
ホノルル
フェスティバル

とは

■旅行期間：

2020年3月6日㈮～3月11日㈬【6日間】
■旅行代金：大人お一人様（エコノミークラス・ツイン2名1室利用）

※上記旅行代金の他、以下の燃油サーチャージ、空港税、空港使用料などが別途必要
です。ご出発前の旅行代金ご精算時にお支払いください。
　燃油サーチャージ（目安12,000円）、海外空港諸税（概算6,960円）、国際観光旅客
税（1,000円）、航空保険料（600円）、国内空港施設使用料（530円）（いずれも2019
年10月1日現在の額です）
※燃油サーチャージの増額・減額があった場合は、追加徴収または返金いたします。

■らくらくシート追加代金：お一人様 175,000円（往復）
※ビジネスクラス用の座席となりますが、サービスはエコノミークラスに準じます。
　（機内食、お飲み物など）
■利用ホテル：（いずれもツイン2名1室利用）
Ａコース：アロヒラニリゾートワイキキビーチ
Ｂコース：ヒルトンハワイアンビレッジ
Ｃコース：シェラトンプリンセスカイウラニ
Ｄコース：アストンワイキキビーチホテル又はアラモアナホテル
■日本発着時利用航空会社：日本航空（JL）（エコノミークラス）
■募 集 人 員：80名様（最少催行人員：30名様）
■食 事 条 件：朝食0回、昼食0回、夕食0回（機内食は含みません）
■添　乗　員：全行程同行いたします。
■申込締切日：2020年1月31日（金）

※先着順にて、定員になり次第締め切ります。

茨城空港（イメージ） 写真提供：茨城空港

第26回 ホノルルフェスティバル イベントスケジュール（予定）

■日程表

ご注意：この行程は、2019年10月1日現在の運行予定スケジュールを基準としております。
　　　　現地状況・交通状況によって変更となる場合も
　　　　ございます。予めご了承ください。
日本発着時利用航空会社：JL 日本航空

日次 月日（曜） 地　名 交通機関現地時間
1 2020
3/6
（金）

茨　城　発

ホノルル着

JL

混乗
シャトル

混乗
シャトル
JL

17:00～
　21:00

05:00～
　10:00

スケジュール 食事

夕：－

朝：－

昼：－

夕：－

朝：－
昼：－
夕：－

朝：－
昼：－
夕：－
朝：－
昼：－
夕：－
朝：－
昼：－
夕：－

空路、ホノルルへ

着後：空港よりハワイコンベン
ションセンター（HCC）へ
説明会後、Tギャラリア by DFSへ
（昼食はお客様ご自身でお済ませ
下さい）
※DFS⇒ホテルはお客様ご自身
で、‘OLI‘OLIフットワーク又は
徒歩での移動となります。
※チェックインは15時以降になり
ます
★滞在中の移動に便利な
‘OLI‘OLIフットワーク〈HiBus
（ハイバス）、トロリー、電気バ
ス〉乗車パス付き
 〈ホノルル泊〉

2 3/7
（土）

ホ ノ ル ル 終日 終日：自由行動

 〈ホノルル泊〉
朝：－
昼：－
夕：－

3 3/8
（日）

ホ ノ ル ル 終日 終日：自由行動

 〈ホノルル泊〉
4 3/9
（月）

ホ ノ ル ル 終日 終日：自由行動

 〈ホノルル泊〉
5 3/10
（火）

ホ ノ ル ル

ホノルル発

午前

09:00～
　15:00

ホテルから空港へ

帰国の途へ
 〈機中泊〉

6 3/11
（水） 茨　城　着 13:30～

　19:30
通関後、自由解散

…………… 国際日付変更線通過 ……………

国際日付変更線通過

イベント内容

会　場

9:00～13:00
教育

プログラム

12:00～13:30
州知事主催
歓迎昼食会

19:00～20:30
フレンドシップ・
パーティー

HCC
ワシントン・
プレイス

（州知事公邸）
HCC

HCC：ハワイ・コンベンション・センター

10:00～18:00
展示・実演
クラフトフェア

HCC

10:00～18:00
縁日

HCC

10:00～15:00
縁日

HCCHCC

10:00～18:00
パフォーマンス・
ステージ

10:00～15:00
展示・実演
クラフトフェア

HCC・
アラモアナセンター
ワイキキ市内特設会場

10:00～15:00
パフォーマンス・
ステージ
HCC・

アラモアナセンター
ワイキキ市内特設会場

16:00～20:00
グランド
パレード

カラカウア
大通り

20:30～
長岡花火
（予定）

ワイキキ
ビーチ沖

3/6（金） 3/7（土） 3/8（日）

コース 旅行代金 利用ホテル

アロヒラニリゾートワイキキビーチ
（当社デラックスクラス）※部屋指定なし

ヒルトンハワイアンビレッジ
（当社デラックスクラス）
※部屋指定なし・タワー指定なし

シェラトンプリンセスカイウラニ
（当社スーペリアクラス）※部屋指定なし

アストンワイキキビーチホテルまたは
アラモアナホテル
（当社スーペリアクラス）※部屋指定なし

238,000円
（一人部屋利用追加代金：98,000円 ※4泊分）

228,000円
（一人部屋利用追加代金：90,000円 ※4泊分）

218,000円
（一人部屋利用追加代金：74,000円 ※4泊分）

199,000円
（一人部屋利用追加代金：68,000円 ※4泊分）

A
B
C
D

1995年、日米友好を目的に始まったホノルル フェスティバルは、日米間の文化交流の域を超えてオーストラリア、
カナダ、イタリア、メキシコ、フィリピン、台湾、韓国、ニュージーランドなど環太平洋の国々との交流へと成長して
きました。今では、毎年3月に開催される恒例行事として定着し、環太平洋の文化交流促進支援事業として、ハワ
イ最大の国際的な文化交流イベントとなっています。

