
2013年10月9⽇（⽔）〜１0月14⽇(月）

ハワイ・姉妹島カウアイ島
友 好 親 善 6 ⽇ 間 の 旅

姉妹島カウアイ島親善訪問・姉妹島提携５０周年記念式典
カウアイ⽇本文化祭２０１３参加訪問団

周防大島町 カウアイ島姉妹島提携50周年記念

ご旅⾏期間 平成25年10⽉９⽇（⽔）〜10⽉14⽇（⽉） 6⽇間

ご旅⾏代⾦及び宿泊地 Aコース Bコース Cコース Dコース

ご旅⾏代⾦ 281,000円 281,000円 281,000円 228,000円
⼀⼈部屋追加代⾦

（4泊） 55,000円 55,000円 55,000円 55,000円

宿泊地
【部屋指定なし】

カウアイ島3泊
ホノルル1泊

カウアイ島2泊
ホノルル2泊

カウアイ島1泊
ホノルル3泊 ホノルル4泊

利用航空会社 全⽇空 岩国〜ホノルル 国際チャーター便
添乗員 2名の添乗員が岩国錦帯橋空港から同⾏します。

食事条件 朝食4回・昼食１回・夕食0回 ※機内食は含みません。

2名1室利用／大⼈・⼩⼈同額 燃油サーチャージ・空港税を含みます。

募集人員 30名(最少催⾏人員8名) ※各コースで最少催⾏⼈員に満たない場合、コースの変更をお願いする場合があります。

お申込み方法 別紙の申込書にご記入の上、周防大島町政策企画課までご提出ください。TEL 0820-74-1007
※申込⾦は説明会時に集⾦いたします。別途ご案内いたします。なお、満員になり次第、締め切ります。

後援：公益財団法⼈ 山口県周防大島町国際文化協会
（周防大島町政策企画課内 TEL 0820-74-1007）

本年、周防大島町とハワイ州カウアイ島は姉妹島提携５０周年を迎えました。こ
の節目を記念して、カウアイ島で記念式典が開催されます。50周年の交流の歴史と
新たな交流のはじまりの瞬間に参加し、友好を育んで半世紀、両島の絆をさらに深め
るため、式典に参加しませんか。
式典の他、カウアイ⽇本文化協会が主催する「カウアイ⽇本文化祭」が開催されま

す。⽇系⼈をはじめ多くのカウアイ郡⺠が参加する⽇本文化のまつりです。文化祭は
大島郡出身の多くの⽇系⼈も参加され活躍します。ハワイの親戚を訪問するチャンス
でもあります。この機会にお誘い合わせてご参加ください。

ワイキキビーチに面してカラカウア通り沿いに建つ大
型ホテル。館内には３階まで吹き抜けになった大型水
槽があり、時折⾏われるマーメイドショーが大⼈気。
⽴地もビーチやショッピングストリートがすぐ近くに
あり、滞在には大変便利です。

パシフィックビーチホテル
Pacific Beach Hotel   ★★★★

町の中⼼地というロケーションながら、落ち着いたたず
まいのホテル。リノベーションを終えたばかりのゆった
りとした客室でリラックスいただけます。

コートヤード バイ マリオット カウアイ
アット ココナッツビーチ
Courtyard by Marriott Kauai 

At  Coconut Beach★★★★

ホノルルカウアイ島

岩国錦帯橋空港1周年記念

2名の添乗員が同⾏します。
初めての方も安⼼してお楽しみいただけ
るよう、添乗員がしっかりお世話します。

チャーター機はおなじみの全⽇空。
定期便を就航している全⽇空のチャー
ター便です。安⼼安全の⽇本の翼です。

毎朝食とホノルル市内観光付き。
しっかり朝食を召し上がっていただき、
充実した楽園の休⽇をお楽しみください。

らくらくシートプラン（往復）
お１⼈様追加代⾦ 80,000 円

（パスポートの有効残存日数）帰国時まで有効の機械読取式の旅券（査証）90日以内の滞在は不要（ESTA）必要
※以上、日本国籍の⽅の場合（日本国籍以外の⽅は自国の領事館・⼊国管理局等へお問い合せください）
（⽶国セキュア・フライト・プログラム）⽶国発着便利用のお客様には、ご予約時に、パスポートに記載された⽒名、
⽣年⽉日、性別が必要です。予約記録とパスポートの記載が異なっていると、搭乗を拒否される場合があります。

チャーター便利用政府許可申請中

そして⽇本旅⾏の つの安心
参加者全員に⽇本旅⾏オリジナルの「ハワイガイドブック」をプレゼント。
参加者の⽅を対象に、ご旅⾏の準備の事前説明会を開催いたします。
現地滞在中、ホテル内に皆様専用の「ご旅⾏デスク」を設置します。

※両ホテルともお部屋の指定はできません。チェックイン時にご利用いただくお部屋が決まります。通常は海の⾒えないお部屋となります。



⽇時 地 名 時間 コース コース コース コース

１
10/9

(水)

