳しくま現地にてご確認ください。*ご利用にならなかつた
場合、ご利用金額が規定金額に満たない場合でも返金はありません。
〈ご春J用方法〉
颯ルームクレジット
*ご利用E寺に『お音5屋付けJこしてサインをしていただきます。*ご利用金額が
規定金額を超えた場合は、差額をチェックアウトの精算時にお支払いください。

機リゾートカード
*ご利用時に利用可能施設へご提示ください。*ご利用金額が規定金額を
超えた場合は、差額を利用可能施設にてお支払いください。

JAL′レク
5 お申し込み前に必ず「旅の情報とご注意(裏表紙)」 をお読みください。

242の 座席配置の例

国内各地からもご参加可能|

1ル′七未糞書あ続壺募歩|にお|`あ井1赫 1参加1境11t轟楽■|あ芳|オス
^|

笏

ル■ムグレジ
'卜
/リゾ■トカ■ド



2020年 1月 2020年 2月 2020年 3月 2020年 4月 ‐m蛛 封褥櫻顆饉⑤鵞
げ広払エコノミ‐クラス :鰯 聞 マ イ メレの は 彦 % 」AFイ レーか ンクに関するお問い合わせ

積算率は予告なく変更になる場合があります。   」ALマイレージバンク日本地区会員事務局
較驚 ふ朧 量:531ζRF凝,み  静F『:諾:1:えζl抵9島賠所:ξ儡 み)

座席仕様・食事内容・各種サービスの詳細につきましては」AL Webサイトをご覧ください。
www iaLco jp/inter/service/

ご自身だけのゆとりの空間をご堪能ください。

この難 引ぞ1ま丸県
=石
所壽熙六習髪:罪許

」RQフ和要ミフロ拒
=コ
ノミト尾勿冒豚ζご利用のお客さまへのサービス1 肛絣ポ

l専用チェックインカウンターでスムーズにチェックインができます。
i優先手荷物受け取りで到着空港でいち早く手荷物が受け取れます。

IAL SKY PREMIUM
M騒融鐵翻鸞成田■ホノルル線 シートの一例

■記載内容は2019年 10月現在のものです。■路線・機種によリシートやサービスが異なります。
また、運航される機材や座席仕様・食事内容・各種サービスは予告なく変更となる場合もあります。

追カロ代金(片道当たり)X往復手llEが必要な場合は 各搭乗日の代金が必要となります。 大人 こども キッズ同額/お1人

EどE型四
=■===医蓋己医Z掟艶出出ユ幽■ヨ“

目LE■ ●コースのご予約時にお申し込みください。●ご利用区間|ま、日本発着のJAL国際線対象路線の往復または片道です。●現地でのサービス内容(バスホテルなど)はエコノミークラスのお客
さまと同一です.0当該クラス利用代金に使用する運賃はジャルバックが独自に設定したもので「予約発券払い戻し」や「座席指定Jに対し公示運賃とは異なる制約があり空席状況も公示運賃と異なります。航空会社が独自に行うお客さま向け付帯サービ
ス(含キヤンペーン)も通常規定とは異なり適用とならない場合があります。●お座席番号は手配回答後にご[r:|ぃ ただけます。予約状況により座席捐定ができない場合ま空港にてこ確認ください..J・ た 座席確保後も概材変更やll生会社の都合によりお座
席が変更となる場合があります。●日本出発日の30日前(一部出発日は40日前)以降にご予約内容を追加変更 取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくま当社旅行条件書第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。●ご希望の座席クラスがお取りできfdいことを理由にコース本体をお取り消しした場合、お申し出の時期によってはコース本体の取消料の対象となります。●当プランの予約完了と同時にご予約済みの座席はキヤンセルされます。そのため、
席が変更となる場合があります。●日本出発日の30日前(一部出発日は40日前)以降にご予約内容を追加変更 取り消しされる場合は、諸費用がかかります。詳しくま当社旅行条件書第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。●ご希望の座席クラスがお取りできfdいことを理由にコース本体をお取り消しした場合、お申し出の時期によってはコース本体の取消料の対象となります。●当プランの予約完了と同時にご予約済みの座席はキヤンセルされます。そのため、
手配完了後に」ALプレミアムエコノミークラスのみお取り消しされる場合には、あらためてコース本体の座席を手配することとなります。予約状況により、変更のご希望に添えない場合もありJALプ レミアムエコノミークラスご利用追力]プランの座席のままご
出発いただく場合があります。●航空機の手配予約斗犬況により出発1カ月前以降の回答となる場合があります。●JALプ レミアムエコノミークラスをご利用いただく場合、P5「 おとなりお近くシートJは対象外です。
【旅行会社の皆きまへ】*SFコード|よ搭乗日本」用人数にてご予約ください。*往復手配が必要な場合は、往路復路の各搭乗日にてご予約ください。手配回答後、JALPAK NAV日 事前座席サービス手配」にて座席番号をご確認ください。予約状況により座席
指定が出来ない場合は、空港にてご確認いただきますようご案内ください。*JALプレミアムエコノミークラスを片道のみご利用の場合、エコノミークラス区間の便名指定をご希望の場合は「選べる便名プラン(追加代金)」 (P5)をご予約ください。

