
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年３月９日（土）～３月１４日（木） ６日間 

 

 

 

 

 

  

ご旅行期間 

 

 

ＫＢＳ京都ラジオ 

AM 1143KHz / FM 94.9MHz 

毎週土曜日 12:00～16:00 

ON AIR 



募集要項  

【旅行期間】 ２０１9年３月９日（土）～３月１４日（木） ６日間 

【旅行代金】 大人お一人様  ３２１,０００円（2名 1室利用） 
◎相部屋でのお申込も受付けておりますが、同室者が見つからず、1 人部屋となった場合には 1 人部屋追加代金
が必要となります。 

◎別途、海外空港税約 7,080 円、関西空港使用料・旅客保安サービス料 3,040 円、国際観光旅客税
1,000円（注 1）、燃油サーチャージ 17,600円（10月 1日現在）が必要です。 
＊燃油サーチャージは、増額された場合には不足分を追加徴収、減額された場合には減額分を返金させていただきます。 

（注 1）2019年 1月 7日以降、日本から出国する旅客が対象です。 
◎お部屋をシングルでご利用になる場合は 70,000円の追加代金が必要となります。 
◎ハワイ入国に際し、査証は不要ですが、ESTA渡航認証が必要です。 
弊社でも代行を承っております。ご希望される場合はお一人様 実費＄14+手数料 6,480 円が必要です。 

【利用予定航空会社】 デルタ航空（DL）またはハワイアン航空（HA）または日本航空（JL）一部の航

空会社はコードシェア便となる予定です。詳細が決まり次第ご案内いたします。／エコノミークラス 

【利用予定ホテル】 プリンス ワイキキ（ツインルーム バスタブ・トイレ付） 

【添乗員】 同行いたします 

【食 事】 朝４回 昼 0回 夕４回 ※但し、機内食を除く 

【募集人数】 25名様 （最少催行人員 20名様） 

【申込締切】 ２０１9年１月２8日（月） 

 

 

 

最終ページの申込書に必要事項をご記入のうえ、FAX もしくは郵送にてお申し込みください。 
受領後、弊社よりご案内をお送りいたします。 

【お申込み･お問い合わせ先】 
株式会社ＪＴＢ 京都中央支店  担当：木村・中村 
〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 167 ＡＹＡ四条烏丸ビル 2Ｆ 
TEL：０７５－２８４－０１７３ FAX：０７５－２８４－０１５３ 

 

ご旅行のポイント  

２５周年を迎えるホノルルフェスティバルを堪能！ 
－ 毎年３月に開催されるハワイ州公認にして最大の国際的な文化交流イベント ― 
25 年間続く中で、日本とハワイだけでなく環太平洋の国々との交流に発展を遂げています。 
日本各地のお祭りや芸能なども各所で公演、いつもと少し雰囲気の違うハワイを体験できる 
のは、この期間だけのお楽しみです!! 
 

ワイキキに打ちあがる伝統の長岡花火！※ 
－グラスを片手に、ワイキキの夜空を彩る職人技の花火をお楽しみください－ 
  

全部屋オーシャンフロント! 解放感あふれるプリンス ワイキキ泊！ 
－さらに全室バスタブ付き＆洗浄機能付きトイレが全室に完備！ワイキキではここだけです－ 
 

滞在中 JTB‘OLI‘OLIウォーカー＆トロリーが乗り放題！ 
－ちょっとしたお出かけにも便利。お気軽にいろんなエリアへ行くことが可能です－ 
 

豊富なオプショナルツアーをご用意！自由行動も迷わない！         
－ アクティブプランから文化体験まで多様多種なプランをご用意（別途料金要）－ 
 

山崎弘士ツアーならではの内容！添乗員同行で安心！ 
－ 今回のご旅行は出発からご帰国まで添乗員同行、全ての夕食が付いた内容です －  
もちろん恒例の大抽選会も開催！山崎弘士さんと一緒にハワイで癒しの一時を過ごしましょう！ 

悪天候等の場合の開催は主催者判断となりますので予めご了承ください 

  

お申込方法 

プリンスワイキキ＠デジキャビ 



 

 
 
 
 