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
●時間帯の目安

04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

ホノルル（イメージ）

チャーター便で行く

ホノルルフェスティバル開催中 3/6～3/8

ホノルルフェスティバル（イメージ）
写真提供：ホノルルフェスティバル
ホノルルフェスティバル（イメージ）
写真提供：ホノルルフェスティバル

6日間
茨城空港発着
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ダイヤモンドヘッド／カハラ方面→←ダウンタウン／ホノルル空港方面

シェラトン プリンセス カイウラニ

アストンワイキキビーチホテル

ダイヤモンドヘッド

●
カピオラニ公園

●
ホノルル動物園

●

●●
●

●
フォート・デ・ルッシー

パーク

●
ハワイコンベンション
センター

●

フォート・デ・ルッシー
ビーチ・パーク

マジック・アイランド

アラモアナ・
ビーチパーク

●
アラモアナ
センター

ワイキキビーチ

デューク・
カハナモク像

ロイヤル・
ハワイアン・
センター

Tギャラリア
by DFS

ワイキキ・
ビーチ・
ウォーク

カ
パ
フ
ル
通
り

アロヒラニリゾート 
ワイキキビーチ

クヒオ通り

アラワイ大通りカピオ
ラニ大

通り

アラモアナホテル

ヒルトンハワイアンビレッジ

■募集型企画旅行契約
この旅行は株式会社JTB（東京都品川区東品川2-3-11  観光庁長官登録旅行業第64号。以下「当社」
という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様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。また、旅行条件は、下記によるほか、別途
お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約
款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申し込み及び契約成立時期
⑴所定の申込書に所定の事項を記入し、下記のお申込金を添えてお申し込みください。尚、申込金
の額は、原則として旅行代金の20％以内となります。お申込金は、旅行代金お支払いの際差し引
かせていただきます。
⑵電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の承諾の旨通知し
た翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。
⑶旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
⑷お申込金（おひとり）：30,000円
■旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降、21日前までの間
で当社が定める日に（お申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払いください。
また、お客様が当社提携カード会社のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取
消料、追加諸費用などをお支払いいただくことがあります。この場合のカード利用日は、お客様か
らお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
■取消料（チャーター便利用の場合）
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。
（お1人様）

■旅行代金に含まれるもの
＊旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（エコノミークラス利用）＊旅行日程に明示した宿泊
の料金及び税・サービス料金（2名1室利用を基準とします。）＊旅行日程に明示した食事の料金及
び税・サービス料金＊航空機による手荷物運搬料金＊現地での手荷物運搬料金（一部含まれないコー
スがあります。また、一部空港・ホテルではお客様自身で運搬していただく場合があります。）＊添
乗員同行費用
これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。
■旅行代金に含まれないもの
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
＊超過手荷物料金＊クリーニング代、電話電報料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、そ
の他追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料金＊アメリカ電子渡航認証シス
テム「ESTA」登録料（14USドル）＊「ESTA」代行登録と確認証の発行に伴う手数料（お一人様
6,600円）＊燃油サーチャージ（目安12,000円）＊海外空港諸税（概算6,960円）＊国際観光旅客
税（1,000円）＊航空保険料（600円）＊国内空港施設使用料（530円）（いずれも10月1日現在の
額です。燃油サーチャージは概算航空券発券時に確定致します。変動の可能性がございますのでご
了承お願い致します。）＊お一人部屋利用追加代金（コースにより異なります。）＊らくらくシート
追加代金（175,000円）＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・
宿泊費＊任意の海外旅行保険代金
■特別補償
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行
約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によ
り、その身体、生命又は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償
金又は見舞金を支払います。
・死亡補償金：2,500万円　・入院見舞金：4～40万円　・通院見舞金：2～10万円
・携行品損害補償金：お客様1名につき～15万円
　　　　　　　　　　（但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。）
■「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件
当社提携クレジットカード会社のカード会員（以下「会員」といいます。）より「会員の署名なくし
て旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」といいます。）を条件にお申込み
を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱いができ
ない場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）
⑴契約成立は、当社が電話又は郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（e-mail等電子承
諾通知を利用する場合は、その通知がお客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員
番号・カード有効期限」等を通知して頂きます。
⑵「カード利用日」とは旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金の
カード利用日は「契約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」と

します。（但し、契約解除依頼日が旅行代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金
から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算して7日間以内をカード利用日として払
い戻します。）