岩国空港

ホノルル
（カウアイ島）

午後

午前

岩国錦帯橋空港にて出発式。
空路、全日空チャーター便にて直⾏でホノルルへ。

……… 日付変更線通過 ……… ーー✈

ホノルル市内観光。
昼食。
15時ころの国内線で
カウアイ島へ。
カウアイ島着。
【カウアイ島 泊】✈×

ホノルル市内観光。
昼食。
ホテルへ。

【ホノルル 泊】✈×

ホノルル市内観光。
昼食。
ホテルへ。

【ホノルル 泊】✈×

ホノルル市内観光。
昼食。
ホテルへ。

【ホノルル 泊】✈×

２ 10/10
(木)

カウアイ島
（ホノルル）

ホテルで朝食。
カウアイ島観光。

【カウアイ島 泊】××

ホテルで朝食。
午前中、ホノルル市内
自由⾏動。
⼣刻便でカウアイ島へ。
カウアイ島着。
【カウアイ島 泊】××

ホテルで朝食。
午前便でカウアイ島へ。
カウアイ島着。
着後、カウアイ島観光。

【カウアイ島 泊】 ××

ホテルで朝食。
午前中、ホノルル市内
自由⾏動。

【ホノルル 泊】 ××

３ 10/11
(⾦)

カウアイ島
（ホノルル）

ホテルで朝食。

【カウアイ島 泊】××

ホテルで朝食。

【カウアイ島 泊】××

ホテルで朝食。

午後便でホノルルへ。
ホノルル着。

【ホノルル 泊】 ××

ホテルで朝食。
午前中、ホノルル市内
自由⾏動。

【ホノルル 泊】 ××

４ 10/12
(土)

カウアイ島

ホノルル

ホテルで朝食。

午後便でホノルルへ。
ツアー参加者との交流
会（オプション）

【ホノルル 泊】 ××

ホテルで朝食。

午後便でホノルルへ。
ツアー参加者との交流
会（オプション）

【ホノルル 泊】 ××

ホテルで朝食。
午前中、ホノルル市内
自由⾏動。

ツアー参加者との交流
会（オプション）

【ホノルル 泊】 ××

ホテルで朝食。
午前中、ホノルル市内
自由⾏動。

ツアー参加者との交流
会（オプション）

【ホノルル 泊】 ××

5 10/13
(⽇)

ホノルル

午前

ホテルで朝食。
専用⾞でホノルル空港へ。
空路、全日空チャーター便にて直⾏で岩国空港へ。 …… 日付変更線通過 ……… 【機中泊】✈ー

6 10/14
(月・祝)

岩国空港 午後 岩国空港着。⼊国手続き。 ✈ーー

周防大島町カウアイ島姉妹提携50周年記念式典参加 (10:00)

カウアイ⽇本文化祭2013 前夜祭参加 (17:30)

カウアイ⽇本文化祭2013 参加 (9:00)

●お問合わせ・お申し込み 旅⾏企画・実施

岩国支店

〒740-0018 岩国市⿇⾥布町1-1-1 岩国駅構内
TEL:0827-21-7181 FAX:0827-21-7183
受付時間：⽉〜土 （日・祝休業） 10：30〜18：30
総合旅⾏業務取扱管理者：山根 繁 担 当：山根 繁

観光庁⻑官登録旅⾏業第２号

総合旅⾏業務取扱管理者とは、お客様の旅⾏を取り扱う⽀店・営業所での取引に関する責任者です。こ
の旅⾏の契約に際し、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

ご旅⾏条件書（要約）必ずお読みください。 この書⾯は、旅⾏業第12条の4の定めるところの取引条件の説明書⾯及び同法第12条の5の定めるところの契約書⾯の一部となりま
す。詳しい旅⾏条件を説明した書⾯をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

⻄日本13－133

この旅⾏は、㈱日本旅⾏岩国⽀店（以下「当社」といいます）
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
型企画旅⾏契約を締結していただくことになります。

１．お申込み⽅法と契約の成⽴
（1）当社所定の申込書に必要事項をご記⼊の上、お申込⾦50,000

円を添えてお申込み下さい。お申込⾦は、旅⾏代⾦、取消料、
または違約料の⼀部または全部として繰り⼊れます。

（2） 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込⾦を受理した時に成⽴
いたします。

（3） 団体、グループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及
び解除に関する取引を⾏います。

（4） 旅⾏代⾦は旅⾏出発日の前日から起算してさかのぼって21日前
までにお⽀払いいただきます。

２．旅⾏中⽌の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催
⾏⼈員に満たない場合当社は旅⾏の催⾏を中⽌する場合があります。
この場合、旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって23日目

（ピーク時に旅⾏を開始するものについては33日目）に当たる日より
前に通知し、お預かりしている旅⾏代⾦（⼜は申込⾦）の全額をお返
しします。

３．旅⾏代⾦に含まれるもの及び含まれないもの
パンフレットに記載された日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、
⼊場料、消費税等諸税及び添乗員同⾏費用が含まれます。旅⾏日程に
記載のない交通費等の諸費用、空港･出国諸税、空港施設使用料及び
個⼈的性質の諸費用は含まれません。