ワイキキの西端、アラモアナに近いアラワイヨットハーバーに面して立つ日系ホ
テル。街の喧噪から離れていながら、ワイキキビーチへも、巨大ショッピングモ
ールがあるアラモアナへも徒歩で行くことができる利便性が魅力。ゲストルー
ムはすべてオーシャンフロントで、ピクチャーウインドーとよばれる床から天井ま
での大きな窓から、美しい風景を望むことができる。日本語サービスやワイキ
キへの無料シャトル運行、フラダンスなどの無料モーニングアクティビティなど、
さまざまなサービスを提供。所有のゴルフコースは特別料金で利用でき、無
料送迎付き。キッズ向けサービスも充実しており、幅広い年齢層から支持さ
れている。 

 

 

◆観光案内◆ 

2日目 ホノルルフェスティバル 

 
ステージパフォーマンス 

ハワイ、日本を始めとする各国から
の参加グループによる伝統芸能や
パフォーマンスをお楽しみ頂けます。 

 

 

 
グランドパレード 

カラカウア通りを様々な国々の伝統
的なパフォーマンスやお祭りが練り
歩きます。 

 
 

2日目夜 日本三大花火 長岡花火 をご鑑賞 

 
日米の戦没者への慰霊、日米友
好と平和への祈りを込めた花火がフ
ェスティバルのフィナーレを飾ります。 

日本でも有名な長岡の花火をホノ
ルルでお楽しみください。 

 
◆2日目： 3月 10日（日） 
ホノルルフェスティバルイベントスケジュール◆ 

10:00~15:00 展示・クラフトフェア 
10:00~15:00 縁日 
10:00~15:00 パフォーマンス・ステージ 
16:30~20:00 グランドパレード 
20:30~      長岡花火（予定） 

◆行程表◆ 

日次 月日（曜） 予定 

1 
3/9 

（土） 

空路、ホノルルへ（DL又は HA又は JL） 
関西空港発（20:30~22:10） 

ホノルル着（09:00~10:40） 

 
着後、説明会後 DFS へ 
ホテルまたはレストランにて夕食パーティ 

 

 ホノルル泊 朝 機内 昼 ― 夕 〇 

2 
3/10 

（日） 

ホノルルフェスティバル見学 
パフォーマンスステージやクラフトフェアなどのイベントが開催中 
 

たくさんのパフォーマンスやお祭りが通るカラカウア通りにて 
グランドパレードを鑑賞 
 

レストランでお食事後、長岡花火を鑑賞 
 

 ホノルル泊 朝 〇 昼 ― 夕 〇 

3 
3/11 

（月） 

オプショナルツアーに参加（別途料金が必要です） 
 
★オアフ島 1周よくばり観光ツアー 

★パールハーバーとアリゾナ記念館＆戦艦ミズーリツアー 
★アトランティス（潜水艦）アンダーシーアドヴェンチャー 
 

その他にも様々なオプションをご用意♪ 
レストランにて夕食パーティ 

 ホノルル泊 朝 〇 昼 ― 夕 〇 

4 
3/12 

（火） 

オプショナルツアーに参加（別途料金が必要です） 
レストランにてフェアウェルパーティ 

 

 ホノルル泊 朝 〇 昼 ― 夕 〇 

5 
3/13 

（水） 

朝、専用車にて空港へ 

空路、大阪へ 
ホノルル発（10:55~14:00）（DL又は HA又は JL） 
 

 機中泊 朝 〇 昼 機内 夕 ― 

6 
3/14 

（木） 

関西空港（15:35~19:20）着 

  朝 機内 昼 ― 夕 ― 

この日程表は最も新しい資料により作成しておりますが、交通機関の都合により出発到着時刻の変更が生ずる事があります。 

ご注意：発着時間、交通機関等は変更になる場合があります。 

 
◆宿泊ホテル案内◆ 

プリンス ワイキキ 
Prince Waikiki 
 

<日付変更線通過> 

<日付変更線通過> 

<イメージ> 

<イメージ> 

<イメージ> 

外観 プール 

外観＠デジキャビ 

客室一例＠デジキャビ レストラン＠デジキャビ 景色＠デジキャビ 

ホノルルフェスティバル 

ホノルルフェスティバル 

ホノルルフェスティバル 



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下さい。 
●募集型企画旅行契約 

この旅行は株式会社JTB京都中央支店(京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町167 AYA四条烏丸ビル2F 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 

