


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、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〉

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〉

各地発（注1）す空路、ホノルルへ　日付変更線通過‥・ホノルル着（注2）

着後、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〉

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。

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〉

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。

午前自由行動
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。
午後カビオラニ公園にて、最終コンディショニング
夕刻：ツアーデスクにて、朝食配布

0500日の出ウオーク（ビーチまでウオーキング）
1000ビーチパーティー（ビーチにてみんなで楽しく過ごしましょう）
1500終了後、ホテルへ
1800㊥親睦夕食会（別料金）
20：00健康相談

〈ホノルル泊〉

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〉

0500日の出ウオーク
（ビーチまでウオーキング）

1000●ビーチパーティー

（ビーチにてみんなで楽しく過
ごしましょう）

15．00．終了後、ホテルへ
18：00．（iB親睦夕食会（別料金）
20”00，健康相談

〈ホノルル泊〉

06．30－1520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〉

05：00：日
10：00ビ

15：00．終
18：00：⑨

20：00：健

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〉

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〉

06i30－15：20：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…

各地着（注4）
通関後、解散

各地着（注4）
通関後、解散

06●30－15i20●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〉

各地着（注4）
通関後、解散

各地着（注4）
通関後、解散

終日．自由
オブショフ
ティビティ

各種オプショナルツアー（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おらかじめご了承ください。
e最少催行人員　2名様　●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。
㊤利用航空会社：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
㊧利用ホテル：エバホテル、アストン・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・ワイキキ・サンセット、アロヒラニリゾート・ワイキキビーチ
㊧利用ホテルグレード　エバホテルは弊社スタンダードクラス、アストン・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・ワイキキ・サンセットは弊社スーペリアクラス、アロヒラニリ

ゾート・ワイキキビーチは弊社デラックスクラス
※お一人様での参加でご宿泊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
の場合も一人部屋追加代金が必要となります。

0900－1300

1310－1735



ナ空路、ホノルルへ・日付変更線通過…ホノルル着（注2）

コンベンションセンターにて最終手続き＆ツアー説明。
レヘご案内。ホテルチェックインは15●00からとなります。
γ解消のトレーニング。
‡皆様でご一緒に食事を（実費）
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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1500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）

］ウオーク（ビーチまでウオーキング）
⊂パーティー（ビーチにてみんなで楽しく過ごしましょう）

生、ホテルへ
憤夕食会（別料金）
目談

〈ホノルル泊〉

0630－15‘20●ホテル発

ホノルル発（注3）ナ空路帰国の遠へ
・・日付変更線通過・・・

〈機内泊〉

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／トティー（ビーチにてみんなで楽しく過ごしましょう）
15iOO：終了後、ホテルへ
18iOO：（囲う親睦夕食会（別料金）
20：00：健康相談

ツアー（別料金）のアク
エビをお楽しみください。

〈ホノルル泊〉

06i30－15：20：ホテル発

ホノルル発（注3）ナ空路帰国の途ヘ
・日付変更線通過…

〈機内泊〉

各地着（注4）
通関後、解散

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〉

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〉

各地着（注4）
通関後、解散

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〉

06●30－15：20：ホテル発

ホノルル発（注3）す空路帰国の途へ
…日付変更線通過…

〈機内泊〉

各地着（注4）
通関後、解散

06：30（一15：20：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〉

各地着（注4）
通関後、解散

各地着（注4）
通関後、解散

●大会名称．JALホノルルマラソン
●開催　日　時：2018年12月9日（部　5　00スタート

●参加人数i定員無し。昨年度実績i31i276人（内日本人14．214人）
●参加　資格　大会当日7歳以上の方

＊20歳未満の方は、エントリーフォーム同意書に保護者の署名が必要となります。
＊7－14歳のお子様が参加される場合、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

●完走記念品
●完　走　証

完走Tシャツ、完走メダルをフィニッシュ後にお受け取りください。
完走証は、大会翌日の9iO0－17：00にハワイコンベンションセンターで配布します。郵送はしません。

●問い合わせ先
ホノルルマラソン日本事務局
TEL O3－6273－3330　営業時間　9　30－13　00、14：00－17　30　月～金曜日（祝日を除く）

日本事務局オフィシャルサイト（日本語）wwwhonoiuLumarathon」P

JALホノルルマラソン申込方法

大会に参加される方が、原則としてオンラインエントリーにてお申し込みいただくことになりました。
日本にお住まいの20歳以上（大会当日年齢）の方は、日本事務局ウェブサイトからエントリーの手続きを行って
ください。お支払い方法はクレジットカードとなります。

