
改訂版２ 180122

日程 成田空港発着 関西空港発着 中部空港発着 一人部屋追加料金

A
5日間コース
（基本）

2019年2月22日（金）～2月26日（火）　5日間 189,000円 199,000円 209,000円 36,000円

A1 5日間＋ハワイ島１延泊 2019年2月22日（金）～2月27日（水）　6日間 219,000円 214,000円 224,000円 48,000円

A2 5日間＋ホノルル１延泊 2019年2月22日（金）～2月27日（水）　6日間 229,000円 224,000円 234,000円 56,000円

A3 5日間＋ホノルル2延泊 2019年2月22日（金）～2月28日（木）　7日間 249,000円 244,000円 254,000円 76,000円

B
6日間コース
（基本）

2019年2月21日（木）～2月26日（火）　6日間 211,000円 221,000円 231,000円 48,000円

B1 6日間+ハワイ島１延泊 2019年2月21日（木）～2月27日（水）　7日間 241,000円 236,000円 246,000円 60,000円

B2 ６日間+ホノルル１延泊 2019年2月21日（木）～2月27日（水）　7日間 251,000円 246,000円 256,000円 68,000円

B3 ６日間+ホノルル２延泊 2019年2月21日（木）～2月28日（木）　8日間 271,000円 266,000円 276,000円 88,000円

※ご旅行代金には、往復航空券代、宿泊代（ﾂｲﾝ利用）、食事代、空港－ホテル間送迎、リトリートに係る費用などが含まれております。

※契約成立後、燃油サーチャージが増額された場合には不足分を追加徴収し、減額された場合は減額分を払い戻します。

※各コースには定員がございます。ご希望のコースに参加できない可能性もございますので予めご了承ください。

※ビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスのご希望については、別途お問い合わせください。

※オプショナルツアーに関してはツアーにお申込みいただいた方に別途ご案内致します。

※２名様でご参加される場合で、同室希望者がおられる場合は申込書にご記入ください。

【募集人員】

A 5日間コース

A1 5日間＋ハワイ島１延泊

A2 5日間＋ホノルル１延泊

A3 基本5日間＋ホノルル2延泊

B 6日間コース

B1 6日間+ハワイ島１延泊

B2 ６日間+ホノルル１延泊

B3 ６日間+ホノルル２延泊

Ａ・Ｂコース＜直行便＞

Ａ１・Ａ２・Ａ３、Ｂ１・Ｂ２・Ｂ３＜経由便＞

＜経由便＞

＜経由便＞ 日本航空（JL/ｺｰﾄﾞｼｪｱ便※4） （エコノミークラス利用）

【申込金】

【申込締切】

【食事条件】
（機内食除く）

【利用ホテル】

[基本5.6日間コース]

ハワイ島はハワイ諸島の中で最大の島で、Big Island とも呼ばれています。今もなお噴火が続いているキラウエア火山をはじめとする豊かな自然に
神のいのちを感じる場所です。そこから流れるさんびによって、地球のおへそであるハワイの島々がいやされることは、全地のいやしにつながると信
じます。申し込みは先着順となり、定員になり次第、締め切らせていただきます。
※  リトリート会場のキャパシティの都合上、当プラン以外（【例】インターネットでご自身でホテルを手配など）で、リトリートに参加することはできませ
ん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子羊の群れハワイリトリート受付：栗山結実、平井寿々子

[ハワイ島延泊プラン]

【ハワイ島（ヒロ）】「Grand Naniloa Hotel, A Doubletree By Hilton」　ツインルーム・バス・トイレ付

コース番号

【日本発着便利用
　予定航空会社】

募集要項

日本航空（JL/ｺｰﾄﾞｼｪｱ便※1） （エコノミークラス利用）

（全コース合計）

　　　80名様　（成田・関西・中部空港合計）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社ＪＴＢ（2018年4月1日以降）観光庁長官登録旅行業第64号　東京都品川区東品川2-3-11

