
JALで行く  

ハワイ５日間 

旅行企画・実施 
観光庁長官登録旅行業第2021号・JATA正会員 

トップトラベル 
〒450-0002 
名古屋市中村区名駅５丁目１７番３号 

☎052-589-6770 
お申込みの際には、旅行条件書をお受け取りいただ
き、必ず内容をご確認のうえお申込みください。 

ご旅行代金：123,000円～140,000円 
名古屋発着・2～3名1室/Yクラス利用/おとな・こども同額 

※燃油サーチャージ、国内空港施設使用料等および海外空港諸税が必要となります。 
最少催行人員：10名様 
添乗員は同行しません 

出発日：2019年1月20日（日）限定 
宿泊予定ホテル：パゴダ・ホテル、アンバサダー・ホテル・ワイキキ、アラモアナ・ホテル
のいずれか（3泊部屋指定なし・食事なし） みんなでハワイを

盛り上げよう！ 

どまつりハワイ 
申込特電☎052-589-6770 
（トップトラベル内） 
平日9:00～18:00 

集合場所・時間：中部国際空港（セントレア）午後8：40 

出発便：日本航空（JAL）794便（名古屋22：40発✈同日10：30ホノルル着） 
帰着便：日本航空（JAL）793便（ホノルル12：20発✈翌日17：10名古屋着） 

スケジュール 
①名古屋22：40発✈（日付変更線通過）✈ホノルル同日
10：30着＝各自ホテルへ※チェックイン15：00 
②、③自由行動（常夏の島ハワイの休日をお楽しみくだ
さい） 
④10：20ホノルル（ダニエル・K・イノウエ国際空港）
集合 ホノルル発12：20✈ （日付変更線通過）✈名古
屋（セントレア）翌日17：10着予定 

おめでとう！安藤夫妻（旧姓前林） どまつり２０周年特別企画 



ホノルル/ホテル別旅行代金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1：正ベッド（クイーンサイズ）1台とソファベッド（シングルサイズ）1台の組合せとなります。 

※2：改装・改修工事を行う可能性がございます。 

どまつり20周年特別企画体験プラン（オプショナルプラン）のご案内 

 

ホテル/部屋タイプ 泊数 出発日 1室利用人数 旅行代金（おひとり様） 1室1名追加代金 

アラモアナ・ホテル/部屋指定なし 3泊 1/20 2名 140,000円 39,000円 

アラモアナ・ホテル/部屋指定なし 3泊 1/20 3名 127,000円 不可 

アラモアナ・ホテル 
/部屋指定なし〈コナタワー〉※1 

3泊 1/20 2名 132,000円 31,500円 

アンバサダー・ホテル・ワイキキ 
/部屋指定なし※2 

3泊 1/20 2名 132,000円 31,500円 

アンバサダー・ホテル・ワイキキ 
/部屋指定なし※2 

3泊 1/20 3名 125,000円 不可 

パゴダ・ホテル/部屋指定なし 3泊 1/20 2名 128,000円 28,500円 

パゴダ・ホテル/部屋指定なし 3泊 1/20 3名 123,000円 不可 

オプション
コード 

オプション名 特別価格※おひとり様 ご紹介HP ツアー内容 

OP-13171 

映画〈ジュラシックパークのロケ
地〉クアロア・ランチ/乗馬アド
ベンチャーパッケージ 
 
 
 
 

18,770円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=661 

人気の乗馬ツアーでは、
山の裾野に広がる500
万坪の広大な敷地で、
ハワイの雄大な海、山、
大自然を馬に乗っての
んびり散策します。乗
馬に加えて、映画ロケ
地ツアー、テイストオ
ブクアロアツアーをお
楽しみいただきます。 

OP-13172 

映画〈ジュラシックパークのロケ
地〉クアロア・ランチ/四輪バ
ギーアドベンチャーパッケージ 
 
 
 
 

18,770円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=662 

人気の四輪バギーツ
アーでは、山の裾野に
広がる500万坪の広大
な敷地を四輪バギーで
を駆け巡ります。四輪
バギーに加えて、ジャ
ングル体験ツアー、
オーシャンボヤージツ
アーの2種をお楽しみ
いただけます。 

OP-13177 

映画〈ジュラシックパークのロケ
地〉クアロア・ランチ/ジップラ
イン・アンド・乗馬アドベン
チャーパッケージ 
 
 
 
 

27,670円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=532 

ジップラインは木々の
間に張られたワイヤー
ロープを、プーリーと
呼ばれる滑車を使って
滑り降りるスリル満点
のアクティビティーで
す。最大高低差は約
30メートルでジップ
ラインで滑り降りると
眼下に広がる大草原を
眺める事ができ、雄大
なカアアヴァ谷を越え
スリルを体感いただけ
ます。さらに緑豊かな
自然の中での乗馬も楽
しんでいただける魅力
あふれるツアーとなっ
ております。 



オプション
コード 

オプション名 特別価格※おひとり様 ご紹介HP ツアー内容 

OP-15002 

ポリネシアン・カルチャーセン
ター/スタンダード 
 
 
 