エントリー料／エントリー受付期間
●第1期／2018年5月15日㈹～9月14日㈲　27iOO0円

●第2期／2018年9月15日㊥～11月　9日㈲　29．000円

※別途事務手数料5％がかかります。
オンラインエントリーができない場合、クレジットカードでのお支払いができない場合は、各申込期限に
時間の余裕をもって、日本事務局へ申込み方法等をお問い合わせください。



●パスポートの有効期限について
アメリカ入国の際、パスポート有効残存期間は「帰国日まで有効なもの」ですが、パスポートの
有効期限が「入国時90日未満」の場合、アメリカ入国審査官の判断によっては入国の審査にお時
間力汚、かったり、最終入国を拒否される場合がございます。そのため、有効残存期間が90日未満
の場合、パスポートの更新をしていただきますようお願い申し上げます。※外国籍の方はお問い
合わせください。
※アメリカ入国の際、ESTAの事前手続きが必要となります。弊社にて取得依頼の場合は取得手数

料7．560円＋申請料金14米ドル相当額が必要となります。
●両替
空港の両替窓口、市内の銀行などで可能ですが、日本の外国為替銀行で米国ドルに両替されると
よいでしょう。

●通貨
アメリカの通貨はアメリカドル（US＄）です。1US＄＝約110円（2018年5月17日現在）

●時差
日付変更線を越えるため日本のほうが19時間早くなります。日本が正午ならハワイは前の日の夕

方17時となります。国際電話などをかける場合は時差を考慮してください。
●電気
110ボルト。60キロヘルツ。短時間であれば目本製品も大丈夫ですかできれば電池や旅行用ア
ダプターを利用したほうが無難です。
●飲料水について
水道水は基本的に飲むことは可能です。ただし、慣れない旅先のことでもあり、また海外の水が
体に合わないこともありますので、ミネラルウオーターを買って飲むことをお勧めします。ミネ
ラルウオーターは1本1－2ドルぐらいです。

●気温表

●アメリカ入国における旅券（パスポート）の有効残存期間について
アメリカ入国の際、旅券（パスポート）有効残存期間は「帰国日まで有効なもの」ですが、旅券（パスポー
ト）の有効期間が「入国時90日未満」の場合、アメリカ入国審査官の判断によっては入国の審査にお時間が
かかったり、最悪入国を拒否される場合がございます。そのため、有効残存期間が90日未満の場合、旅券
（パスポート）の更新をしていただきますようお願い申し上げます（日本国籍以外の方はお問い合わせくだ
さい）。
●海外危険情報、現地の治安・病気について
渡航先（国、または地域）によっては、外務省より危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出されて
いる場合があります。お申し込みの際にご確認ください。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センター
などでもご確認いただけます。
・外務省　TELiO33580－3311URL　博p／／www．anZen．mOfa．goJP／

・厚生労働省検疫所　URL　皿p／／WWWforth．80．JP／

●燃油サーチャージのご案内
各航空会社では、昨今の世界的な航空燃油価格の高騰を受け、「燃油特別付加運賃・料金（以下、燃油サー
チャージ）」を設定し、国土交通省に申請・許可されました。それに伴い当社といたしましては、2005年4

●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱」TB（東京都品Iii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
（1）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。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）電話言郵便、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。

（3）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、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）80，000円（ご旅行代金を上限とする）
●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
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。

契約解除の日 � 
旅行開始日 の前日から 起算してさ かのぼって � �無　料 

●旅行代金に含まれるもの
＊旅行日置に明示した運送機関の運賃i料金（注釈のない限りエコノミーク
ラス）、宿泊費（2名桜1室利用）、観光代金（ガイド料金、入場料）、食事代、
バス代及び諸税・サービス料金＊航空機による手荷物運搬料金華現地での手
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。）＊添乗員費用＊同行ス
タッフ費用＊団体行動中のチップ
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iナ、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＊傷害疾病に関する医療費用等＊渡航手続関係費用＊オプショ
ナルツアー料金＊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

