
貸切航空機（チャーター機）利用等の取消料

取消料旅行契約の取消日

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％

旅行代金の８０％

旅行代金の１００％旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３日前以降

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって２０日前以降～４日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって３０日前以降～２１日前以前

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって６０日前以降～３１日前以前

2017年2月

Wi-Fiルーターと電話が一つになった最強スマホ
1部屋につき1台スマートフォンレンタル無料

国内通話無料Wi-Fiルーター機能
（最大5台まで接続可能）

その他便利機能が満載 　●短縮ダイヤル （オアフ島なら）LeaLea ラウンジ（メイン
オフィス）、LeaLea マリオットラウンジ、LeaLea ヒルトンラウンジ、夜間緊急連絡先（21:00～8:00）、
ドクター・オン・コール（7:00～23:00）、ドクター・クリス・イェー（24時間）、EcoCab（タクシー）、ハーツ
レンタカー（24時間）、フライト発着案内 ●チップ計算機能　●英語翻訳機能　●航空会社発着
情報　●天気予報　●Google翻訳　●日出・日入時刻検索　●外務省安全アプリ

大韓航空 ビジネスクラス

約180度リクライニングする快適なフルフラットシート
は、前後のシートの間隔が約約198～203cm、座席幅
が約51cmのシートとなっており、空の上である事を忘
れてしまいそうな快適さと心地よさをお約束いたします。

シート一例

2 2名で参加の場合
3 3名で参加の場合
4 4名で参加の場合

※ご利用の便により上記シート配列と異なることがあります。

3 3 3 3 4

3 3 2 2 4 4 4

4 4 4 4 3 3 3

シート配列例

追加代金 150,000円
（お１人様あたり/大人・子供同額）

より快適な空の旅をお楽しみ頂けます。
まるで自分の部屋に
いるような、
落ち着いた空間

■航空券発券時に徴収することが義務付けられている空港諸税一覧（2017年4月10日現在）
国名 税・料名称 税・料額（現地通貨） 対象 日本円目安額 子供 幼児
日本 中部国際空港施設使用料 大人：2,570円 子供：1,290円 国際線出発 ＊　＊　＊ 対象 不要

アメリカ

国際通行税（到着） 18USドル 国際線到着 1,990円 対象 対象
国際通行税（出発） 18USドル 国際線出発 1,990円 対象 対象

税関審査料 5.5USドル 米国入国 620円 対象 対象
入国審査料 7.0USドル 米国入国 780円 対象 対象

動植物検疫審査料 3.96USドル 米国入国 440円 対象 対象
空港保安料 5.6USドル 米国からの搭乗毎 620円 対象 対象

空港施設使用料 4.5USドル 国際線出発 550円 対象 不要

共通のご案内　　※お申込みの際、必ずお読み下さい。（詳しくはciaoパンフレット最新号をご覧ください。）
日本国籍の方のビザ（査証）について

日本国籍の方の場合、帰国時まで（但し、入国時90日以上が望ましい）有効な機械読
み取り式の旅券が必要となります。2009年1月12日以降にビザ免除プログラムを利用
し、無査証で米国へ渡航.通過する場合、電子渡航認証システム（ESTA）による渡航
認証を取得する必要があります。2011年3月1日以降にイラン、イラク、スーダン、リビ
ア、ソマリア、イエメンまたはシリアに渡航、または滞在したことがある方は、ESTA（ビザ
免除プログラム）を利用して、アメリカの入国ができません。ESTA取得には14ドル必
要です。エイチ・アイ・エス店頭ESTAの代行登録【コード：VUS】を受け付けております。
詳しくは担当にお問い合わせ下さい。また、日本国籍以外の方につきましては、自国の
領事館,渡航先の領事館,入国管理事務所にて、ご自身で必ずご確認下さい。

燃油サーチャージ
旅行代金には燃油サーチャージ（燃油原価水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び条件下に限りあらゆる旅行者に課せられるものに限る）が含まれています。
お申し込み後、航空会社の申請により燃油サーチャージに新設・増減額又は廃止又は
かからなくなった際も旅行代金に変更はございません。また、為替レートの変動による過
不足についても追加徴収又は返金はいたしません。