出
発
便

便名 予約コー ド 1/6～ 3/15搭乗 3/16～ 31搭乗 4/1～ 23搭乗
」AL782便 SF3910(片 道) 37,000円 49,000P 37,000円

便名 予約コー ド 1/10～ 3/15搭乗 3/16～ 31搭乗 4/1～ 23搭乗
」AL780便 SF3792(片 道) 37,000円 49,000円 37,000円

帰
国
便

便名 予約コー ド 1/9搭乗 1/10～ 3/18搭乗 3/19～ 31搭乗 4/1～ 28搭乗
」AL789便 SF3913(片 道) 49,000円 37,000円 49,000円 37,000円
イ更名 予約コー ド 1/10～ 3/18搭乗 3/19～ 31搭乗 4/1～ 28搭乗

」AL781便 SF3795(片 道) 37,000円 49,000円 37,000円

i遭餞雛諄:鬱ホテルのベッドを使用しない満2歳以上12歳未満のお子さま 醸満2歳未満で航空座席を使用する幼児 畿同一の
コース・出発日 旅行日数で大人または通常のこども代金にて参加される方2名様以上と同室で、ベッドを使用しないお子さま(同
室内において、大人代金またはこども代金でご参力]されるお客さまで最少催行人員が満たされていることが条件です)。 降 ソズ
代盆:こ食驚れる場磯:醸航空運送費 (座席使用)籠空港～JALPAKア ロハステーション(ホテル)間 の送迎 畿ジャル/ヾックオリジナ
ル観光「ホクレアJ「虹色散歩J ttJALパックカードとその特典 艤ホテルラウンジ(対象ホテル/お部屋タイプのみ)機旅行日程表

"ッ
グなどは含まllません)醸募集型企画旅行保険 :ベ ツト:*ダブルベッド1台のお部屋になる場合があります。その際、大人

2名様とキッズ代金でご参力日のお子さまが1名様または2名様同室の場合、3名様または4名様で1台のベッドを使用することにな
ります(一部のホテルではエキストラベッドの手配が可能です。詳しくは下記をご覧ください)。

鸞壌意:*キッズ代金でご参加のお子さまの人数が大入と通常のこども代金の合計人数を越えないことが条件です。*キッズ代
金は期間により通常のこども代金の方が安くなるまたは同額となる場合があります。ご確認のうえお申し込みください。
【旅行会社の皆さまへlツアーお申し込みの際に適用可能なお客さまに「キッズ代金Jでのご参力0を希望さllる かどうかご確認いただくようお願いします。

■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幼児 ■■′||,`ベ ッHよ ご利用いただけませ
ん。同伴の方と添い寝となります。簡易ベッドやエキストラ ソファーベッドもこ利用いただけません(-35のホテル
ではベビーベッドの手配が可能です。詳しくよ下記をご覧くださしヽ .

閂熾訃又鰭聰島プ翼栃▲ふ昌昂~ク釧象ホ列陳鷹]I雇薫繁9天聖参こどこ堤翼帝です。
◆対象年齢:2歳未満

が日印

」ALパックなら、ご希望により「キッカt金」のお子さまでも
エキストラベッドを無料手配します!←部ホテル/お音5屋のみ)

*左記マーク記載のお部屋が対象です。P34の各ホテルページをご確認ください。*お 部屋タイプの追加手配(,P5)と の
併用はできません.*ェキストラベッドよ通常のお部屋では1部屋に1台までご用意できます.*数に限りがあり 予約状況に
よつて{よお受けできない場合もあります。*大人 こども代金にてご参力」の方が1室3名の場合および幼児代金でご参力]の 方が
ベビーベッドをご利用の場合はエキストラベッドの手酉引まできません。*エ キストラベッドの搬入時刻は通常夜遅くになります。
〔旅行会社の皆さまへ】エキストラベッドの手配が必要な場合は メッセージにてご連絡ください。

*ご 希望のお客さまは日本出発の30日 前 (■ 日 祝Elお よび12731-1′ 2を除く,ま でにお中し込みくださ
い.こ 出発までに予約の可否をお知らせします.,|ベ ビーベッドをこ希望の場合、通常のお部屋では1部屋に1

台までこ用意できます。ただし 数に限りがありますので 予I‐状況によりこ希望に添えない場合があります.