⑶与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでお支払いができない場合、当社は通信
契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社が別途指定する期日
までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
■旅券・査証について
（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）
○旅券（パスポート）：このパンフレット記載の旅行には、アメリカ入国時有効残存期限が帰国まで

有効な旅券（入国時90日以上が望ましい）が必要です。
○査証（ビザ）：この（パンフレット記載の）旅行には、不要です。
当パンフレットでご案内の旅行先では、IC旅券または機械読取式旅券でご参加の場合、査証は不
要です（IC旅券または機械読み取り式でない旅券の場合は査証が必要です）。但し、米国では短期
滞在査証免除国の国民の入国に際し、渡航72時間前までにインターネットを通じて査証免除可否
のチェックを受けるシステム（電子渡航認証システム、以下「ESTA」）での申請を義務付けてい
ます。（申請には14米ドルの費用がかかります）登録は専用のウェブサイトhttps://esta.cbp. 
dhs.gov/より行い、認証が拒否された場合は、査証を取得しない限り、航空機への搭乗や入国を
拒否されます。ESTAでの認証が拒否された場合は、査証申請を行う必要があり取得まで時間が
かかりますので、早めに登録手続きをお願いします。また、認証拒否ならびに査証未取得に伴う
旅行取消については、所定の取消し料がかかります。尚、ESTAでの認証は米国入国承認ではな
い為、入国時の入国審査は従来どおり行われます。情報は予告なく変更となる場合がありますの
で、旅行申込販売店へ必ず最新情報をご確認ください。
＊現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得はお客様の責任で行って
ください。これらの手続等の代行については、販売店（当社）が渡航手続料金をいただいてお受け
します。
■保健衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホームページ：http:// www.forth. 
go.jp/でご確認ください。
■海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、外務省「海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が出
されている場合があります。お申し込みの際に販売店より「海外危険情報に関する書面」をお渡し
いたします。また、「外務省海外安全ページ：http://www.pubanzen. mofa.go.jp/」でもご確認
ください。また、旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると、滞在先の最新の危険情報や緊急時
の連絡メール等を受け取れる外務省のシステム「たびレジ」https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ 
tabireg/へのご登録をお勧めします。
■海外旅行保険への加入について
海外において、病気・けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、
事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治
療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の海外旅行保険に
加入することをお勧めします。海外旅行保険については、販売店の係員にお問合せください。
■事故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・ガイド、または、最終日程表でお知ら
せする連絡先にご通知ください。（もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第
ご通知ください。）
■個人情報の取扱について
⑴当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様
との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行サービスの手配及
びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の
費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物
等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び最終旅程表に記載された
運送・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、お申込み時にいただいた個人情報及び搭乗さ
れる航空便名に係る個人データを、予め電磁的方法等で送付することにより提供いたします。
⑵当社及び販売店は、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の
個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連
絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情
報を当社及び販売店に提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
⑶その他、個人情報の取扱いについては、ご旅行条件書（全文）の「個人情報の取扱い」をご参照
ください。なお、当社の個人情報に関するお問い合せ窓口は次の部署となります。
　株式会社JTBお客様相談室　〒140-8602　東京都品川区東品川2-3-11
　https://www.jtb.co.jp/form/inquiry/wmform.asp
■旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2019年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2019年10月1日現在の有効
な運賃・規則を基準として算出しています。
■その他
本ツアーは、航空会社による関係国政府の許認可の取得を条件とします。

ご旅行条件〈要約〉お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。ご旅行条件〈要約〉お申し込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。

契約解除の日 取消料
旅行代金の20％
旅行代金の50％
旅行代金の80％
旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合（ロからニまでに掲げる場合を除く。）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合（ハ及びニに掲げる場合を除く。）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合（ニに掲げる場合を除く。）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合
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《お申込み・お問い合わせは》※申込は郵送又はFAXの受付となります。

《旅行企画・実施》

《受託販売》

株式会社JTB  水戸支店
ハワイチャーター受付デスク
〒310-0803  茨城県水戸市城南1-1-6 サザン水戸ビル2F

TEL:029-225-5233  FAX:029-226-4017
営業時間：月～金 9：30～17：30（土・日・祝祭日休業）
総合旅行業務取扱管理者：竹中 寛
総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者から
の説明にご不明な点があればご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にお尋ねください。

観光庁長官登録旅行業第64号
一般社団法人日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11 〒140-8602

ホテルマップと
‘OLI‘OLIフットワークのご案内

ハワイ最大のショッピングセンター「アラモアナ・センター」と
ワイキキ地区エリアの主要ホテルの停留所を結び、ショッピング
やお食事にとっても便利なルート。

アラモアナルート

大人気のカフェ・カイラやレナーズでの朝食にも便利。
人気のスーパーにも停車する、女性に好評のルートです。

カハラルート

地図表記：

地図表記：

早朝からまだ涼しい時間帯にダイヤモンドヘッド登山が楽しめる
ほか、ダイヤモンドヘッド・ビーチ・ルックアウトからはハワイの大
海原を眺めることができます！（　　　の部分は早朝時間帯運行）

ダイヤモンドヘッドルート 地図表記：

承認番号：E1910001


