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l浩子・ 1 平ir●単 �景蒜談哉宗景恭 一＿∴「“： 　　　　　　　盲 ��、∴ii開田開国　一°・・／・一一一憲　二一、／麹’－＼ 

↑∴ ∴＼ ミノこ・ ．∴了 主、I 宮l． －；二かヽ ；華1 書＼′ 擁 ∴： ∴「 †∴「∴一子 i辛／、i（／ 亭； “〈 �　出発日 スケ �12月8日㈹ �12月9日㈱ �12月9日㈱ �12月10日㈱ �12月10日㈱ �1 

ジュール �〈11日間〉 �〈10日間〉 �〈7日間〉 �〈7日間〉 �〈6日間〉 

12月8日 ㈱ �各地発（注1）ナ空路、ホノルルへ …日付変更線通過、・・ホノルル着（注2） 着後、ハワイコンベンションセンター にて最終手続き＆ツアー説明。 終了後、ホテルへご案内。ホテルチェッ クインは15：00からとなります。 午後：時差ボケ解消のトレーニング。 夕刻：希望者は皆様でご一緒に食事を （実費） 　〈ホノルル泊〉 � � � �　　’／‾重宝讐： ‾‾一、－m一一一、．、i �潔惑 】 ∴∴ 

12月9日 �終日自由行動 オプショナルツアー（別料金）のアク �各地発（注1）ナ空路、ホノルルへ…日付変更線通過…ホノルル着（注2） ����土地、一角出 ；i艶∴ 
Tiタ，‾ ∴和一 ��ティビティーなどをお楽しみください。 �着後、ハワイコンベンションセンターにて最終手続き＆ツアー説明。 終了後、ホテルへご案内。ホテルチェックインは15：00からとなります。 

採 ′場，●●： 高詳 し／ゝ－∴1． 舞 う／●∴1ト 上∴す ∴∴（ や＼r 覇王 ∴I �㈱ �〈ホノルル泊〉 �午後：時差ボケ解消のトレーニング。 夕刻：希望者は皆様でご一緒に食事を（実費） 　　　　　　　　〈ホノルル泊〉 ��� �miiii、一一一一一一一一一＝で 

12月10日 　㈱ �終日：自由行動 ���各地発（注1）ナ空路、ホノルルへ…日付変更線通過…ホノルル着（注2） 着後、ハワイコンベンションセンターにて最終手続き＆ツアー説明。 終了後、ホテルへご案内。ホテルチェックインは15：00からとなります。 午後：時差ボケ解消のトレーニング。 夕刻：希望者は皆様でご一緒に食事を（実費） 　　　〈ホノルル泊〉 

オプショナルツアー（別料金）のアクティビティーなどをお楽しみください。 　　　　　　〈ホノルル泊〉 

12月11日 �終日●自由／‾現 �����各地発（注 落後、ハワ 

予告 ▼、＼∴ ��　イTl幼 オプショナルツア－（別料金）のアクティビティ‾などをお楽しみくださいo∴　三業一定五二∵∴討　　　二二三誓言 

享や ∴ヽ 言：． 子∴ ∴∴、 ∴ヽヽ 畠．∴ �㈲ �Ii霧零詰　　　珊瑚　〈ホノルル泊〉 �����終了後、ホ 午後：時差 夕刻：希望 

12月12日 　㊥ �霧籍謹みください○堕醒醗襲 ����∴i一一∴十 ！ ：∴＼呂： ‡ 曇轡 一鞍郷宇視餌中嶋一輪鋼製蒙や 評享 ；∴′∴ ∴＋∴∴ li汗 i、 青年一 ㌧ヽ∴ ！、； y＿∴時＼ ∴∴ ∴詰 り‾’ヽl ∴、＼「： ▲よこ＼ 一一：〝‘ ＼′∴ ●∴∴＼∴i ∴．ぐ。 4 、十＼ 、′こ：「 

吻 12月13日 ＝ �i言05：00醤 悌剛捌●　　レースデ“ワオ“ク 駕㌍蓄繋スタ‾卜キスタ“ト月 ����8完走後 JTB／Momona専用テン ケアコースはアイシング＆健康チェッ 完走者の皆様との歓談＆完走ランチ 終了後、自由時間 

