
  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

HAWAII スプリングキャンペーン

特別商品 

商品番号：HWI061-B 

有効期限：2018 年 04 月 11 日～

2018 年 04 月 27 日 

様々なタイプの宿泊タワーがあるヒルトン･ハワイアン･ビレッジの中でも、最
も高級感ある雰囲気で、ハワイの言葉で「王族」という意味を持ち、最高級の
サービスを提供する「ザ・アリイ」 ワンランク上の滞在を楽しみたい方におす
すめです。    

 

広大な敷地内には、５つのプール、９０以上のショップ、
トロピカルガーデン、バラエティ溢れるレストラン、カフェな
どの設備が充実。ファミリーやカップル、リピーターにも根
強い人気があるオススメの一大リゾートです。毎週金曜
日に打ち上がる花火やワイキキ No.1 と呼び声も高いル
アウショーも人気です。 

▲▲▲▲ホテルホテルホテルホテル外観外観外観外観////イメージイメージイメージイメージ    

(注 3)ホテル敷地内で改装工事を行っております。（2018 年 4 月現在） 

 

・専用フロントでのチェックイン、チェックアウト ・専用プールとジャグジ
ー、プライベートミックスバーをご用意 ・専用フィットネスセンター  
・専用コンシェルジュサービス など 

コンフォートプラスへのアレンジ（有料）で、 

今なら成田空港の「デルタ スカイクラブ」利用可能！ 

（コード：LUNGE） 

  



  

 

ハワイハワイハワイハワイ５５５５日間日間日間日間    

スケジュール 

 

① 

成田(19:00～21:00)発→空路、ホノルルへ 
日付変更線を通過してホノルルへ  
ホノルル(07:18～09:47)着 
着後、空港にて必要書類をお渡し後ワイキキへ。 
ヒルトン内 LeaLea ラウンジへご案内した後、各自チェック
イン（チェックイン時間は 15 時です。）  ＜ホノルル泊＞ 

② 
 

③ 

終日：自由行動 思い思いのプランでお過ごしください。 
◆HIS オリジナル！レアレアトロリー乗り放題付 
◆HIS レアレアラウンジ利用可能        
 
 

＜ホノルル泊＞ 

④ 

フライトに合わせて係員と共に空港へ  

ホノルル(09:51～11:35)発 

→空路、日付変更線を通過して帰国の途へ 

                ＜機中泊＞ 

⑤ 

成田(14:00～15:35)着 

着後、解散となります 

※上記スケジュール内の東京・ホノルル発着時刻は、2018 年 4 月
現在の国際線定期便及び臨時便のフライトスケジュールに基づいて
います。ご出発日によっては上記時間帯以外の臨時便を使用するこ
とがあります。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。 

◆ご旅行条件◆●日本発着時利用航空会社：デルタ航空●利用ホテル：ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ、ザ・アリイ ヒ

ルトン・ハワイアン・ビレッジ●食事：なし<機内食除く>●添乗員：なし（現地係員）●最少催行人員：１名（但し１人部

屋追加代金が必要。旅行代金表参照。）※他のお客様との相部屋は不可 ●成田空港施設使用料・空港保安料お

よび海外空港諸税が別途必要●延泊可。(注１)但し最大旅行日数 9 日間。延泊をして日本着が、◆土曜・日曜に

あたる場合：5,000 円、◆2018 年 4/29・30、7/15・16、8/13・14、9/16・17・23・24、10/8 にあたる場合：2

万円、◆2018年5/3～6、8/11・12にあたる場合：5万円が別途追加になります。重複する場合は、合計額の徴収

となります。延泊代金は 2・3 名 1 室利用時の 1 名様あたりの代金です。1 名様 1 室利用の場合、倍額必要となりま

す。●幼児旅行代金（ご出発時に 2 歳未満のお子様で航空機座席・ベッドを利用しない・食事を必要としない場合）：

35,000 円（燃油サーチャージは不要となります。）尚尚尚尚、、、、海外空港諸税海外空港諸税海外空港諸税海外空港諸税がががが別途必要別途必要別途必要別途必要ですですですです。。。。※空港⇔ホテル間の往復送

迎が含まれております。※出発日により、ご出発の 28 日前までに全額のご入金が必要となる場合がございます。（注

２）子供割引：大人 2 名同伴同室の旅行ご出発時に 12 歳未満のベッドを利用しないお子様最大 2 名に適用可。(注

3)ホテル敷地内で改装工事を行なっております。(2018 年 4 月現在) （注 4）空席状況により、ご案内できない場合

がございます。また、ご案内している集合時間に間に合わなかった場合はご用意できない場合もございます。並び席

は配列や窓側・通路側・スクリーン前後の指定や特定番号の座席のご希望まではお受けできません。4 名様以上の場

合の配列は2名以上の横並び、縦並び、通路を挟んだ並び席の組み合わせとなり、全員がお近くの席とならない場合

がございます。※得ＢＵＹ ＴＯＰＩＣＳに記載の「日本航空又は全日本空輸（指定不可）アレンジ」や「～7/12 まで出発

限定 羽田発着ハワイアン航空指定アレンジ」は対象外です。※その他のご旅行条件に関しては、Ｃｉａｏパンフレット

最新号に準じますが、Ｃｉａｏパンフレット掲載の特典は付きません。尚、早期申込割引、航空会社指定、レアレアレン

タカープランへのアレンジ等は適用できません。掲載商品は H.I.S.全国すべての店舗で受け付け可能です。※ご予約

はお1 人様（1 グループ）につき1店舗のみとさせていただきます。複数店舗へのご予約はご遠慮下さい。※日本国籍

ビザ（査証）なし渡航条件：日本国籍の方はアメリカ入国の際にＥＳＴＡ（アメリカ電子渡航認証システム）の登録が必

要となります。※パスポート有効残存期限：帰国時まで掲載商品は適用期間内でも満席になり次第販売終了となりま

す。また、適用期間内に満席にならない場合は、適用期間終了後も継続をして販売をすることがあります。掲載の商

品はオンライン受付もございます。 

 