12,930円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=734 

再現されたポリネシア
の村々で陽気なポリネ
シアンがお出迎え！各
村を回りながらショー
やアクティビティー、
巨大スクリーンで観る
IMAXの映画など楽し
みながらポリネシア文
化を体験できます。約
50人に1人日本語のガ
イドが付き園内を案内
します。ビュッフェ
ディナーとスタンダー
ド席でのイブニング
ショー"HA:BREATH 
OF LIFE"付きです。 

OP-14900 

プレミア・ホエールウオッチ＆
ランチ 
 
 
 

9,330円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=879 

スターオブホノルル号
で勇壮なザトウクジラ
を見てみませんか。ス
ター号だけが持つ
18.2mの高さにある
デッキは360度の視界
を誇り、各階の散策
デッキは最も広い屋外
スペースを皆さまに提
供します。さらにス
ター号ならではのハワ
イアンミュージックの
ライブ演奏、レイメイ
キング、フラ、ウクレ
レレッスンなどのハワ
イアンカルチャーもお
楽しみいただけます。 

OP-16006 

ハワイアンキルト・レッスン 
 
 
 

3,920円 
http://www.jpih.co
m/option/Tour/Detai
l?opt_tour_id=532 

人気のハワイアンキル
トを自分で作ってみま
せんか？ハワイらしい
鮮やかな色づかいと温
かみのある柔らかな生
地で人気のハワイアン
キルト作りを日本語で
丁寧に指導します。5
種類の柄と色から好き
なものを選び、一針一
針アップリケを縫い付
けるようにすすめてい
きます。少人数制で
レッスンするので初め
ての方も安心！約2時
間のツアーで木製フ
レーム付きのかわいい
キルトを完成させます。
旅行の思い出、特別な
お土産にもぴったりで
す。 

オプショナルツアーは日本申込、日本支払いとなります。 
その他様々はオプショナルツアーをご用意しております。 

お気軽にお問合せください。 



どまつり事務局
特別企画！ 

 

どまつり20周年記念！ハワイツアーご参加の皆様に！ 

早朝ダイヤモンドヘッド 
登頂ツアー 
を企画いたしました！ 

ワイキキ東にあるダイヤモンドヘッドは、気軽にハイキングを楽しめる人気スポット。頂上までは約40
分。海抜232ｍの山頂から目を見張るような景観が一望できます。早朝のハイキングなので朝のさわやか
な空気を味わっていただけます。午前中から予定のある方でも時間を有効活用いただける早めの終了時間
も見逃せません。ハイキングの後にはおいしいマラサダもお召し上がりください。オアフ島の名山を登り
ましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ツアー料金：大人：3,800円、子供（4歳-11歳）：3,800円 

所要時間：3.5時間 

出発時間：午前6時15分頃出発 

参加条件：4歳からご参加いただけます。※登山開始から約1時間30分以内に集合場所に戻ってきていた
だきます。 

食事条件：マラサダ、ボトルウォーター 

料金に含まれるサービス：往復送迎、マラサダ、ボトルウォーター、登山証明書 

※お申し込み後、ツアー参加日の3日前の17時以降は料金の全額が取消料になります。 

服装：歩きやすい靴、服装でご参加ください。 
 

どまつり 
ハワイツアー 
記念グッズ 
プレゼント 

ツアースケジュール 

06：15 お迎え 

07：15 ダイヤモンド・ヘッド到着ハイキング（約1時間半） 

08：45 マラサダ 

09：15 ワイキキ戻り 

行こうよ！HAWAII 



ご旅行条件書（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。 
●募集型企画旅行契約  
この旅行は（株）トップ/トップトラベル（愛知県名古屋市中村区名駅5-17-3 観光庁長官登録旅行業第2021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）当社にお電話のお申し込みに限らせていただきます。  
（２）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金（本ツアーは旅行代金全額となります。）を受領したときに成立するものとします。  
●旅行代金のお支払い  
旅行代金は振込みにて集金させていただきます。 現金のみとなりますので、予めご承知おきください。  
●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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊貸切船舶を利用する旅行については、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）及び消費税等諸税、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。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。） 
●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：１５００万円 
•入院見舞金：２～２０万円 
•通院見舞金：１～５万円 
•携行品損害補償金：お客様１名につき～１４万７千円（但し、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）  
●国内旅行保険への加入について 
ご旅行中、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国内
旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、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・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込店にご通
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9月1日を基準としています。又、旅行代金は2018年9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。  
 

 

 

契約解除の日 取消料（お１人様） 

旅行開始日の前日から起算してさかのぼっ
て 

１．61日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11
日目） 

無料 

２．60日目（日帰り旅行にあっては10日目）にあたる日以降
の解除（３～６を除く） 

旅行代金の２０％ 

３．７日目にあたる日以降の解除（４～６を除く） 旅行代金の４０％ 

  

４．旅行開始日の前日の解除 旅行代金の５０％ 

５．当日の解除（６を除く） 旅行代金の100％ 

６．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％ 