４．取消料…お客様は、次の取消料をお⽀払いいただくことにより旅⾏契
約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社の営
業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日とします。

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、当
社は賠償の責任を負いません。

・天災地変、気象状況、暴動⼜はこれらのために⽣ずる旅⾏日程の変
更若しくは旅⾏中⽌・運送、宿泊機関の事故若しくは⽕災⼜はこれら
の ために⽣ずる旅⾏日程の変更若しくは旅⾏の中⽌・官公署の命令、
⼜は伝染病による隔離、自由⾏動中の事故、食中毒、盗難・運送機関
の遅延、不通⼜はこれらによって⽣ずる旅⾏日程の変更若しくは目的
地・滞在時間の短縮

６．特別補償…お客様が募集型企画旅⾏参加中に、急激かつ外来の事故
により⽣命、身体⼜は手荷物に被られた⼀定の損害については、旅⾏
業約款特別補償規程に定めるところにより、死亡補償⾦、⼊院⾒舞
⾦、通院⾒舞⾦、携⾏品にかかる損害補償⾦をお⽀払いします。

７．旅程保証…当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社
旅⾏業約款（募集型企画旅⾏契約の部第29条別表二）に掲げる重要
な変更が⽣じた場合は、同条に定めるところにより変更補償⾦をお⽀
払いします。

《海外旅⾏傷害保険加⼊のおすすめ》
安⼼してご旅⾏をしていただくため、お客様ご自身で保険をおかけに
なることをおすすめいたします。

取 消 日 区 分 取 消 料

旅⾏開始日の前
日から起算して
さかのぼって

61日目に当たる日まで 無料
60日目に当たる日以降31日目に当
たる日まで 旅⾏代⾦の20％

30日目に当たる日以降21日目に当
たる日まで 旅⾏代⾦の50％

20日目に当たる日以降４日目に当
たる日まで 旅⾏代⾦の80％

３日目に当たる日以降の取消⼜は無
連絡不参加の場合 旅⾏代⾦の全額

８．個⼈情報の取扱い
(1)当社は、ご提供いただいた個⼈情報について、①お客様との間の連

絡のため、②旅⾏に関して運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のた
め、③旅⾏に関する諸手続きのため、④当社の旅⾏契約上の責任におい
て事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携
する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅⾏に関する情
報提供のため、⑥旅⾏参加後のご意⾒やご感想のお願いのため、⑦アン
ケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成の
ために利用させていただきます。
(2)上記②、③の目的を達成するため、お客様の⽒名、住所、電話番号、
パスポート番号、搭乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出
⼊国管理官に書類⼜は電⼦データにより、提供することがあります。な
お、土産物店への個⼈情報の提供の停⽌をご希望される場合は、当該す
るパンフレットに記載する旅⾏申込窓口宛にご出発の10日前までにお申
し出ください。
(3)当社及び当社グループ各社はお客様から書面によってご提供をいただ
いた個⼈情報のうち、⽒名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡
先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利
用させていただきます。共同利用する個⼈情報は、当社が責任を持って
管理します。なお当社グループ会社の名称及については、当社ホーム
ページ(http://www.nta.co.jp)をご参照ください。
(4)当社は、個⼈情報の取扱を委託することがあります。
(5)お客様は、当社の保有する個⼈データに対して開示、訂正、削除、利
用停⽌の請求を⾏うことができます。問合せ窓口は訂正のみ販売店、そ
れ以外は本社お客様相談室となります。
(6)⼀部の任意記⼊項目にご記⼊いただけない場合、未記⼊の項目に関連
するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
このパンフレットに記載の旅⾏日程等の旅⾏条件は、2013年7⽉1日現
在を基準としています。

【時間の目安】午前(8:00-12:00)午後(12:00-16:00) 【食事マークの⾒⽅】 左から順番に朝食、昼食、⼣食の順番になります。朝食あり 昼食あり✈機内食×ー食事なし

カウアイ島半⽇観光と昼食
10⽉11⽇・おすすめオプション 大⼈お1⼈様 10,000円（⼦供8,000円）

記念式典と前夜祭の合間に、食事と観光をご用意します。
■催⾏日／10/11 ■所要5時間■食事／昼食付■⼦供料⾦／2才〜11歳■最少催⾏⼈員／
10名■旅⾏企画・実施／日本旅⾏ 岩国⽀店

ツアー参加者とのさよならパーティー
10⽉12⽇・おすすめオプション 大⼈お1⼈様 4,000円（⼦供 3,000円）

最終⽇の夜に、町⻑・市⻑と参加者皆さんで盛り上がりましょう。
■催⾏日／10/12 ■所要2時間■食事／⼣食付■⼦供料⾦／2才〜11歳■最少催⾏⼈員／
10名■旅⾏企画・実施／日本旅⾏ 岩国⽀店