※日の出・日の入りはHP「世界の日の出・日の

入り」より算出（2017年）
※東京の平均気温は気象庁HPより（2017年）

月1日出発のツアーより旅行代金とは別途お客様にお支払いいただくことになりました。当コースの目安は
大人・小人共通で8，000円（2018年5月17日現在）となります。今後、燃油サーチャージは変動する場合
がございます。残金請求時に旅行代金とともに請求させていただきますのであらかじめご了承ください。
●日本国内空港施設使用料・旅客保安サービス料、海外空港諸税のご案内
旅行代金には国内空港施設使用料（【成田発着】大人〈12歳以上〉2，090円、小人〈2歳以上12歳未満〉1，050
円、【羽田発着】大人〈12歳以上〉2，570円、小人〈2歳以上12歳未満〉1．280円、【中部発着】大人〈12歳
以上〉2，570円、小人〈2歳以上12歳未満〉1，290円、【関西発着】大人〈12歳以上〉2．730円、小人〈2歳
以上12歳未満〉1．370円、旅客保安サービス料（【成田発着】大人・小人〈2歳以上〉520円、【関西発着】
大人・小人〈2歳以上〉310円）及び海外空港諸税（大人・小人〈2歳以上〉目安額8，000円）（2018年5
月17日現在）が含まれておりません。残金請求時に請求させていただきますので、あらかじめご了承くだ
さい。海外空港諸税は予告無く変更又は、新設される場合がございます。
●時間帯の目安　早朝　朝　午前　午後　夕刻　夜　深夜

0400　0600　0800120016001800　2300　0400

の交通費・宿泊費＊日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料（成
田空港発着・関西空港発着）＊米国空港諸税（概算8，000円）＊ESTA登録代
行手数料（7．560円）＊燃油サーチャージ（目安8．000円）※いずれも2018
年5月17日現在＊大会エントリ一代
●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文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捕償規轡こ基づき、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。）
●旅券・査証について
（日本国語以外の方は、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（パンフレット記載の）旅行には、帰国日まで有

効な旅券（入国時90日以上が望ましい）力泌要です。
2　査証（ビザ）について
当パンフレットでご案内の旅行先では、査証は不要ですOC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
除国の国民が査証免除対象者として入国する際、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
用が掛かります）登録は専用のウェブサイト皿ps／／eStaCbpdhsgov／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
入国ができなくな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2018年5月17日現在となり、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。
＊手続き等の代行は渡航手続き料金をいただいてお受けいたします。
●「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。）
（1）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。

（2）「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。）

（3）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iナます。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。

●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

鶉鵜露盤／でご闇くださいo
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、皿P／／WWWanZenmOfago」P」、「外務省安全相談センター
TELO3－5501－8162」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i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
変困難であるのか実情です。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、
最終日置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物等の便宜のため、当社の保有するお客様
の個人情報をお土産店に堤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データを、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、これらの個人データ
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下さい。

（3）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IiI区東品川2－3－11
https／／WWWJtbcoJP／form／inquiry／Wmform．asp

●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年5月17日を基準としています。又、旅行代金は2018
年5月17日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

素材提供●designedbyFreepik
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旅行代金表
リゾートホテル ����バニアン（コンドミ ���ニアム） 

出発空港 �出発日 �曜日 �宿泊 �日数 �エバ ��ワイキキビーチ �アロヒラニ �4名一室 �3名一室 ��2名一室 

成田 �12月4日 �火曜日 �9日間 �11日間 �319．000 ��339．000 �396．000 �309．000 �314．000 ��404，000 

12月5日 �水曜白 �8日間 �10日間 �312 �000 �339．000 �390．000 �314．000 �319 �000 �404．000 
5日間 �7日間 �301 �，000 �319．000 �352．000 �309．000 �314 �000 �384IOOO 

12月6日 �木曜日 �5日間 �7日間 �331 �，000 �349．000 �387．000 �339．000 �344 �．000 �414．000 
4日間 �6日間 �317 �000 �332．000 �359，000 �327．000 �332 �000 �397．000 

12月7日 �金曜日 �5日間 �7日間 �331 �．000 �349．000 �382．000 �339．000 �344 �000 �414．000 4日間 �6日間 �337 �000 �352．000 �379．000 �347．000 �352 �000 �417，000 