*キッズ代金にてこ参力]の お子さまがエキストラベッドをご利用の場合 および大入 こども代金の方で1室3
名様と同室の場合は手配できません.*対象ホテル以外でもリクエストまお受けしますか 現地到着後の回答
となりますのでこ了承ください(一部ホテルでは有料となります).

企画。実施 :ジヤルバック

幼児代金表 (ぉ 1人 )

現地空港諸税は別途、旅行会社にてこ確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額 :2歳未満 :6,790円

エコノミークラス/け¨ ラスJALプレミアムエコノミークラス
(旅行代金)

1/6～ 4/23出発:一律4.5万円
*ワイキキ サンドヴィラ ホテル(トリプルルーム)コースには幼児代金の設定はありません。
*上記エコノミークラス/JALプレミアムエコノミークラス利用幼児代金は旅行代金です(追力]代
金ではありません)。

キッズ代金表(お 1人/瞬国】])
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、国際観光旅客税(1,000円 )は別途、
旅行会社にてこ`確認のうえお支払いください。
現地空港諸税目安額 :(2歳以上12歳未満):7,310円 (2歳未満):6,790円
〔下記旅行代金は帰由サーチャージを含みます。>裏表紙 )

エコノミークラス
(旅行代金)

目 A C D
11.4 11.8 12.5 12.9 13.7 15.2

*ワイキキ サンドヴィラ ホテル(トリプルルーム)コース回よキッズ代金の設定はありません。

*年齢は旅行出発日を基準とします。*キッズ代金/幼児代金のお子さまは 旅行代金区分の基準となる「参力]人数Jこ よ含まれません。*特に記載がない限り、コースに含まれる食事 ホテル特典 リゾートフィーおよびホテ
ルでの備品

"オ
ルなど)は付きません。*1室当たりの最大収容人数(1室 の最大定員)はホテル お部屋のカテゴリーによって異なりますので、P34の各ホテルページにてご確認ください。*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 国際観

光旅客税は別途、旅行会社にてお支払ください。詳しくは裏表紙をご覧ください。*キ ッズ 幼児代金にてご参力]の場合 延泊代金はかかりません。

が目印

ホテJレが
機供する書料の
サービスが
ご利陶もヽただ:サ

ます。

リピーターズ
プElグラム

▲このマーク
が目印

鶴ホテルに
2回国以購の
ご翻油の場合、
本テルにお油摯り
にな機ごと:こ
機々な驀農が
磯けられ議す。

*内容など詳細は、「旅行日程表J

または現地でご確認ください。
*内容など詳細は、「旅行日程表」また
は現地でご確認ください。

JAL′マック
6

肉 :」

'世

[ミl:‖littlil早翼郡たジだま礎胤
▲このマークが *ワ インの種類はご指定いただけません。*お申し込みが必要です。日本出
目E口 です。  発の20日前(土 日・祝日および12/31～ 1/2を除く)までにお申し込みの旅行

会社へお申し出ください。20日前を過ぎてからのお申し込みはお受けできま
せん。*ホテルlFlの者5合により、予告なく変更・中止となる場合があります。

【旅行会社の皆さまへ】SFコードはチェックイン日・音5屋数にてご予約ください。

カレンダー (成田発) ご希望の出発日がどの旅行代金区分に属するかをご確認のうえ、各コースの旅行代金をご覧ください。

ⅢM朝ヨ引JALプレミアムエコノミ…グラスご利用追カロプラン 1罐復ま日ま片道でもご利用になれます。

ホテル特輿 蒻
ウエデイング″‐ヽネム■ン●‐ワイン



舗 す紆 耶 辮 黛葬搬 該眈 硫 i檻編 :財蟄 鯰 ;用別途、旅行会社にてお支払いください。航空券発券時に徴収され′
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力0徴収 返金はいたしません,

がかかります。X かヽりません。

■胡I男===巨四亜】圧ヨ●旅行イま■藤爾額 廃止されても 増額分の追加徴収や減額分の払い戻しまございませ
異常な変動に伴い 各航空会社が一定の期間、一定の条件の下で各国関係機関■
社利用区間により異なり対象となるすべての航空旅客に対して課せられるもので
●アメリカでは18歳未満の方が両親と同伴しない旅行をする場合(単独や片方の