旅行日程
・

旅行代金
（２名１室利用/

大人お一人あたり）

[5日間コース]　Aコース（基本）

成田空港発着

【最少催行人員】

[6日間コース]　Bコース（基本）

　　　300名様

　　　80名様　（成田・関西・中部空港合計）

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

※1　マレーシア航空（MH）とのｺｰﾄﾞｼｪｱ便です。実航空会社：日本航空（JL）、日本航空の機材で運行し、日本航空の乗務員が乗務し日本航空の機内サービスを提供します。
※2　マレーシア航空（MH）、キャセイパシフィック航空（CX）とのｺｰﾄﾞｼｪｱ便です。実航空会社：日本航空（JL）、日本航空の機材で運行し、日本航空の乗務員が乗務し、日本航空の機内サービスを提供します。
※3　キャセイパシフィック航空（CX）とのｺｰﾄﾞｼｪｱ便です。実航空会社：日本航空（JL）、日本航空の機材で運行し、日本航空の乗務員が乗務し、日本航空の機内サービスを提供します。
※4　キャセイパシフィック航空（CX）とのｺｰﾄﾞｼｪｱ便です。実航空会社：日本航空（JL）、日本航空の機材で運行し、日本航空の乗務員が乗務し、日本航空の機内サービスを提供します。

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

朝食：3回、昼食：2回、夕食：2回

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

[ハワイ島延泊プラン]

全行程で成田空港発着1名、関西空港発着1名同行します（A、Bコース）
※中部空港からは、添乗員の同行はございません。

[５．６日間コース]

[ホノルル延泊プラン]

中部空港発着

添乗員は同行しませんが現地係員がお手伝いいたします（A2、A3、B2、B3コース）

50,000円（申込みいただきましたら順次、請求書を発送致します。）

【添乗員】

（全コース共通）

[ホノルル延泊プラン]

添乗員は同行しませんが現地係員がお手伝いいたします（A1、B1コース）

（全コース共通）

【企画協力】子羊の群れキリスト教会　　　【旅行企画・実施】㈱ＪＴＢ西日本（2018年3月31日まで）観光庁長官登録旅行業第1768号　大阪市中央区久太郎町2-1-25

２０１９年　子羊の群れキリスト教会ハワイリトリートツアー

2018年3月21日（水）必着　　　【先着順：定員に達し次第締め切り致します】

関西空港発着

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

朝食：4回、昼食：3回、夕食：3回

ハワイ島延泊プランには朝食+1回が上記各基本コースの食事条件に追加されます。ホノルル延泊プランにはお食事が付いておりません

※各コースそれぞれ子供代金の設定がございます。申込書裏面に記載しておりますのでご希望の方はご確認くださいませ。

※燃油サーチャージ（12,000円）、現地空港税（6,770円）、成田空港施設使用料・保安サービス料（2,610円）、関西空港施設使用料・保安サービス料（3,040円）、
　中部空港施設使用料（2,570円）（2018年2月現在）、渡航手続代3,240円、ESTA実費14ドル、ESTA代行申請手数料6,480円は旅行代金には含まれておりません。

成田空港発着

ハワイアン航空（HA）又は日本航空（JL/ｺｰﾄﾞｼｪｱ便※3）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（エコノミークラス利用）

ハワイアン航空（HA）又は日本航空（JL/ｺｰﾄﾞｼｪｱ便※2）
　                                    （エコノミークラス利用）

【ハワイ島（ヒロ）】「Grand Naniloa Hotel, A Doubletree By Hilton」　ツインルーム・バス・トイレ付

【ホノルル】「シェラトン・プリンセスカイウラニ」　ツインルーム・バス・トイレ付

　　　15名様　（成田・関西・中部空港合計）

一般社団法人 

日本旅行業協会正会員 



◎5／6日間コース　（A　/　B　コース）
日次

A
日次

B 日付（曜） 現地時刻 交通機関
食　事

Ａ
食　事

Ｂ
≪6日間コース≫　Bコース

夜 ＪＬ（成田） 成田空港より空路直行便にて、ハワイ島（コナ）へ 夕：機内
HA又はJL（関西） 関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ

JL（中部）

午前 航空機 関西、中部空港発の方は、ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内
午後 専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ 昼：－

成田発の方はハワイ島（コナ）着後、専用車にてホテルへ（ヒロまで所要約２時間） 夕：〇

≪5日間コース≫　Aコース
ＪＬ（成田） 成田空港より空路直行便にて、ハワイ島（コナ）へ 夕：機内

HA又はJL（関西） 関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ
JL（中部）

航空機 関西、中部空港発の方は、ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内 朝：○
ヒロ着後、専用車にてホテルへ
成田発の方はハワイ島（コナ）着後、専用車にてホテルへ（ヒロまで所要約２時間） 昼：－ 昼：〇

15：00まで自由行動 夕：〇 夕：〇
リトリート受付開始（15：00）

朝：○ 朝：○
昼：〇 昼：〇
夕：〇 夕：〇

朝：○ 朝：○
AM：リトリート 昼：〇 昼：〇
PM：自由行動（希望者はオプショナルツアーへ） 夕：－ 夕：－

朝：○ 朝：○
午前 専用車 ヒロ空港へ（成田空港の方はコナ空港へ） 昼：機内 昼：機内
午前 HA又はJL（関西） 空路、ホノルル経由、帰国の途へ 夕：－ 夕：－

JL（中部） 夕：－ 夕：－
ＪＬ（成田） ※成田空港の方は直行便となります

成田、関西、中部空港着後、解散。 朝：機内 朝：機内

＊早朝06:00～08:00、午前08：00～12：00、午後12：00～16：00、夕刻16：00～18：00、夜18：00～23：00　　　　　　　＊ハワイアン航空（HA）・日本航空（JL）　　　　　　　　

◎ハワイ島延泊（1泊）プラン　（A1　/　B1　コース）
日次
A1

日次
B1 日付（曜） 現地時刻 交通機関

食　事
Ａ１

食　事
Ｂ１

≪7日間コース≫　B1コース
夜 HA又はJL（成田） 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内

HA又はJL（関西）

JL（中部）

午前 航空機 ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内
午後 専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ 昼：－

夕：〇

≪6日間コース≫　A1コース
航空機 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内

ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内 朝：○
専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ

昼：－ 昼：〇
15：00まで自由行動
リトリート受付開始（15：00） 夕：〇 夕：〇

朝：○ 朝：○
昼：〇 昼：〇
夕：〇 夕：〇

朝：○ 朝：○
AM：リトリート 昼：〇 昼：〇
PM：自由行動（希望者はオプショナルツアーへ） 夕：－ 夕：－

朝：○ 朝：○
終日自由行動 昼：－ 昼：－
～オプショナルツアーなどお楽しみください～ 夕：－ 夕：－

朝：〇 朝：〇
午前 専用車 空港へ 昼：機内 昼：機内
午前 HA又はJL（成田） 空路、ホノルル経由、帰国の途へ 夕：－ 夕：－

HA又はJL（関西）

JL（中部）

成田、関西、中部空港着後、解散。 朝：機内 朝：機内

＊早朝06:00～08:00、午前08：00～12：00、午後12：00～16：00、夕刻16：00～18：00、夜18：00～23：00　　　　　　　＊ハワイアン航空（HA）・日本航空（JL）　　　　　　　　