3日間 �5日間 �327 �000 �339．000 �360．000 �339．000 �344 �000 �404．000 

12月8日 �土曜日 �5日間 �7日間 �291 �．000 �309．000 �342．000 �299，000 �304 �．000 �374．000 4日間 �6日間 �286 �000 �301．000 �328．000 �296．000 �301 �．000 �366．000 

3日間 �5日間 �291 �，000 �303．000 �324，000 �303，000 �308 �．000 �368．000 

羽田 �12月4日 �火曙日 �9日間 �11日間 �339 �．000 �359．000 �416．000 �329．000 �334 �．000 �424（000 

12月5日 �水曜日 �8日間 �10日＿間 �351 �，000 �－359．000 �410、000 �‾359，000 �364 �000 �424．000 
5日間＿ �7日間 �321 �．000 �339．000 �－　372．000 �329．000 �334 �．000 �404．000 

12月6日 �大晦日 �5日間 �7日間 �351 �．000 �369，000 �1407，000 �359．000 �364 �000 �434．000 
4日間 �6日間 �337 �000 �352．000 �379．000 �347．000 �352 �000 �417．000 

12月7日 �金曜日 �5日間 �7日間 �351 �．000 �369．000 �402．000 �359，000 �364 �000 �434．000 4日間 �6日間 �357 �000 �372．000 �399．000 �367，000 �372 �000 �437，000 

3日間 �5日間 �347 �000 �359．000 �380．000 �359．000 �364 �000 �424．000 

12月8日 �土曜日 �5日間 �7日間 �311 �．000 �329．000 �362．000 �319，000 �324 �．000 �394．000 4日間 �6日間 �306 �．000 �321．000 �348．000 �316．000 �321 �．000 �386．000 

3日間 �5日間 �－311 �，000 �323．000 �344，000 �323．000 �328 �000 �388IOOO 

中部 �12月4日 �火曜日 �9日間 �11日間 �340 �000 �369．000 �426．000 �337．000 �352 �000 �424．000 

12月5日 �水曜日 �8日間 �10日間 �335 �000 �354．000 �407．000 �329，000 �344 �．000 �409．000 
5日間 �7日間 �324 �．000 �349．000 �374，000 �329．000 �344 �000 �404．000 

12月6日 �木曜日 �5日間 �7日間 �354 �．000 �379．000 �409．000 �359，000 �374 �．000 �434．000 
4日間 �6日間 �340 �000 �362．000 �381．000 �347．000 �362 �000 �‾417，000 

12月7日 �金曜日 �5日間 �7日間 �354 �．000 �379IOOO �404．000 �359．000 �374 �．000 �434，000 4日間 �6日間 �360 �000 �382．000 �40工000 �367，000 �382 �000 �437．000 

3日間 �5日間 �350 �000 �369．000 �382．000 �359．000 �374 �000 �424．000 

12月8日 �土曜日 �5日間 �7日間 �314 �．000 �339．000 �364．000 �319，000 �334 �．000 �394．000 4日間 �6日間 �309 �000 �331．000 �350、000 �316．000 �331 �．000 �386．000 

3日間 �5日間 �314 �．000 �333．000 �346．000 �323．000 �338 �．000 �388．000 

‾関西 �12月4日 �火曜日 �9日間 �11日間 �330 �000 �359．000 �416．000 �327．000 �342 �000 �414，000 

12月5日 �水曜日 �8日間 �10日間 �340 �000 �368．400 �397．000 �319．000 �334 �．000 �399．000 
5日間 �7日間 �329 �000 �354．000 �379，000 �334，000 �349 �000 �409．000 

12月6日 �木曜日 �5日間 �7日間 �359 �000 �‾　384．000 �414．000 �364．000 �379 �000 �439，000 
4日間i �6日間 �345 �000 �367．000 �386，000 �352，000 �367 �000 �422．000 

12月7日 �金曜日 �5日間 �7日間 �359 �000 �384，000 �409．000 �364．000 �379 �000 �439．000 4日間 �‾6日間 �365 �000 �387．000 �406．000 �372，000 �387 �000 �442．000 

3日間 �5日間＿ �355 �000 �374．000 �387．000 �364．000 �379 �000 �429．000 

12月8日 �土曜日 �5日間 �7日間 �－319 �000 �344．000 �369．000 �324．000 �339 �000 �399．000 4日間‾ �6日間 �314 �．000 �336．000 �355．000 �321，000 �336 �000 �391．000 
‾3日間 �5日間 �319 �000 �338．000 �351．000 �328．000 �343 �．000 �393．000 