怒霜躙 l鶉 隕:3蹴曇淫だ15彗せ懃 、く勇ま鼎聾彗璧霙皇鋒8:れます。ホカレのほとんどの客室ホ列り「よつてF竿つい
(オアフ島)〉 02017年 10月 25日から運路模断中のスマートフォン寺の電子機器の1史用禁上茉例か地行さイtました。遅反した場6
は罰金が課せらllま すのでご注意ください。〈お客さまへのお願い)●旅行先で 部屋の種類 条件、お食事その他各種特典やサー
ビスが受けられなかつた場合には 必ず」ALPAKア ロハステーシヨンまたは現地係員にお申し出ください。ご帰国後の対応はできな
い場合があります。 〈最少催行人員についてのご注意)●最少催行人員にキッズ 幼児代金でご参加のお客さまは含まれません。
●1部屋あたり、各ホテルのお部屋一覧に記載の最少催行人員未満でのお申し込みはお受けできませんのでご了承ください。

はできませ
けで
あた

あります。■:

(大人 こどt
のない限り、|
ん。口ご注意

ン」
ださい。

)=航空機 □=食事なし □=機内食(回数は示しません)超と二=写真はイメージです。
〔●本申込)‐出発前に日本でお申し込みいただく事前予約システムです。
幅秤理Ⅲ墨J=出発前に日本でお申し込みいただく事前予約システムです。代金(料金)は 日本払いとなります。
(壁量馳甲
“
=霞毀 鴇昂き窓習毬蛛 ■赳謝 F12/31～

1/2を除0までこ日本でお申し込みいたロナ
亀重匹璽憂匹⊃=露

i]署磐憾̈ 基偲1争占ffY13事妥F本でお申し込みいたロナます。また、

図薗薗囲國 =襲雷雰i3翻
=Yろ
寡ξ婆薔露耐約システムです。お申し込棚阻ま卸

お手伝いを希望されるお客さまの
ご旅行相談サポート

【海外ツアー】050-3164… 1103
受付時間:9:00～ 17:00(12/31～ 1/2を除く毎日)

www. j a [.co. j p/tou r/support/

L空港諸税】各コースページに記載してお
すが、お申し込みの際 旅行会社へ詳細を
認ください。右記の日本円目安客副ま2019
弓の ATAレート(CER)を参考に算出して
す.(1ア メリカ ドル=114円),現地空港諸
は目安であり確定した収受額は旅行日

【現地空港諸税】各コースページに記載してお 【現地空港諸税額12019年 1

管郵潤路2猾瑯М[憬鉾盗鞣靡

肺:`テ課:{牛 (要約 )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。 20197

祠募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジャルバック(以下「当社J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「旅イi契約Jと いう)を締結することになります。
蠅旅行契約の申し込み申し込み時の申込金の額(お 1人様)は以下の通りです。

鰺旅行条件要旨基準日 この旅行条件要旨の基準日は 2019年 11月 1日 です。旅イi代金は、2019年 11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。
鰈旅行契約の角η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。

蝙旅行契約成立時点 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。)
褥旅行代金 募集広告価格表示llTlの「旅行4t金」と「追力]代金Jの合計額から剛 引代金J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J「取消料J「変更補償金Jの お支払いの際の基準となります。
隧旅

`予

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。
M牛寺号」補償 当社は、お客さまが旅行参力]中 に急激かつ偶然な外来の事故によつて、生命、身体または手荷物の上
に被つ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。

隋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幸尉こついて、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。

してさかのぼつて61日 目以前

日から起算してさかのはつて60日 目にあたる日まで

旅行契約の解除期日 取消料 (お 1人様)

旅行開始 日が ピーク時の旅行 である場合 であつて、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて40日目
〔
「
あ■る自口略■1口日にあなる日末で

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、フ月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。

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

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%

旅行開始Bの前日から起算してさかのぼつて
14日目にあたる日以降3日 目にあたる日まで 旅行代金の20%
旅行開始日の前々日～当日 旅行代金の50%

S 旅行開始後または無連絡不参力0 旅行代金の100%

鳳 :'り

'ヾ

j見ζ告;三!ス11 lξ誓瘍[∬攀i霙翼馨:。
お問い合わせください。(電話番号は」AL Sales Webに ご案内しております。)

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1

鼈JALパック 海外
wwwjal.co jp/intltour

¨ ◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉
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総合旅イ

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。

24-2121
・スター・トラベリレ
日t田町5丁目5番地1

MttT雪

株式会社ジャルバック

酬』貪孟冬燒■群踪 楊

峯果と■t 23081

観光庁長官登録旅行業第705号

ケガや病気の治療費を
最大 1,000万 円までサポートします。
言羊しくはWebで
>www jatcojp/intitour/traveunfo/
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