
■ホノルル

大人 子供

1
オアフ島ぐるっと1周観光

2名 ¥11,500 ¥8,000 ○ 昼食 8時間
08：00
16：00

毎日

オアフ島の見どころを網羅する充実ツアー。
ハワイが初めての方にも、来たことはあるけれど観光はあまりしたことがないという方にもぴったりの内容です。1日でオアフ島
のMUSTスポットをぐるっと制覇。
ハワイの象徴ともいえるダイヤモンドヘッド、東海岸からノースショア、さらには必見の真珠湾、テレビCMでおなじみの「この
木なんの木」まで。これで貴方もオアフ通に！

2
【クアロアランチ】乗馬パッケージ

（乗馬＋映画ロケ地ツアー＋トロピカルガーデンツアー）
1名 ¥25,000 ¥20,000

(9歳未満は参加不可)
〇 昼食 8時間

7：00
15：00

毎日

映画『ジュラシック・パーク』や人気テレビシリーズ『LOST』のロケ地にもなった広大な敷地は、オアフ島のパワースポットと
しても知られています。アクティビティを楽しめるだけでなく、植物や絶景などハワイの大自然を体感できて、身も心もリフ
レッシュ！
※乗馬への参加は10歳以上で身長137cm以上、体重104kg以下の方のみ。妊娠中の方はご参加不可。

3
【クアロアランチ】四輪バギーパッケージ

（四輪バギー＋ジャングルエクスペディション＋オーシャ
ンボヤージ）

1名
¥25,000

(16歳以上)
× 〇 昼食 8時間

7：00
15：00

毎日

映画『ジュラシック・パーク』や人気テレビシリーズ『LOST+M8:Q8』のロケ地にもなった広大な敷地は、オアフ島のパワース
ポットとしても知られています。アクティビティを楽しめるだけでなく、植物や絶景などハワイの大自然を体感できて、身も心
もリフレッシュ！
迫力満点のATVで広大なクアロアを駆け抜けましょう！
※日曜、祝日は、オーシャンボヤージの代わりに映画ロケ地ツアーに変更となります。
※16歳未満の方は参加不可です。

4 ノースショア・パラダイス 1名 ¥12,500 ¥8,500 〇 昼食 8時間
7：00

15：00
毎日

ウミガメ遭遇率の高さから「亀ビーチ」と呼ばれるハレイワ　アリィ・ビーチ
（またはラニアケア・ビーチ）へ。
世界に名高いサンセット・ビーチなど、ノースショアのMUSTスポットを網羅。
モアナルア・ガーデンや、人気スイーツ「カメハメハ・ベーカリー」のポイマラサダも体験できる、欲張りで楽しいオアフ島一
周ツアーです。

5 プチトリップ★ノースショア 2名 ¥10,900 ¥10,900 〇 昼食 6時間
9：00

15：00
土曜日以外

半日でお手軽ノースショア体験！
話題のパワースポット「クカニロコ・バースストーン」、大人気のマラサダ、ガーリックシュリンプ、ウミガメ高遭遇率ビーチ
など、ノースで外せないポイントを半日にギュッと凝縮！

6
プチトリップ★ノースショア＆KCCファーマーズマーケッ

ト
2名 ¥10,900 ¥10,900 〇 昼食 7時間

8：00
15：00

土曜日のみ
KCCファーマーズマーケットを体験！
KCC（カピオラニ・コミュニティ・カレッジ）駐車場で毎土曜に開催されるハワイの名物
ファーマーズマーケットへ立ち寄ります。

7
【ホノルル発】ハワイ島

ザ・モーニングキラウエア＆溶岩ウォークの旅
2名 ¥54,000 ¥50,000

(6歳未満は参加不可)
〇

朝食
昼食

15時間
4：30

21：00
日曜日以外

世界で最も活発な火山として、また世界遺産として有名なキラウエア火山。 今しか見れない溶岩流により立ち上る噴煙を見学！
カラパナ地区では溶岩ウォークや黒砂海岸でハワイ固有の植物を見たり、経験豊富なガイドが日本語でご案内。 キラウエアを満
喫したあとは、ヒロの町へ。人気の「ビッグ・アイランド・キャンディーズ」へ寄ったり、 ダウンタウンを散策したり。 「溶岩
洞窟」や「アカカの滝」も見学します。 オアフ島とは異なるハワイ島の壮大な自然と、ノスタルジックな町並みを体験してくだ
さい。
※7歳未満のお子様は参加できません。
※お取消料は催行日12日前よりお一人様30,000円、3日前以降は全額発生致します。