空港諸税等について
●旅行代金に空港諸税等は含まれておりません。空港諸税等のうち、航空券発券時に徴収

することを義務付けられているものは旅行代金と合わせて日本円にてお支払い下さい。
●空港諸税等の新設、又は税額の変更があった場合、徴収額が変更になる場合があり

ます。但し為替レートの変動による過不足が生じた場合は後日清算致しません。
●下記日本円徴収額はIATA公示レートを参考に算出しております （10円未満切り上げ） 。

請求額はご旅行をお申し込みいただいた時点での換算となり、それ以降の為替変
動による追加徴収、返金はいたしません。実際の請求額は、ご旅行のお申し込みを
頂いた時点での換算となります。

現地危険情報･衛生情報
●渡航先（国又は地域）によっては外務省危険情報など安全関係の情報が出されてい

る場合がありますので、詳しい情報は領事サービスセンター（海外安全担当）、外務
省ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）等でご確認下さい。

●渡航先（国又は地域）の衛生状況は、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情
報」ホームページ（http://www.forth.go.jp/）でご確認下さい。

買い物についてのご注意
お買い物に際しては、お客様ご自身の責任で購入して下さい。

■時間帯の目安
早朝 朝 午前 昼 午後 夕刻 夜 深夜

04:00～ 06:00～ 08:00～ 12:00～ 13:00～ 16:00～ 18:00～ 23:00～

並び席確約
隣同士のお席を事前確約。
出発前に隣同士のお席が確約されるので安心です。
●お席の数には限りがありますので、ご希望に添えない場合が 

ございます。その際、追加代金につきましてはご返金させて 
頂きます。

●窓側・通路側・スクリーン前後等の事前予約はできません。
●幼児用ベッド（バシネット）、車イスなどの特別なご要望のない

場合に限ります。
●空港チェックインは2時間前（繁忙期は3時間前）までにお願い

いたします。ご案内時間までにお越しいただけなかった場合は、
並び席シートをご利用いただけない場合がございます。

●4名様以上の場合は2～7名の組み合せのグループとなり、 
そのグループ同士が離ればなれになる場合があり、全員が 
お近くの席とならない場合がございます。

●らくらくシートのご利用の場合は対象外となります。

（※1）

旅行代金:大韓航空チャーター（※1）便利用/8月14日出発（大人お1人様/2名1室利用時）/1人部屋追加代金:代金表参照
※国内空港施設使用料・海外空港諸税は別途必要  
※1：関係国政府の許認可の取得等を条件とします。

プラス ハワイ旅行をさらに楽しく♪
滞在中に1回、7つのアクティビティから
お好きなプランを1つ選べます!

追加代金
不要！

H.I.S.なら郊外の
人気スポットなどが
無料で楽しめます！

プラン D 海を目の前に、気持ちよく
1日をスタート！

ビーチでヨガレッスン

プラン A

ハワイの名門ジャズクラブ
で大人の時間

ブルーノートハワイ入場券

プラン B SNSで自慢したくなる、もっと深いハワイ
カカアコ＆マノアシャトル

海洋自然保護区ハナウマ湾シャトル

全米No.1に選ばれた
こともある美しいビーチ（注1）プラン C

1ドリンク付

その他にも、
H.I.S.なら

ハワイの旅をH.I.S.が
よリ便利に、より快適にサポート！

3カ所のLeaLeaラウンジにて
お客様の旅をサポート！

移動に便利滞在中
H.I.S.オリジナル
トロリー乗り放題付

人気のマカプウ岬で
気軽に自然を楽しめる

マカプウハイキング

ロマンティックな 
夜景を眺めにいこう

タンタラス夜景シャトル
プラン E プラン F プラン G

ワイキキ郊外へも楽々アクセス♪
カイルアシャトル

（注1）ハナウマ湾入場料US＄7.5が別途必要となります。（12歳以下は無料、2017年4月現在）　※その他詳細はチャオ「ハワイ」パンフレット最新号に準じます。

不催行日：火

不催行日：月・水・土

H.I.S.LeaLeaトロリーの便利なポイントをチェック！！
 定番スポットやロコに人気のスポットを巡る11ライン
 トロリー停留所数、最多の61ヵ所へらくらくアクセス！
 08：00～22：00まで便利に循環運行！
  ワイキキ～アラモアナ間は10分間隔で運行！
  レストランが集まるカイムキエリアやカハラモールまで運行範囲拡大！
  H.I.S.LeaLeaトロリー だけのオリジナル停留所もあります！
  トロリー内でWi-Fiが利用可能です！ 
 インターネット検索、Facebookへのアップも可能で便利です。