12月14日 　㈲ �05：00：日の出ウオーク（ビーチまでウオーキング） 10”00“ビーチパー‾－（ビーチにみんな、、楽し、‾、’し　‾ ��06：30－15：20：ホテル発 �05：00：日の出ウオーク �06：30－15：20：ホテル発 �05：00：日（ 

アイ　　して　dで　く週しましょつ） 15：00：終了後、ホテルへ ��ホノルル発（注3）ナ空路帰国の途へ �（ビーチまでウオーキング） 10：00：ビーチパーティー �ホノルル発（注3）ナ空路帰国の途へ �10．00．ヒ・ 15：00：終 

∴∴上目《 墨、一 ㌔読 了t ��18：00：◎⊃親睦夕食会　勝金 ��…日付変更線通過… 　〈機内泊〉 � �…日付変更線通過… 　〈機内泊〉 � 
20：00：健康相談 ���　ごしましょう） 15：00：終了後、ホテルへ ��20：00：健） 

〈ホノルル泊〉 ���18：00：◎⊃親睦夕食云（別料金） 20：00：陸康相談 　　　〈ホノルル泊〉 
∴；、十 「享∵ 4年 ∵ペ「「 謙 極上・ 〔“／一・誓 言＼′ 熊 手∴ 享誌 蕪 を二・ で● 千言 、告† ）＿Ir畳 Iシ∴〇 千、∴● ；－： �12月15日 �終日：自由行動 オブこナル、、7－i」料金つ‾“‾　な、、　斗＋ ��各地着（注4〉 �06：30－15：20：ホテル発 �各地詰（注4） 　∴÷ �終日：自由 

ンヨ　　ソノ　（眉，、，）のノクブイビブイーふとをお楽しみくだCい。 ��通関後、解散 �ホノルル発（注3）ナ空路帰国の途へ �通関後、解散 �オブンヨフ ティビティ 

㈱ �〈ホノルル泊〉 ���‥・日付変更線通過・・・ 　　　〈機内泊〉 

12月16日 　㈱ �終日：自由行動 オプショナルツアー（別料金）のアクティビティーなどをお楽しみください。 　　　　〈ホノルル泊〉 �� �各地着（注4） 通関後、解敬 �＼ ㌔荘重簡廠 I ∴∵ �06：30－1 ホノルル孝 …日付変享 

12月17日 　㈱ �06：30－15：20：ホテル発 ホノルル発（注3）ナ空路帰国の途へ …日付変更線通過… 　　　　〈機内泊〉 ���∴∵∴∴∴∴∴ ��各地憲（注 通関後、節 

12月18日 　㊥ �各地着（注4） 通関後、解散 ����� 

粗景生二二捺主よ㌣＿」二二豪雪1ヱ瀬上は：ここ）閲上髭÷＿捌二田も一腹田ユニニ豪賢！二二二ユニ二：二王とi二手だ二二二二真二二子二÷∵÷つ「∴」は誌胃LTr∴「・二：∴「・署＝「∵∵」モモ÷一二三子÷竜三二糖；轟二一ヨ韓篭二三‾「．÷待遇二鳥こて÷ 

諒通各種がシヨナルツアー（別料金）をご用意しております。詳しくは旅程内をご参照ください。※上記スケジュールiま交通網、現地事情、衝によ。急遽変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。 ��������、J J 
主；． � �：2名桜　●食事条件：〈各コース共通〉朝1回、昼1回、夕0回（機内食は含まれません）　●添乗員：同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします。 
費も　●利用予定航空会社‥日本航空、全日空、ハワイアン航空、チャイナエアライン、デルタ航空、ユナイテッド航空、大韓航空のいずれか●航空機の利用クラス：エコノミークラス 
：し〕 �●利用予定ホテル：クイーン・カビオラ二・ホテル、ワイキキ・リゾート・ホテル、アズトン・ワイキキ・ビーチ・ホテル、アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン、アストンiワイキキiサンセット、ワイキキ・ビーチ・ 