8
【ホノルル発】マウイ島

ハレアカラサンセット＆スターゲイジング
2名 ¥56,000 ¥53,500 〇 夕食 12時間

11：00
23：00

水・金曜以外

今までは1泊しないと参加できなかったマウイ島星空ツアーが、日帰りツアーで登場！ 息を呑むほど美しいサンセット。足元に
雲、太陽が少しずつ沈んでいき、神秘的に変化する空の色、そして宝石のように輝く満天の星空は、とてもロマンティック。 コ
ンピューター制御の望遠鏡で星空を眺め、日本語で天体や星座についてご説明します。
※2歳未満のお子様は参加できません。
※お取消料は催行日12日前よりお一人様30,000円、3日前以降は全額発生致します。

9 【ホノルル発】カウアイ島１日観光 2名 ¥48,000 ¥46,500 〇 昼食 15時間
5：00

19：00
毎日

映画の撮影地にもなったオパエカア滝や、ポリネシアンが最初に移住し、ハワイ文化発祥の地とされるワイルア川流域にあるシ
ダの洞窟。世界一の降水量を記録するワイアレアレ山からの何千年にも渡る雨水の浸食が創り出した「太平洋のグランドキャニ
オン」、ワイメア渓谷。陽光きらめくポイプ地区の潮浮き岩。
オアフ島とはひと味違うハワイを日帰りで味わえます。
※お取消料は催行日12日前よりお一人様30,000円、3日前以降は全額発生致します。

10 ハウツリーラナイ朝食＋ワイケレショッピングセンター 2名 ¥11,000 ¥11,000 〇 朝食 7時間
8：00

15：00
日曜日以外

ビーチすぐそばという絶景ロケーションのハウツリーラナイで朝食を！元気にパワーチャージをしたら次はワイケレショッピン
グセンターにてお買い物を！
自由時間なのでご自分のペースで周れます。

11 ダイヤモンドヘッド日の出ツアー 1名

\4,900

（※20/1/1は
￥5,300）

¥4,900 〇 × 3時間
5：00
8：00

毎日
暗いうちに出発し約30分のハイキング。頂上からはワイキキエリアを一望でき、
海と大地のパノラマビューをご覧いただけます。
登山後、朝のうちに各ホテルへお戻りいただけますので充実した一日を過ごせそうです♪

12 サンドバー＆カイルア散策（Aコース） 2名 ¥22,000 ¥22,000 〇 昼食 10時間
7：00

17：00
日曜日以外

ハワイに来たら一度は行きたい「天国の海」と注目の街、カイルアの人気スポット2ヶ所をセットで楽しめるツアー！カイルアタ
ウンを満喫した後は、天国の海とも言われるカネオヘ湾沖のサンドバーへ。360度エメラルドブルーの海に囲まれた息をのむほど
美しい景色の中で、船上でのランチやシュノーケルも楽しめます。
【Aコースでは以下のウォーターアクティビティにご参加いただけます】
・カタマランクルーズ
・サンドバーウォーク
・シュノーケリング
・タートルウォッチング
※不催行日：2019/4/14, 5/27, 7/4, 9/2, 10/14, 11/11, 11/28, 12/8, 12/25, 2020/1/1, 1/2, 1/20, 2/17
※シュノーケリングは7歳以上のみ参加可能
※水着をあらかじめ着用の上、バスタオル、日焼け止めなど、必要なものは各自ご用意ください

13 サンドバー＆カイルア散策（Bコース） 2名 ¥25,000 ¥25,000 〇 昼食 10時間
7：00

17：00
日曜日以外

ハワイに来たら一度は行きたい「天国の海」と注目の街、カイルアの人気スポット2ヶ所をセットで楽しめるツアー！カイルアタ
ウンを満喫した後は、天国の海とも言われるカネオヘ湾沖のサンドバーへ。360度エメラルドブルーの海に囲まれた息をのむほど
美しい景色の中で、船上でのランチやシュノーケルも楽しめます。
●7歳未満の方はご参加いただけません。16歳未満は大人の同伴が必須です。
【Bコースでは以下のウォーターアクティビティにご参加いただけます】
・・カタマランクルーズ
・サンドバーウォーク
・シュノーケリング
・タートルウォッチング
・バナナボート
・ジェットスキー
・カヌー
※不催行日：2019/4/14, 5/27, 7/4, 9/2, 10/14, 11/11, 11/28, 12/8, 12/25, 2020/1/1, 1/2, 1/20, 2/17
※シュノーケリングは7歳以上のみ参加可能
※水着をあらかじめ着用の上、バスタオル、日焼け止めなど、必要なものは各自ご用意ください.