 ワイキキど真ん中の立地で便利！毎日、朝8時から夜21時までOPEN！  
ロイヤルハワイアンセンター内LeaLeaラウンジ
カラカウア通り沿い「ロイヤルハワイアンセンター」内にあるH.I.S.ツアーデスク＆ラウ
ンジが、あなたの旅をバックアップ。日本語で対応するので海外が初めての方も安心！

 パウダールームやロッカーもご用意！ 
ハワイ到着後やお買い物の合間に、ご活用ください
 お子さま連れの方が便利に使えるキッズスペースをご用意！
 インターネット利用や日本語のテレビ＆新聞、 
お飲み物の無料サービスもあります！
  広々としたフリースペース

LeaLeaトロリーアプリが新登場！※詳しくは店頭にてご確認ください。

●�App�Storeにて配信スタート！�●�Google�Playにて好評配信中！ で検索レアレアトロリー

お盆出発スペシャル！！

有効期限:2017年4月14日〜8月10日
発行日:2017年4月14日

1名様から出発可能

名古屋発着 HNL-802-C

6
日間

燃油 
サーチャージ
不要！249,800円〜444,800円

8/12㊏
出発 ▶17㊍

帰着

8/13㊐
出発 ▶18㊎

帰着

8/14㊊
出発 ▶19㊏

帰着

大韓航空チャーター便で行く



※写真は全てイメージです。

スーペリアクラスホテル

スーペリアクラスホテル

スーペリアクラスホテル

スーペリアクラスホテル

※現在、大規模改装工事中です。ロビー、レストラン、プール
等の一部施設についてご迷惑をおかけする場合がございま
す。お部屋は改装後の新しいお部屋でお過ごし頂けます。

©Disney

外観 プール

デラックスクラスホテル

日程 スケジュール

1

中部国際空港（20：40～21:40）発  （直行）
…………………………………日付変更線通過…………………………………
ホノルル（09：25～10:25）着　着後ツアーデスクへご案内

（注）アウラニ・ディズニー・リゾート&スパご宿泊のお客様はツアーデスクへは立ち寄らず、
　　 そのままホテルへご案内となります。

H.I.S.のオススメポイント
①滞在中の説明会は、ホノルル市内への送迎のバスの中で実施。片道30分程度の時間

を有効に活用します。
②ツアーデスクの場所をご案内の後、すぐに解散。お客様のお時間を取らせません！

解散後、専用シャトルまたは徒歩にて各自ホテルへ。
 H.I.S.オリジナルLeaLeaトロリー乗り放題 （滞在中）
 【ハワイ泊】

2
〜
4

終日：フリー
※各種オプショナルツアーあり（別途）
 【ハワイ泊】

5
午前：現地係員と共に空港へ
ホノルル（13:30～14：30）発  （直行）
…………………………………日付変更線通過…………………………………
 【機中泊】

6 中部国際空港（17：00～18:00）着　着後、解散となります。
※上記スケジュールは2017年4月10日現在のものです。予告なく変更となる場合があります。

■日本発着時利用航空会社：大韓航空チャーター便（航空会社による関係国政府の許認可の取得
等を条件とします。）（指定不可） ■食事：なし（機内食除く）（但し、ハイアットプレイス、エンバシー利
用時は朝4回） ■添乗員：なし。現地係員 ■減延泊：不可 ■最大ご旅行日数：6日間 ■最少催行人
員：1名（但し、1名様でご参加の場合別途1人部屋追加代金が必要となります。）※空港～ホテル間
の移動は他のお客様と一緒になり、空港、ホテルにてお待ち頂く場合もございます。 ■利用ホテル：
代金表参照 ■子供割引代金：代金表参照 ※2歳以上12歳未満のお子様が対象。（大人2名様に
同室同伴の2歳以上12歳未満のお子様1名様又は2名様まで適用可能） ※幼児旅行代金：代金表
参照（但し、ご旅行出発日に2歳未満のお子様で航空座席を利用されず、ご宿泊はホテルでベッド・
アメニティ・プレゼントを必要としない場合に適用となります。） 