福岡 �12月4日 �火曜日 �9日間 �11日間 �347 �000 �349，000 �398．000 �334．000 �359 �000 �384．000 

12月5日 �水曜日 �8日間 �10日間 �340 �000 �344．000 �377．000 �339．000 �364 �000 �384，000 
5日間 �7日間 �329 �000 �319，000 �339．000 �334．000 �359 �000 �364．000 

12月6日 �木曜日 �5日間 �7日間 �374 �．000 �380．000 �394．000 �364．000 �389 �．000 �394，000 
4日間 �6日間 �345 �000 �332．000 �366．000 �352．000 �377 �000 �377．000 

12月7日 �金曜日 �5日間 �7日間 �359 �000 �364．000 �384，000 �364．000 �389 �000 �394．000 4日間 �6日間 �365 �000 �367．000 �386．000 �372．000 �397．000 ��397，000 

3日間 �5日間 �355 �000 �359．000 �367，000 �364．000 �389．000 ��384．000 

12月8日 �土曜日 �5日間 �7日間 �319 �000 �319，000 �344．000 �324．000 �349 �000 �354，000 4日間 �6日間 �314 �．000 �326．000 �346，000 �321．000 �346 �000 �346．000 

3日間 �5日間 �319 �000 �328．000 �353．000 �328．000 �353 �000 �348，000 

●日本航空指定追加代金（成田、関西、中部のみ　※羽田は日本航空便はありません）
記　行代　に＋20，000円

●国内線乗り継ぎ料金（下記空港～成田または羽田往復）

、鹿児島、那覇

※JAL指定は、成田発日本紙空指定にてお申し込みの場合適用です

●延泊追加料金（1日に付き）

アストン・ワイキキ・

●旅行代金に含まれるもの
（1）交通費海外航空運賃
（2）現地海外地上費・食事代、バス代、現地係員費用
（3）宿泊代．宿泊料金及び諸税、サービス料
（4）食事代ツアー日程表記載の食事代
（5）企画料金

●旅行代金に含まれないもの
（1）個人的性質の諸費用（電話代、追加飲食費等）
（2）大会参加登録料、登録代行料
（3）超過手荷物料金
（4）燃油サーチャージ（目安5月17日現在　8．000円）※航空券発券時に確定
（5）日本国内の空港施設使用料（成田2，090円　羽田2，570円　関空・2，730円　中部2．570円福岡970円）および

旅客保安サービス料（成田520円関空310円）
（6）米国空港諸税（概算8，000円）
（7）海外旅行傷害保険（個人用任意保険）
（8）渡航手続き費用（旅券印紙代、ESTA登録料14ドル、手続き代行料金7，560円等）

●旅行契約の解除又は参加人員の変更に伴う一部人員にかかる契約の解除
お客様が旅行契約を解除又は参加人員の変更に伴う一部人員に係る契約を解除するときは、以下の料金を申し受けます。
ご旅行日程の蜜豆の場合も同様です｛ 　　　　解約の時期 �取消料（お一人様あたり） 

お申込金お振込み後旅行出発日の31日前まで �0 

旅行出発日の3日前まで �旅行代金の20％ 

旅行出発日の当日まで �旅行代金の50％ 

無連結及び旅行開始後の解除 �旅行代金の100％ 



Momonaホノルルマラソンツアー2018

＊初めてのフルマラソンの方に

＊高齢の方に（60代、70代）

＊小学生のお子さんと一緒に
＊女性の方に
＊一人で参加の方に（70％以上の万が一人参加）
＊海外は初めての方に

＊記録を狙う方には特別メニューを作成いたします
＊6時間と7時間30分のペースメーカーが走ります　安心して走れます

ウオーキング：42軸を一緒に歩きましょう
昨年の参加者データー

参加者　228名　　　　　お一人での参加者率　71％
女性　79％　男性　21％

10代5％　20代18％　30代23％　40代22％　50代17％　60代10％　70代6％

帯同コーチー＆トレーナー＆スタッフ　28名　　旅行会社スタッフ　6名

MomonaTシャツ、ワイキキトロリー乗車パスを参加者全員にプレ

駒沢公園大阪城公園福岡大濠公園名古屋名城公園で3ケ月前からの練習会
希望者には個別に練習メニューの作成
ホノルルマラソンのセミナー開催『30分速くゴールするためには！！！』
1週間前からのコンディショニングをメールで行います