14 「サンドバー」＆マリンスポーツ半日（午前/午後） 2名 ¥14,000
¥12,000

(3～6歳は¥7,500 、
2歳以下は参加不可)

〇 昼食 6時間

【午前】7：00～13：
00

【午後】11：00～17：
00

日曜日以外

絶対に行きたい場所「サンドバー」！
エメラルド色に輝くカネオヘ湾でマリンスポーツを満喫！
雄大なコオラウ山脈の麓に位置する穏やかで美しいカネオヘ湾で、ウォーターバレーボールなどのマリンスポーツが楽しめま
す。
※ウォーターバレーボール、バナナボート、シュノーケリングは7歳以上のみ
※水着をあらかじめ着用の上、バスタオル、日焼け止めなど、必要なものは各自ご用意ください.

15 天国の海・ツアー (午前/午後) 1名 ¥19,300 ¥17,900 〇 昼食 5時間

【午前】7：00～13：
00

【午後】11：00～17：
00

日曜日以外

白い砂浜とエメラルドグリーンが広がるその場所は、まさに「天国の海」。
全米最大を誇る完全バリアリーフのサンドバーで、タートルウォッチングやシュノーケリングをお楽しみください。
※水着をあらかじめ着用の上、バスタオル、日焼け止めなど、必要なものは各自ご用意ください。
※催行3日前より全額お取消料が発生致します。

16 ドルフィン・エンカウンター 1名 ¥20,000 ¥20000
(3歳未満は参加不可)

〇 × 6時間
9：30～ /11：00～
13：45～/15：15～

毎日

直接イルカと触れあえる体験型ツアー！
大人気のシーライフ・パークにて水深が大人のウェスト位の高さのプール内に立ち、イルカと大接近！ジャンプするイルカを間
近から観察するだけでなく、イルカと遊びながら調教したり、キスをしたりダンスを楽しむことができます。
※担当ガイドは英語のみとなります

17 私立イルカ中学 2名 ¥18,600 ¥14,500 〇 軽食 6時間
5：30

12：30
毎日

美しい自然が多く残る西海岸で、イルカを探してクルーズ。透明度の高い海でイルカと一緒にシュノーケリングを楽しみます。
そのほかウミガメや熱帯魚だけでなく、冬季はクジラと出会えるチャンスも！
大自然の中で究極の癒しを体験してください！
※水着をあらかじめ着用の上、バスタオル、日焼け止めなど、必要なものは各自ご用意ください
※船内にシャワーはありません
※催行3日前より全額お取消料が発生致します。

18 ハナウマ湾シュノーケルツアー 1名 ¥6,200 ¥5,500 〇 × 6時間
7：00～ /8：00～ /

10：00～
火曜日以外

美しいサンゴ礁と熱帯魚に出会える大人気のハナウマ湾でシュノーケルを楽しんだり、のんびりビーチでリラックスできる自由
行動型プラン！
ハナウマ湾は設備が整い、軽食やドリンクも販売しているので安心＆便利！
※ツアー料金にハナウマ湾の入場料（一般＄7.50、13才未満は無料）は含まれておりません。各自でお支払いください。
（除外日：12/25,31,2019/5/19,12/7-9,25,2019/1/1）

19 プレミアホエール・ウォッチ・クルーズ 1名 ¥9,300 ¥6,400 〇 × 4時間
7：30

11：30
火・木・
日曜以外

4階建ての高さ、視界360℃の展望デッキは遠くまで一望できてクジラ発見率も高いベストシート！ ナチュラリストの資格を持つ
クルー「クジラ先生」によるクジラの説明や、生態についてのビデオ上映など、船内のクジラプログラムも充実！

20
【ウェット・アンド・ワイルド・ハワイ】

トランスポーテーション・パッケージ（入場券＆送迎付）
1名 ¥10,300 ¥8,900 〇 × 8時間

9：00
17：00

火・水曜以外

ハワイでココだけの水のテーマパークは、地元で人気NO.1のアトラクション。
敷地は東京ドームの約3倍。ハワイらしい自然の地形を活かしたパーク内には、25以上のアトラクションが。
小さなお子様向けのプレイエリアから、エキサイティングなウォータースライド、12歳以上の大人向けのジャクジーエリアな
ど、どんな年代の方でも楽します。
※担当ガイドは英語のみとなります.