ワイキキの喧噪から少しだけ離れて、ゆったりと
楽しむ大人のステイ

ワイキキビーチ・
マリオット リゾート＆スパ

外観 プール

H.I.S.ツアー
ラウンジが
あります！

シェラトン・ワイキキホテル

外観

幅広いお客様の心をつかむ抜群の立地とサービス！

ロビー外観

外観

デラックスクラスホテル

デラックスクラスホテル デラックスクラスホテル

デラックスクラスホテル

デラックスクラスホテル

ホリデイインワイキキ
ビーチコマー
ワイキキの中心にある、ショッピングに
便利で価格もリーズナブルなホテル

客室一例

ハワイ初上陸！
プールに映し出される
幻想的な光りのショー
３Dプロジェクション

マッピング

ハイアット・リージェンシー・
ワイキキ

客室一例外観

外観

外観

外観

■お盆出発スペシャル！ハワイ6日間 ご旅行代金表（大人お1人様/2名1室利用時）  

利用ホテル お部屋カテゴリー チェックイン
時間

ツアーコード 
（NC-EHK＿）

8/12
出発

8/13
出発

8/14
出発

トリプル
割引代金

1人部屋追加代金
※相部屋不可

オハナ・ワイキキ・イースト 眺望指定なし 13:00 6307-X17SB ¥269,800 ¥254,800 ¥249,800 ¥-3,000 ¥64,000
オハナ・ワイキキ・マリア 眺望指定なし 13:00 6301-X17SB ¥269,800 ¥259,800 ¥249,800 ¥-3,000 ¥64,000

パシフィック・ビーチ
眺望指定なし 15:00 6203-X17SB ¥279,800 ¥269,800 ¥269,800 ¥-4,000 ¥80,000

オーシャンビュー 15:00 6204-X17SB ¥294,800 ¥289,800 ¥284,800 ¥-8,000 ¥96,000
ホリデイイン・ワイキキ・

ビーチコマー
パーシャルオーシャンビュー 13:00 6205-X17SB ¥279,800 ¥269,800 ¥269,800 ¥-5,000 ¥84,000

オーシャンビュー ※2 13:00 6206-X17SB ¥289,800 ¥289,800 ¥284,800 ¥-7,000 ¥88,000
ハイアット・プレイス

 朝食付
眺望指定なし 15:00 6215-X17SB ¥279,800 ¥279,800 ¥269,800 ¥-3,000 ¥76,000

オーシャンビュー 15:00 6220-X17SB ¥289,800 ¥289,800 ¥279,800 ¥-6,000 ¥84,000

シェラトン・プリンセス・
カイウラニ

眺望指定なし　【3名1室不可】※1 15:00 6234-X17SB ¥279,800 ¥264,800 ¥254,800 - ¥68,000
タワーウィング 眺望指定なし 15:00 6201-X17SB ¥289,800 ¥274,800 ¥269,800 - ¥76,000

オーシャンビュー 15:00 6202-X17SB ¥299,800 ¥294,800 ¥289,800 - ¥96,000
ワイキキパーク 眺望指定なし 13:00 6209-X17SB ¥289,800 ¥279,800 ¥274,800 ¥-5,000 ¥80,000

アウトリガー・リーフ
眺望指定なし 13:00 6121-X17SB ¥314,800 ¥314,800 ¥304,800 ¥-5,000 ¥108,000

オーシャンビュー 13:00 6123-X17SB ¥344,800 ¥344,800 ¥334,800 ¥-12,000 ¥140,000

プリンス・ワイキキ
オーシャンフロントハーバー※2 15:00 6168-X17SB ¥309,800 ¥294,800 ¥289,800 ¥-7,000 ¥104,000

オーシャンフロント〈11階以上〉 ※2 12:00 6169-X17SB ¥319,800 ¥309,800 ¥299,800 ¥-8,000 ¥112,000

ワイキキ・ビーチ・
マリオット

眺望指定なし ※2 ※3 14:00 6103-X17SB ¥309,800 ¥299,800 ¥294,800 ¥-11,000 ¥100,000
オーシャンビュー ※2  ※3 13:00 6122-X17SB ¥314,800 ¥304,800 ¥299,800 ¥-11,000 ¥104,000