（１）必要事項をお申し出のうえ、下記のお申込金を添えてお申し込みください。なお、お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。 

（２）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日以内にお申

し込み内容を確認のうえ、申込金の支払をしていただきます。 

（３）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。 

（４）お申込金（おひとり）30,000円 

●旅行代金のお支払い 

旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって60日目に当たる日以降、21日目にあたる日より前（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 

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） 

契約解除の日 
4/27～5/6,7/20～8/31,12/20

～1/7 に開始する旅行 
左記以外に開始する旅行 

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 
旅行代金の１０％ 無料 

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％ 

旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

＊貸切航空機を利用する旅行、日本出国時及び帰国時に船舶を利用する旅行及び旅行日程中に３泊以上のクルーズ船泊を伴う旅行に関

しては、上記の表によらずコースページ内に記載する取消料に拠ります。 

●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（注釈のないかぎりエコノミークラス）＊旅行日程に明示した観光の料金（バス料金・ガ

イド料金・入場料金）＊旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金（旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きま

す。２人部屋に２人ずつの宿泊を基準とします。）＊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（一部の空港・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。）＊添乗員同行コースの同

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＊渡航手続関係費用＊オプショナルツアー料金＊運送機関が課す付加運賃・料金（例：燃油サーチャ

ージ、但し、燃油込みコースを除きます）＊旅行日程に「お客様負担」と明示した宿泊の税・サービス料金＊日本国内の空港施設使用料・

旅客保安サービス料＊日本国内におけるご自宅から発着空港等集合・解散時点までの交通費・宿泊費＊旅行日程中の空港税等（但し、

空港税等含んでいることをパンフレットで明示したコースを除きます。） 

●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：２５００万円 

・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。） 

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

知がお客様の到達したとき）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。 

「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。 

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の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合せください。） 

１． 旅券（パスポート）：この旅行には、帰国時まで有効なIC旅券（アメリカ入国時90日以上残存のある旅券が望まし） 

２． 査証（ビザ）：この旅行には、査証は不要であるが、ESTA渡航認証が必要です。 

＊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）が渡航手続代行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。 

●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 

（1）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、お客様との間の連絡のために利用させ

ていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領の

ために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。 

（2）当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供することがあります。

この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係る個人情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提

供いたします。なお、これらの個人情報の提供の停止を希望される場合は、お申込店に出発前までにお申し出ください。 

●旅行条件・旅行代金の基準 

この旅行条件は2018年 10月 1日を基準としています。又、旅行代金は2018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。 

 

旅行企画・実施 株式会社 JＴＢ 京都中央支店 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  

お申し込み・お問い合わせ先 

株式会社ＪＴＢ 京都中央支店  担当者：木村・中村   総合旅行業務取扱管理者：阿部 貴昭 
〒600-8421 京都市下京区綾小路通烏丸西入童侍者町 167 AYA四条烏丸ビル 2F 

ＴＥＬ．０７５-２８４-０１７３ ＦＡＸ．０７５-２８４-０１５３ 営業時間 9:30～17:30/土･日･祝日･年末年始休業 
※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、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 

 
 

ＫＢＳ京都 山崎弘士と行くハワイ６日間 申込書ＪＴＢ京都中央支店 木村／中村 宛 
以下に記載する個人情報を旅行手配、手続代行のために必要な範囲内で宿泊･運送機関その他の第 3者に提供されることを同意の上、申し込みます。 

※「ローマ字氏名」については、パスポートに記載のローマ字と同じ表記でご記入ください。 

フリガナ   

ローマ字氏名 

姓 名 

申込代表者

氏名 

姓 名 

性別 男 ・ 女 生年月日 西暦      年   月   日生 TEL  

ご住所 

〒 FAX  

携帯  

 

フリガナ   

ローマ字氏名 

姓 名 

申込代表者

氏名 

姓 名 

性別 男 ・ 女 生年月日 西暦      年   月   日生  

 

お部屋希望 □ ツイン（2名 1室利用）  □ 相部屋（2名 1室利用）  □ シングル（1名 1室利用/別途料金が必要です） 

  W1810043 

http://www.forth.go.jp/
http://www.pubanzen.mofa.go.jp/