21 1スターサンセットディナークルーズ 1名 ¥17,000 ¥11,000 〇 夕食 4時間
16：00
21：00

金曜以外

1500人乗りのスターオブホノルル号。
「揺れが少なく食事もショーも楽しめる」が定評の豪華客船で安心のクルーズ。
カジュアルな雰囲気なので、お子様連れのファミリーにもオススメです。
船上からのサンセットと夜景を思いきりご満喫ください。
※担当ガイドは英語のみとなります.

22
マジック・オブ・ポリネシア（カクテルショー）

※2019/12/31まで
1名 ¥9,200 ¥6,200 × × 2時間

18：45
20：15

毎日

ワイキキで不動の人気を誇る究極のエンターテイメントショー！
ダイナミックな舞台装置や華やかな演出、大胆な仕掛け。イリュージョニストたちの独創的な世界は一瞬たりとも目が離せな
い！
マジック界の栄誉ある「マーリン賞」を受賞した面白さ。マジックショーの合間のポリネシアンダンスも大迫力！
※各自参加券をお持ちの上、19:00までにホリデイ・イン・ワイキキビーチコマー・リゾート2Fの会場へお越しください。

23
【ルースズ・クリス・ステーキ・ハウス】

スペシャルディナープラン
1名 ¥12,300 ¥12,300 × 夕食 2時間 毎日

ニューオーリンズに本店がある、全米展開の人気高級ステーキハウス。
260℃に熱したプレートで提供されるステーキは、塩、胡椒、そして溶かしたバターというシンプルな味付けで、高品質な肉本来
の味を楽しめます。
※ご利用いただけますのは、ワイキキ店（ワイキキビーチウォ－ク2階）のみとなります。
※お申し込み時に予約ご希望時間（17:00～21:30）をお選びください。

25
【ウルフギャング・ステーキハウス】

デラックスディナー
2名 ¥15,000 ¥5,800 × 夕食 2時間 毎日

28日間じっくりと熟成させたこだわりのドライエイジビーフは、口いっぱいに肉汁の甘みと旨味が広がり、とろける程の柔らか
さ。
この極上ステーキを楽しめるのはハワイでこのウルフギャングだけ！その極上ステーキはあまりにも有名。
お肉が苦手な方は、お魚をお選びいただくことも出来るプランです。
※こちらのディナーメニューは、11：00～ラストオーダーまで、いつでもご利用いただけます。
※予約日の4日前以降全額のお取消料が発生致します。

26 【ビルズ・ワイキキ】選べる朝食セット 1名 ¥4,300 ¥4,300 × 朝食 2時間 毎日

ヘブンリーなリコッタパンケーキ、優しい甘さのバターミルクパンケーキ、
とろけるオーガニックスクランブルエッグ・・・
世界中のセレブやグルメ評論家から絶賛されたオーストラリアン・キュイジーヌを、
ラナイからの心地よい風とともにお楽しみください。
※7:00～17:00限定でご利用いただけるプランです。お申し込み時にご希望時間をご入力ください。

内容詳細

ハッピーホリデー　ハワイオプショナルツアー料金表　2019年4月～2020年3月　

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日



■コナ

大人 子供

1
半日観光コナセレクト (午前/午後)

2名 ¥13,000 ¥13,000 ○ × 4時間 8：00～ /13:00 毎日

せっかくハワイ島へ来たのだから、プチ観光したい！そんな方にオススメのツアーです。コナの『バニラ農園』、隠れた名店
『ミセス・バリーズクッキー』、小さな可愛い港町『コナタウン』を訪れます。お好みでビーチへの立ち寄りもございます♪
不催行日:5/27,7/4,9/2,10/12,11/11,11/28,12/25,1/1,1/20,2/17
※コナの街（コナタウン）にご宿泊のお客様はお申し込みいただけません。予めご了承ください。
※催行の4日前より全額お取消料が発生致します。