告諒　　　　　　　マリオット・リゾート＆スパ 
i用プレ　レ一・ク　ーン・　ヒ　フ＿i八丁、ワ　　・iソ一　つ＼Tj　弊ネスタノ　ー　クフス、アス　ンi　　　・ヒ一　つ＼T、アス　ン・アツ　・・ワ　　・バニアン、アス　ン・ 

清閑　　　　　　　サンセットは弊社スーペリアクラス、ワイキキ・ビーチ・マリオット・リ ����ソート＆スパは弊社デラックスクラス ’‾六㌔　※お一人様での参加でご構白のお相手が見つからない場合は、一人部屋追加代金が必要となります。また、奇数人数でのご参加で卜i」プル �����利用をされない（又はできない）場合、お一人様で一部屋をご利用いただきますが、こ 

霊雪　の場合も‾大部屋追加代金が必要となります。 

詳言∴∴∴：∴∴∴∴∴∴∴∴ ������������レは交通機関、現地事情、行事により急遽変更になる場合がございますのであらかじめご了承ください。 員：同行いたしませんが、現地係員がお世話いたします。 大韓航空のいずれか●航空機の利用クラス：エコノミークラス ���������、J J ．章で 、● l” ノン ヽ∴ ヽ／ ∵子 ▲ こう／ ∴l・ 

〉i �‾●利用予定ホテル：クイーン・カビオラ二・ホテル、ワイキキ・リゾート・ホテル、アズトン・ワイキキ・ビーチ・ホテル、アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン、アストンiワイキキiサンセット、ワイキキ・ビーチ・ 　マリオット・リゾート＆スパ ●利用ホテルグレード：クイーン・カビオラ二iホテル、ワイキキ・リゾート・ホテルは弊社スタンダードクラス、アストンiワイキキ・ビーチ・ホテル、アストン・アット・ザ・ワイキキ・バニアン、アストン・ワイキキ・ 　　サンセットは弊社スーペリアクラス、ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパは弊社デラックスクラス ⊆※お一人様での参加でご構白のお相手が見つからない場合は、一人部屋追加代金が必要となります。また、奇数人数でのご参加でトリプル利用をされない（又はできない）場合、お一人様で一部屋をご利用いただきますが、こ 

三豊・」の場合も‾大部屋追加代金が必要とな。ます。 
，、嵩小器 ��●　－　●　　　　－ � ��� ���“一、－iヽ－、・　－● � ���、　．－ �・i十・‘…一、－－ � � � � � � 

持言、＼！ 高専 繁主 議 ：：廉： �（注1）各地出弄 �発時間 発 � ���よ しi t 〉： ●∴ ：ヽ 告 ぐ‘ す ∴i■ �（注2）ホノルル到着時間 ����：十 手、く“ 言 十 ・も一 ㌧． ∴▲：∴ ′i・ �（注3）ホノルル出発時間 ����‾十十 ∴▲： 寧 ＼）■、 ニー ′（● ‘箕 一・年・ �（注4）各地到着時間 � 

東京（成田） ��19 �20－22 �00 ��ホノルル窟 � ����東京（成盛）行 � ����東京（成田）窟 � 

東京（羽田） �発 �23 �40－00 �30 ��ホノルル惹 �11 �25－12 �40 ��東京（羽田）行 �17 �35－17 �50 ��東京（羽田）窟 �22 �00－22 �05 

名古屋（中音 �B）発 �22 �00－22 �05 ��ホノルル窟 �09 �55－10 �15 ��名古屋（中部）行 �11 �25－13 �35 ��名古屋（中部）清 �16 �15－17 �20 

大阪（関西） �発 �21 �00－22 �10 ��ホノルル惹 �09 �40－10 �15 ��大阪（関西）行 �13 �10－14 �00 ��大阪（関西）潜 �18 �15－19 �15 

福岡発 � �20：00 ����ホノルル着 �08：50 ����福岡行 �12：15 ����福岡窟 �17：55 

i ヽ∴“’ 十十 �笠葦離磐悪笠予‾ ���：磐！誓言 ���誓書喜註㌍註言霊＿＿書く聖；揺 �����予‡窮二葉亭∴悪さ葦缶蜜言霊 �����：窪二葉な・嵩や誉誓言“一言∵辛 