2月25日
（月）

2月27日
（水）

2月22日
（金）

終日
2月25日

（月）

2月23日
（土）

2月21日
（木）

1

3

7

3

4

5

5

2月24日
（日）

2月22日
（金）

5

4

1 2

4

6

2

1

2 3

1

2月24日
（日）

3

2

終日

54

6

終日

6

終日

ハワイ島（ヒロ）泊

2月26日
（火）

ハワイ島（ヒロ）泊

ハワイ島（ヒロ）泊

ハワイ島（ヒロ）泊

終日、リトリート終日

終日

ハワイ島（ヒロ）泊

2月21日
（木）

機内泊

2月26日
（火）

終日、リトリート

終日

2月23日
（土）

機内泊

ハワイ島（ヒロ）泊

予　定

予　定

ハワイ島（ヒロ）泊

ハワイ島（ヒロ）泊

ハワイ島（ヒロ）泊

≪日付変更線通過≫ 

≪日付変更線通過≫ 

≪日付変更線通過≫ 

≪日付変更線通過≫ 

≪日付変更線通過≫ 

≪日付変更線通過≫ 



◎ホノルル延泊（1泊）プラン　（A2　/　B2　コース）
日次
A2

日次
B2 日付（曜） 現地時刻 交通機関

食　事
Ａ２

食　事
Ｂ２

≪7日間コース≫　B2コース
夜 HA又はJL（成田） 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内

HA又はJL（関西）

JL（中部）

午前 航空機 ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内
午後 専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ 昼：－

夕：〇

≪6日間コース≫　A２コース
HA又はJL（成田） 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内
HA又はJL（関西）

JL（中部）

ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内 朝：○
専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ

昼：－ 昼：○

15：00まで自由行動 夕：〇 夕：〇
リトリート受付開始（15：00）

朝：○ 朝：○
昼：〇 昼：〇
夕：〇 夕：〇

朝：○ 朝：○
AM：リトリート 昼：〇 昼：〇
PM：自由行動（希望者はオプショナルツアーへ） 夕：－ 夕：－

専用車 空港へ 朝：○ 朝：○
航空機 空路、ホノルルへ 昼：－ 昼：－
専用車 ホノルル着後、専用車にてホテルへ。 夕：－ 夕：－

ホテル着後、自由行動

朝：－ 朝：－
午前 専用車 空港へ 昼：－ 昼：－
午前 HA又はJL（成田） 空路、帰国の途へ 夕：－ 夕：－

HA又はJL（関西）

JL（中部）

成田、関西、中部空港着後、解散。 朝：機内 朝：機内
＊早朝06:00～08:00、午前08：00～12：00、午後12：00～16：00、夕刻16：00～18：00、夜18：00～23：00　　　　　　　＊ハワイアン航空（HA）・日本航空（JL）　　　　　　　　

◎ホノルル延泊（2泊）プラン　（A3　/　B3　コース）
日次
A3

日次
B3 日付（曜） 現地時刻 交通機関 予　定

食　事
Ａ３

食　事
Ｂ３

≪8日間コース≫　B3コース
夜 HA又はJL（成田） 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内

HA又はJL（関西）

JL（中部）

午前 航空機 ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内
午後 専用車 ヒロ着後、専用車にてホテルへ 昼：－