2 アメリカ最南端&キラウエア火山ハイキングツアー 4名 ¥22,000 ¥16,500
(7歳未満は参加不可)

〇 昼食 10時間
7：00-8：40
18：10-19:10

毎日

コナコーヒーへ経由後、アメリカ最南端のサウスポイントへ立ち寄り、オリゴプナルウ黒砂海岸観光となります。
ローカルに人気のレストランにてランチを召し上がっていただいた後は、火山国立公園に入りカナカコイ&キラウエア火山のハイ
キングツアー（約3.2km）をお楽しみ下さいませ。
国立公園を出た後は滝に虹がかかることから名付けられたレインボーフォールズえお見学し、チョコレートとクッキーで有名な
ビッグアイランド・キャンディーズにも立ち寄ります。
※催行不可日:10/12、11/29、12/25、1/1

3 マウナケア山麓　星空観測＆日の出観賞ツアー 2名 ¥27,000 ¥27000
(5歳未満は参加不可)

〇 × 4時間
4：00
8：00

毎日

早朝の澄んだ空気のマウナケア山麓で、満点の星空観測を楽しんで頂けます。
マウナケア山麓から望む日の出は感動的！絶景の雲海の景色もお楽しみ下さい。
※催行不可日：4/9,10/12,12/4,12/25,12/31,1/1
※天候により、星、日の出が見れない場合がございます。その場合でも返金はできませんので予めご了承下さい。

4 マウナケア山頂とスターゲイジング 2名 ¥24,000 × 〇 夕食 9時間
14：00
23：00

毎日

標高4200mのマウナケア山頂へ向かいます。サンセットを楽しみ、次は星空観測へ。山頂から見る満天の星空はまさに絶景その
もの。天の川から人工衛星まで肉眼でもはっきり観測できるほどです！標高2800mのオニヅカ記念館では大型天体望遠鏡で流星
群なども観測可能です。
※防寒着の貸し出しはありますが、山頂付近は氷点下になりますので、厚着で参加ください。
※万が一星が見えない場合も返金はありませんのでご了承ください。
※16～85歳が対象となります。
※催行の4日前より全額お取消料が発生致します。

5 ハワイ島3大名所巡りと星空ツアー 2名 ¥24,000 ¥19,000
(4歳未満は参加不可)

〇 夕食 12時間
9：00

21：00
毎日

ハワイ島が持つパワーと溢れる魅力をご案内いたします！行程には絶対に外せない3大名所
(ワイピオ渓谷・アカカの滝・キラウエア火山)が含まれており、飽きることのない大自然を満喫♪
ツアーの終わりには思い出に残るマウナケア山嶺での星空観測。一日で大自然と星空を満喫できるお得なツアーです。
※催行不可日：10/12,12/6-8
※催行の4日前より全額お取消料が発生致します。

6 マンタ大学夜学部コナキャンパス 2名 ¥16,500 ¥12,000 × 軽食 3時間
18：00
20：00

毎日

夜の海でマンタを探してシュノーケリング。光に集まるプランクトンめがけて大きな口を開けてやってくるマンタ。目の前を横
切り、優雅に身をひるがえしながら泳ぐマンタの姿に大興奮間違いなし。世界中のダイバーの憧れともいわれるマンタが高確率
で見られるツアーはハワイ島だけです。マンタの迫力を体感してください！
マンタは野生動物のため現れない場合もあります。
ウェットスーツは有料レンタルとなり、大人$10、子供$5にて貸し出しをします。予約は不要です。現地にてお申し込みくださ
い。

デラックス

プレミア

デラックスクーポン 対応レストラン一覧

食事内容 ホテル名

パークショア・ホテル

トランプ インターナショナル・ワイキキ

アウトリガー・リーフ・ホテル 1階

アロヒラニリゾート ワイキキビーチ
(旧パシフィックビーチ)

シェラトン・プリンセス・カイウラニ・ホテル 1階

シェラトン・ワイキキ・ホテル 1階

ハイアット・リージェンシー・ワイキキ 3階

プリンスワイキキ 3階

ワイキキ・ビーチ・マリオット

ヒルトン・ワイキキ・ビーチ 1階

ホノルル空港 インターアイランドターミナル

ヒルトン・ハワイアンビレッジ

ヒルトン・ハワイアンビレッジ

プレミアクーポン 対応レストラン一覧

食事内容 ホテル名

和食 パークショア・ホテル

ザ・カハラ

モアナ・サーフライダー・ウエスティン・リゾート 1階

ハレクラニ・ホテル 1階

ハレクラニ・ホテル 1階

ロイヤル・ハワイアン・ホテル 1階

☆送迎付きのツアーにつきましては、ホテルまたは指定場所からの送迎となります。詳しくは往路空港送迎時に担当ガイドへご確認ください。
☆上記行き先・時刻は、交通事情・現地都合により変更する場合があります。目安としていただきますようお願いたします。