 

←←←←ロッキン・ハワイアン・レインボー・レビューロッキン・ハワイアン・レインボー・レビューロッキン・ハワイアン・レインボー・レビューロッキン・ハワイアン・レインボー・レビュー    

毎週金曜日の夜に開催されるエキサイティ

ングな花火と音楽のショー。ハワイの伝統的

な演奏とダンス、伝説のサーファーに捧げる

歌や、かわいらしい子供のフラなどがショー

を盛り上げます。 
 

▲▲▲▲金曜日金曜日金曜日金曜日のののの花火花火花火花火////イメージイメージイメージイメージ    

ワイキキ・スターライト・ルアウワイキキ・スターライト・ルアウワイキキ・スターライト・ルアウワイキキ・スターライト・ルアウ→→→→    

ハワイ伝統の祝宴「ルアウ」。ダイナミ

ックなポリネシアンショーを鑑賞しなが

ら、ハワイアンディナーを楽しめます。ヒ

ルトンハワイアンビレッジのルアウショ

ーはワイキキ No.1 と呼び声も高く人気

です。 
 

▲▲▲▲ルアウショールアウショールアウショールアウショー////イメージイメージイメージイメージ    

ザ・アリイ/部屋指定なし→ 

ワイキキ随一の客室の広さ

誇り、優雅な滞在が楽しめ

ます。客室には浴衣・スリッ

パ、歯ブラシを完備。ザ・ア

リイ宿泊のお客様への特別

なおもてなしとサービスが充

実しています。 

▲▲▲▲レインボータワーレインボータワーレインボータワーレインボータワー////客室一例客室一例客室一例客室一例    

▲▲▲▲ザ・アリイザ・アリイザ・アリイザ・アリイ////客室一例客室一例客室一例客室一例    

←レインボータワーラグーン 

又はオーシャンビュー 

ワイキキビーチに一番近い立地で 

全室バスタブとハンドシャワーを

完備しているのでファミリーにも 

おすすめです。 

ザ・アリイ
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

(注3)

部屋指定なし オーシャンビュー
レインボータワーラグーン

又はオーシャンビュー
部屋指定なし

15:00 15:00 15:00 15:00

ツアーコード：TC-EHP0061-DL_____________ 51 52 53 54

4/14・20・21・24・25、
5/11・12・15～17・22～24・29～31

¥149,800 ¥159,800 ¥169,800 ¥174,800

4/15・16・22、5/6・7 ¥139,800 ¥149,800 ¥159,800 ¥164,800
4/17～19・23・26、
5/8～10・13・14・20・21・27・28

¥144,800 ¥154,800 ¥164,800 ¥169,800

5/1、8/3～6 ¥269,800 ¥279,800 ¥294,800 ¥299,800
5/3、7/29・30 ¥259,800 ¥269,800 ¥279,800 ¥284,800
5/4、8/27～31、9/13・20 ¥204,800 ¥214,800 ¥224,800 ¥229,800

5/5、6/1～4・10・11 ¥159,800 ¥169,800 ¥179,800 ¥184,800

5/18・19・25・26 ¥154,800 ¥164,800 ¥174,800 ¥179,800
6/5～7・12～14 ¥164,800 ¥174,800 ¥184,800 ¥189,800
6/8・9・17・18・24・25 ¥169,800 ¥179,800 ¥189,800 ¥194,800
6/15・16・22・23・29・30、
7/1・2・8・9・15・16、
9/2・3・9・10・17・24・30

¥179,800 ¥189,800 ¥199,800 ¥204,800

6/19～21・26～28 ¥174,800 ¥184,800 ¥194,800 ¥199,800
7/3～5・10・11・17～19、
9/4～6・11・12・16・18・19・23・25～27

¥184,800 ¥194,800 ¥204,800 ¥209,800

7/6・7・12～14、9/1・7・8・28・29 ¥189,800 ¥199,800 ¥209,800 ¥214,800
7/20・21・24～28、8/19～25 ¥239,800 ¥249,800 ¥259,800 ¥264,800

7/22・23、8/26、9/14・15・21・22 ¥229,800 ¥239,800 ¥249,800 ¥254,800
7/31、8/1・2 ¥264,800 ¥274,800 ¥284,800 ¥289,800
8/7・8 ¥299,800 ¥309,800 ¥319,800 ¥324,800
8/17・18 ¥249,800 ¥259,800 ¥269,800 ¥274,800
延泊代金(注1) ¥22,000 ¥27,000 ¥31,000 ¥27,000
１人部屋追加代金(お1人様3泊あたり) ¥66,000 ¥81,000 ¥93,000 ¥81,000
子供割引(2歳～11歳/ベッド・食事なし)(注2)

利用ホテル/出発日

チェックイン時間

5555
日日日日
間間間間

お部屋カテゴリー

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ
(注3)

一律5,000円引