夕：〇
≪7日間コース≫　A3コース

HA又はJL（成田） 成田空港、関西空港、中部空港より空路、ホノルル経由、ハワイ島（ヒロ）へ 夕：機内
HA又はJL（関西）

JL（中部）

専用車 ホノルル着後、航空機を乗り換えハワイ島（ヒロ）へ 朝：機内 朝：○
ヒロ着後、専用車にてホテルへ

昼：― 昼：〇
15：00まで自由行動
リトリート受付開始（15：00） 夕：〇 夕：〇

ハワイ島（ヒロ）泊
朝：○ 朝：○
昼：〇 昼：〇
夕：〇 夕：〇

朝：○ 朝：○
AM：リトリート 昼：〇 昼：〇
PM：自由行動（希望者はオプショナルツアーへ） 夕：－ 夕：－

午前 専用車 空港へ 朝：○ 朝：○
午前 航空機 空路、ホノルルへ 昼：－ 昼：－
午後 専用車 ホノルル着 夕：－ 夕：－

朝：－ 朝：－
終日自由行動 昼：－ 昼：－
～オプショナルツアーなどお楽しみください～ 夕：－ 夕：－

朝：－ 朝：－
午前 専用車 空港へ 昼：機内 昼：機内
午前 HA又はJL（成田） 空路、帰国の途へ 夕：－ 夕：－

HA又はJL（関西） 夕：－ 夕：－
JL（中部）

成田、関西、中部空港着後、解散。 朝：機内 朝：機内

＊早朝06:00～08:00、午前08：00～12：00、午後12：00～16：00、夕刻16：00～18：00、夜18：00～23：00　　　　　　　＊ハワイアン航空（HA）・日本航空（JL）　　　　　　　　
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お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき、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）ＪＴＢ西日本（大阪府大阪市中央区久太郎町　観光庁長官登録旅行業第1768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、申込金を添えてお申し込みください。なお、申込金の額は原則として旅行代金の20％以内となります。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）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。
（３）お申込金　￥50,000（おひとり様あたり）
●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60日目にあたる日以降、21日目にあたる日より前にお支払ください。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。
●渡航手続取扱料金
1.出入国記録書類の作成を代行した時（１カ国につき）･･････････3,240円
2.旅券申請書類の作成を代行した時････････････････････････････4,320円
※当該料金は合算して申し受けます。
●旅券・査証（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせください。）
この旅行には、アメリカESTA渡航認証（帰国時まで有効なＩＣ旅券、米国入国時９０日以上が望ましい）が必要です。
●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 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
 １．31日目にあたる日以前の解除 無料
 ２．30日目にあたる日以降3日目にあたる日までの解除 旅行代金の２０％
 ３．旅行開始日の前々日～当日の解除 旅行代金の５０％
 ４．旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の100％
●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）、宿泊費、食事代。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
前項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
関西空港施設使用料・保安サービス料（3,040円）、成田空港施設使用料・保安サービス料（2,610円）、中部空港施設使用料（2,570円）、現地空港税
（6,770円）等・燃油サーチャージ（旅行代金欄参照）（2018年2月10日現在。契約成立後、燃油サーチャージが増額された場合には不足分を徴収し、減額
された場合は減額分を払い戻します）
お客様のご希望によりお一人様部屋を使用される場合の追加料金 全泊分（旅行代金欄参照）
●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：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。）
●個人情報の取扱について
（１）当社は、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
お申込み頂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。
（３）当社は旅行申込書などに記載された個人情報について、お客様との間の連絡の為、また旅行においての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登録の為の手続きに必要な範囲内で利用します。また、巡礼企画協力団体である子羊の群れキリスト教会に個人情報を提
供させて頂く場合があります。
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2018年2月10日を基準としています。又、旅行代金は2018年2月10日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

◆ご旅行条件（要約）◆

＜企画協力＞ 

子羊の群れキリスト教会 
〒659-0034 芦屋市陽光町3-25 

TEL0797-21-6000  FAX0797-21-6002 

 

[旅行企画・実施] 

         ㈱JTB西日本 (2018年3月31日まで) 

観光庁長官登録旅行業第1768号 

大阪市中央区久太郎町2-1-25  

     株式会社JTB (2018年4月1日以降) 

観光庁長官登録旅行業第64号 

東京都品川区東品川2-3-11 

＜お申込・お問合せ先＞ 

㈱ＪＴＢ西日本 神戸支店  

                      (2018年4月1日以降) 株式会社ＪＴＢ神戸支店 

〒651-0087 神戸市中央区御幸通4-2-20 三宮中央ビル5階 

【営業時間/平日9：30～17：30（土日祝日休業）】 

ＴＥＬ：078-570-0150  ＦＡＸ：078-570-0159 

総合旅行業務取扱管理者：秋山 直樹    

担当者：河瀬 考太郎・中川 佳子   
 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関し、

担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。 