☆所有時間は送迎を除くツアー開始～終了の時間となります。
　ホテルのピックアップ時間は催行開始時間より1時間以上早い場合があり、ホテル到着時間は1時間以上遅くなることもございます。
☆すべてのツアーは日本申し込み・日本払いとなります。
☆現地事情により、ご希望のお日にちのご予約がお取りできない場合もございます。

◆お申込みについて
ご出発の14日前まで受付しております。それ以降のお申込みは承れませんので、予めご了承ください。

◆お取消について
　土日を含めない3営業日前よりお客様都合の取消し・変更により発生する手数料がかかります。
※一部、3営業日以前に発生するオプショナルがございますので、内容詳細をご確認下さいませ。

※オプショナルツアーのサービスの提供に関して代理、媒介または取り次ぐものであり、サービスの提供者ではありません。
　当社はサービスの提供者の責任に帰すべき事由により起因するすべての損害に関しては一切の責任を負いません。　

◆ツアー企画・主催：SKYhub

スティンガーレイズ・バー&グリル

レインボーラナイ

トロピックス

レストラン名

カイ・マーケット

ショア

100 SAILS (ワンハンドレッド セイルズ)

KBGレストラン&バー

イン ヨウ

サ リーフバー&マーケットグリル

ライチ

ピカケ・テラス

マック・トゥエンティーフォー・セブン

¥6,900

レストラン名

洋食

ブルメリア・ビーチ・ハウス

ザ・ベランダ

オーキッズ・レズトラン

ハウス・ウイズアウト・ア・キー

サーフラナイ

義経 (よしつね)

洋食

義経 (よしつね)

申込番号 コース名 催行人数
料金（円）

送迎 食事 所要時間
開始
解散

予定時間（※目安）
催行日 内容詳細

■ホノルルホテル朝食ミールクーポン■

¥5,800

言葉が心配な方でも安心♪

ゆったりとお食事を召し上がれる朝食クーポン！

チップも含まれていますので、クーポンを渡すだけで

簡単にご利用いただけます！

※心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、妊娠中、投薬中、既往症をお持ちの方はご参加頂けない場合がございます。

※心臓疾患、呼吸器疾患、糖尿病、高血圧、妊娠中かつ安定期以外、投薬中、既往症をお持ちの方、体力に自信のない方、

8歳未満のお子様は、シュノーケリングやダイビングにはご参加頂けません。

※お着替えの場所が限られております為、洋服の下にあらかじめ水着を着用の上でご参加ください。

※イルカ・海ガメ・クジラなど、野生動物はツアー参加中に必ずご覧いただける保証はございません。

ホリデーシーズンはクーポン利用は出来かねます。

※ホリデーシーズン・・・

4/21,5/12,7/4,11/28,12/24,25,.31,1/1,2/14

※心臓疾患、呼吸器疾患、高血圧、1時間程度歩くことが出来ない方はご参加頂けない場合がございます。

※7歳未満、妊娠中の方はご参加頂けません。

※長ズボンと歩きやすい靴でご参加ください。また、火山活動は常に変化しているため、溶岩流が見れるとは限りません。

※ツアー当日は必ずパスポートをご持参ください。また、機内へは、液体・ジェル・ペースト類、スプレー缶や刃物などは

持ち込みできません。(受託手荷物は不可)

※機内や現地は冷える場合があるため、上着のご用意をおすすめします。

※必ずご注文の前に、係の者にクーポンをお渡しください

※ミールクーポンでお食事頂けるメニューは、各レストランにて予め設定されております。

※追加注文やお酒・お飲み物、及びそれに対する税金等は、各自で別途お支払いください。

※クーポンは金券です。紛失された場合、再発行は致しませんので、予めご了承ください。

※高級レストランでは、Tシャツ・短パン・サンダルでのご入店をお断り頂いている所がございます。