マラソンを完走するには、
この講習会ではホノルルマラソンの特徴を詳しく話します

初心者の方には聞くだけで約30分速くゴールできる内容です

最後まで歩かないで走ってゴールする大切なフォームです

－ルできます

トレーニングの仕方を3ケ月前から、きめ細かくメールでお知らせいたします
ホノルルマラソン情報やハワイの旅行情報、
また、トレーニングや旅行に関しての皆様の費問にも丁寧にお答えいたします
初めてのマラソンの方も安心して参加できます

⑥親睦会
Momonaの参加者の70％は一人での参加です

親睦会で多くの方と親しくなることも不安解消の一つです

基礎講習会℡‥‥ランニン オームの基礎を行います
ロクナナ倶楽部（60代、70代の方に）‥“‥年齢的な不安を解消するサポートです

電話でサポート。‥‥どの様なことでも疑問、質問をお受けいたします
ホノルル女子〃‥‥Momonaは80駒が女性の参加です3名の女性スタッフが専門的にお答えします
動画でフォームチェック‥‥。遠方の方で練習会等に参加できない方は動画と電話でフォームチェックを行います
ダイエットプログラム…‥ホノルルマラソンまでに5kgのダイエットにみんなで挑戦
小学生〃中学生のサポート‥‥“お子様のトレーニングに関して具体的にアドバイスを行います

20名帯同します
トレーナーは日本、およびアメリカで現在活躍している厳選されたトレーナーです

健康チェック、アイシン こよってほぼ、筋肉痛は治まります
ホノルルマラソン翌日のワイキキ名物「ロボット歩き」はMomonaランニングクラブではないです



水曜日、木曜日、金曜日発の参加者向けに、ホノルルで毎日、午前と午後にトレー
ここでは時差ボケを解消することと、当日に向けてのコンディションを整えることを行います
また、個別の相談にもお答えします

Mom°naのホテルは全てゴールから歩いて数分の場所のホテルです歩いて1分から5分ほどのホテルを用意いたしました

完走後は遠いホテルはとても大変です
一般的にツアーで使うホテルはワイキキの中心にあるホテルが多いです

これらのホテルまで、普通の体で15分以上42kmを走った体では60分もかかることが

ケアコース参加者にはマラソン専門のトレーナーによる健康相談、最終調整、ストレッチ、調整ウオーキングを行います

ホノルル滞在中、皆さんの写真を撮っていきます

前日あるいは早朝にケアコース参加者にマラソンテーピン

（バスでスタート地点まで行かれることを希望される方は行いません）

ールを目指して一緒にゴールしましょう！！！
一緒に走れば、前半の負担がかなり減ります途中、トイレに数回休みます

万が一、6時間から離れても後ろにも7時間30分のペースメーカーがいます安心型

走るよりも歩きたいり＼ワイの風景を見ながら、ハワイの風を感じながら42同を完走したい方、希望者と一緒に歩きます。

初心者の方でホノルルマラソン当日
なんらかの不安がある方はホノルルマラソンを走るときに携帯電話を持って走ることをお勧めします
スタッフがGoaIテントで電話を受けます
＊コンディションに不安のある方　＊年齢的に不安のある方　　＊言葉が不安の方

ケア，コース申込者には、
ゴールテントでのマッサージ、アイシング、疲労回復健康相談をします
午後2時に完走者記念写真を撮ります
インストラクターによる疲労回復YOGAを行います

夜は皆様で近くのレストランで完走パーティーを行います
同じ42kmを走った仲間です思いっきり楽しみましょう（OP）

の出ウオーキン

きれいな

朝5時スタート日の出が見える －チまでウオーキングをしますく約150分）

－チで、みんなで楽しみましょう10：00－15：00を予定

＊グループに分けてみんなでランチを作ります、食材を準備することから始まります
＊ビーチトライアスロンチーム対抗で砂浜を走って、海の中を走って‥・＊ビーチエアロビックス200名で砂浜でエアロピックス

ダイアモンドヘッドウオーク（入園料＄2）

夜はみんなでパーティー
楽しく飲んで食べてローカル料理やワイン等で最後のハワイを堪能しましょう（OP）

http：／／www。mOmOna－runtCOm／