ダイヤモンドヘッド・オーシャンビュー ※2 ※3 12:00 6113-X17SB ¥319,800 ¥314,800 ¥309,800 ¥-13,000 ¥112,000

ヒルトン・ハワイアン・
ビレッジ

眺望指定なし ※2 ※3 13:00 6110-X17SB ¥324,800 ¥319,800 ¥304,800 ¥-10,000 ¥116,000
オーシャンビュー ※2 ※3 13:00 6115-X17SB ¥334,800 ¥324,800 ¥319,800 ¥-13,000 ¥128,000

レインボタワーラグーン又はオシャンビュー ※2 ※3 13:00 6116-X17SB ¥354,800 ¥339,800 ¥334,800 ¥-17,000 ¥148,000
エンバシー・スイーツ・

バイ・ヒルトン・ワイキキ・
ビーチウォーク 朝食付

１ベッドルームスイート ※4 13:00 6101-X17SB ¥349,800 ¥344,800 ¥334,800 ¥-14,000 ¥140,000

１ベッドルームスイート・オーシャンビュー ※4 13:00 6114-X17SB ¥369,800 ¥369,800 ¥359,800 ¥-19,000 ¥160,000
ビジネスクラス追加代金（大人・子供同額） ¥150,000
ベッドあり子供割引（2歳以上～12歳未満） 大人代金より5,000円割引

ベッドなし子供旅行代金（2歳以上～12歳未満） ¥199,800
幼児旅行代金 ￥35,000（ビジネスクラス利用時：￥87,000）

※1：ベッド1台のお部屋となり、ラナイはありません。また3名1室不可。※2：ベッド数確約  大きめのベッド1台又はベッド2台が選択可能（DBLGT/TWNGT) ※3：コネクティング同額  ベッド数（大きめのベッド1台又はベッド2台（DBLGT/TWNGT)）又は
コネクティングルーム（CNCTX)の選択が可能。ただし、コネクティング利用の場合は片方のお部屋は15：00チェックインとなります。また、空室状況によりお取りできない場合もございます。 ※4：エキストラベッドは入りませんソファベッドとなります。

■お盆出発スペシャル！ハワイ6日間 ご旅行代金表（大人お1人様/2名1室利用時）  

利用ホテル お部屋カテゴリー チェックイン
時間

ツアーコード 
（NC-EHK＿）

8/12
出発

8/13
出発

8/14
出発

トリプル
割引代金

1人部屋追加代金
※相部屋不可

ハイアット
リージェンシー・

ワイキキ

眺望指定なし 15:00 6111-X17SB ¥314,800 ¥314,800 ¥309,800 ¥-4,000 ¥124,000
パーシャル・オーシャンビュー 15:00 6117-X17SB ¥329,800 ¥329,800 ¥324,800 ¥-6,000 ¥132,000

オーシャンフロント 15:00 6118-X17SB ¥349,800 ¥344,800 ¥339,800 ¥-9,000 ¥148,000
25階以上オーシャンビュー・ダイヤモンドヘッド側 13:00 6133-X17SB ¥374,800 ¥374,800 ¥369,800 ¥-15,000 ¥172,000

シェラトン・ワイキキ

眺望指定なし 15:00 6107-X17SB ¥329,800 ¥319,800 ¥304,800 - ¥116,000
パーシャルオーシャンビュー 15:00 6609-X17SB ¥339,800 ¥324,800 ¥314,800 - ¥132,000

オーシャンフロント 15:00 6108-X17SB ¥359,800 ¥344,800 ¥334,800 ¥-3,000 ¥144,000
オーシャンフロント〈10階以上〉 15:00 6153-X17SB ¥389,800 ¥389,800 ¥384,800 ¥-15,000 ¥196,000

トランプ・
インターナショナル

スーペリアステューディオ・シティビュー【3名1室不可】※5 16:00 6005-X17SB ¥319,800 ¥319,800 ¥309,800 - ¥112,000
デラックスステューディオ・シティビュー ※4 16:00 6006-X17SB ¥349,800 ¥349,800 ¥339,800 ¥-13,000 ¥144,000

デラックスステューディオ・オーシャンビュー ※4 16:00 6037-X17SB ¥374,800 ¥374,800 ¥364,800 ¥-18,000 ¥168,000
デラックス1ベッドルーム・パーシャルオーシャンビュー ※4 16:00 6027-X17SB ¥439,800 ¥439,800 ¥429,800 ¥-48,000 ¥228,000

モアナ・
サーフライダー・

ウェスティン

眺望指定なし 【3名1室不可】 15:00 6002-X17SB ¥329,800 ¥319,800 ¥314,800 - ¥120,000
パーシャルオーシャンビュー 15:00 6042-X17SB ¥354,800 ¥334,800 ¥329,800 ¥-3,000 ¥140,000

タワーウィング・パーシャルオーシャンビュー 15:00 6010-X17SB ¥394,800 ¥394,800 ¥389,800 ¥-15,000 ¥192,000
ダイヤモンドウィング・オーシャンフロント 15:00 6011-X17SB ¥419,800 ¥419,800 ¥409,800 ¥-18,000 ¥216,000

リッツカールトン
ステューディオ・オーシャンビュー〈9階以上〉　※4 16:00 6036-X17SB ¥379,800 ¥379,800 ¥374,800 ¥-37,000 ¥176,000

1ベッドルーム・デラックスオーシャンビュー・
〈9階以上〉　※4 16:00 6049-X17SB ¥449,800 ¥449,800 ¥444,800 ¥-52,000 ¥244,000

アウラニ・ディズニー・
リゾート＆スパ

眺望指定なし　※4 15:00 6029-X17SB ¥379,800 ¥379,800 ¥374,800 ¥-15,000 ¥160,000
プールサイドガーデンビュー　※4 15:00 6030-X17SB ¥414,800 ¥414,800 ¥409,800 ¥-24,000 ¥192,000

オーシャンビュー　※4 15:00 6032-X17SB ¥449,800 ¥449,800 ¥444,800 ¥-30,000 ¥224,000
ビジネスクラス追加代金（大人・子供同額） ¥150,000
ベッドあり子供割引（2歳以上～12歳未満） 大人代金より5,000円割引

ベッドなし子供旅行代金（2歳以上～12歳未満） ¥199,800
幼児旅行代金 ￥35,000（ビジネスクラス利用時：￥87,000）

※5：3名1室不可ラナイ、ソファ、バスタブ＆セパレートシャワーのうち、2点がありません。

ラグジュアリークラスホテルラグジュアリークラスホテル

ラグジュアリークラスホテル

エンバシー・スイーツ
ワイキキ・ビーチウォーク
ワイキキ中心の
話題のエリアに
立地！
ワイキキ唯一
の全室スイート
ルームホテル

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ

シェラトンプリンセス 
カイウラニ

ハイアットプレイス

サービス、立地も良い柔らかな
気品のあるホテル

H.I.S.ツアー
ラウンジが
あります！

ツインタワーは
ワイキキのラン
ドマーク！ 
充実した施設と、
洗練された客室
が魅力！

ワイキキビーチに面した大型リゾート
ビギナー、リピーターも大満足の充実した滞在

100年の歴史を誇るワイキキのファーストレディ
エレガントに佇む白亜の迎賓館ホテル

上質なインテリアが高級感を漂わせるリゾート

ワイキキにレジデンス型高級ホテル「ザ・リッツ・カールトン」がオープン！

モアナ・サーフライダー・ウェスティン 
リゾート＆スパ

トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ

リッツカールトン

朝食付

アウトリガー・リーフ・
ワイキキ・ビーチ・リゾート
ハワイらしさとホスピタリティが詰まった
プライベート感覚あふれるリゾートホテル

パシフィック ビーチホテル
ワイキキビーチは目の前！

客室一例

客室一例

ワイキキビーチへも徒歩３分、ワイキキ
東エリアのクヒオ通り沿いに位置するホテル

朝食付

プール レストラン

ラグジュアリークラスホテル

アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ
コオリナ・ハワイ

外観

ハワイ初！
ディズニー
ならではの
マジカルな
世界を楽しめる
話題のリゾートが
コオリナに
誕生！

外観 客室一例

ベッド数確約※2

オーシャンビュー/ベッド数確約※2

ベッド数確約※2 コネクティング同額※3

コネクティング同額※3


