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 【 第 140 回 海外旅行 癒しのハワイ 6 日間 】 

『ワイキキの貴婦人、 

モアナ・サーフライダーを拠点に、 

ハワイの文化に触れる旅！』 
 

 

                                   （モアナ・サーフライダー中庭とワイキキの海に架かる虹）   

 

           アメリカ国内ではハワイのことを「虹の州」と呼びます。ハワイの人々はそれを自ら気 

          に入っているようです。自動車のナンバープレートの背景に虹の絵が描いてあるのでも 

          それが分かります。 

           ハワイはまた、日本人にとっては、とても特別な海外旅行ができる場所です。ホノルル 

          にいる観光客の６０％が日本人。ホテルでは英語表記の次には日本語表記がされてい 

          て、日本人観光客に対するおもてなしの意識が感じられます。安心の JAL を使って、 

「ワイキキの貴婦人」と呼ばれる高級ホテルに泊まって、ハワイのエッセンスに触れてみ 

ませんか？ 

 

1 日目    ホノルルに向かいます。 
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【 成田空港国際線ターミナル 】 

  班によって 11 月８日（火）と 11 月 16 日(水)がご出発日です。成田集合は午後８時頃になるでしょう。

日本航空７８２便は午後 10 時ちょうどの出発です。 

 
（日本航空 ボーイング 7７7-200） 

 使用機材はボーイング７７７－２００です。双発のワイド・ボディ・ジェットですが昨年の７４７ジャンボより

快適に感じます。個人モニターもあり、映画も音楽も楽しめます。ヘッドフォンはパナソニックのノイズ・

キャンセル型でエンジン音が少し低くなります。 出発は夜 10 時ちょうどの予定で、偏西風に乗って飛

びますので飛行時間は約７時間５分です。ホノルルに着くと現地時間は同じ日の午前１０時５分です。

時差はマイナス１９時間あり、日本時間を５時間進めた前日になります。寝ておかないと辛いですね。 

     

【 ホノルル 】 

 

（1）ヌアヌパリ 
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  空港からホノルルのダウンタウン地区に向かいます。その途中でヌアヌパリに立ち寄ります。ヌアヌ

パリは、オアフ島を北と南に分ける山の展望台です。この景色は北側で、「裏オアフ」と言うそうです。

屏風のように伸びた切り立った山が、北と南ではお天気すら変えています。 

ゴルフ場や遠くに青い海が見えて美しい眺めですが、すごい風が吹いています。ちょっと離れれ

ば風は無くなるのですが、自然の雄大さがよく分る場所です。 

 

（2）昼食の「カフェ・ジュリア」 

 

   ヌアヌパリからホノルルのダウンタウン地区に入ってくると、もうお昼が近くなっています。重厚な建物

が目に付くようになり、ハワイ州政府の建物も付近にあります。この写真はイオラニ宮殿です。アメリカで王

国が存在したのはハワイ州だけなので、国内唯一の宮殿です。そのイオラニ宮殿の向かいに昼食場所の

「カフェ・ジュリア」があります。 
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  お昼はグリルド・ガーリック・アヒか、ハワイ最初の食事らしくロコモコかという希望を出しておきました

が、ここでどちらかに決定します。アヒはマグロのことでマグロのステーキ料理。どちらのメニューも日本

の食文化に大いに影響を受けています。 

 

 

  「カフェ・ジュリア」のオーナー社長エマーソンさん。このスタイルがハワイの男性の正装で、フォーマ

ル・ウエアです。フォーマルの場合はシャツの裾をスラックスの中に入れます。袖は半袖でかまいませ

ん。長袖は珍しいくらいです。 
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  グリルド・ガーリック・アヒです。マグロのステーキですから文句なく美味しいです。ロコモコはハンバー

グのパテが日本のものより堅く、ちょっと違和感があります。柔らかくできないか交渉しましたが、無理と

のことでアヒを選びました。 

 

 
   この料理に出されるテーブル調味料、右の黒いのは何ですか？とお聞きすると、「キッコーマ

ン！」とエマーソン社長。アヒに合うのは日本の醤油、その中でも「キッコーマン」が一番とおっしゃい

ます。マグロの旨さを知っているのは日本人。その日本人がマグロに合うのは醤油と言っているんだ

から間違いありませんと、話は続きます。その他にも日本の食材で取り入れているのは「福神漬け」

だそうです。美味しいですか？「福神漬けはほんとに美味しい。」と社長絶賛です。日本のハワイへ

の影響はとても大きいですね。 

 

   

   茸のスープとスイーツとコーヒーが付いています。 
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    食事の前後にご覧になれると思われるこの建物は、現在ハワイ州最高裁判所として使われていま

す。その前に置かれているのがカメハメハ大王の像です。 

 

   （３）ホテルチェックイン 

 

 
                     （モアナ・サーフライダー ウエスティン リゾート＆スパ 正面玄関）  

午後３時を目指してホテルにチェックインします。「モアナ・サーフライダー ウエスティン リゾート
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＆スパ」は 1901 年創業。ワイキキで最初にできたホテルです。コロニアル様式の白亜の建物は「ワ

イキキの貴婦人」と呼ばれています。 

 

 

   こちらが名高いベランダ、小さくて利用できる人が少ないのが玉に瑕です。 本旅行では３日目

にオプショナル・イベントを設定しています。 

 

 

     ベランダの先はすぐ砂浜と繋がっています。 
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     ホテル構内と直結している砂浜です。ここに寝転んでワイキキの海を眺めていると、別世界という

か夢の中のような気分になれること請け合いです。 

 

（4）カイ・マーケットで夕食 

 

 

   晩ご飯はホテルから出て現地で美味しくて人気のカイ・マーケットに出かけます。カイはハワイ語で

「海」のことです。日本語でも海はカイと読みますから、どこかで繋がっているような気がします。ビュ

ッフェ形式の食事処です。カイだからといって海のものばかりではありません。初日で、お疲れです

し、お好きな物をお好きなだけお召し上がり下さいということで選びました。 
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    これは一例です。このほかお寿司もありましたし、肉料理も豊富。デザートもたくさんの種類があり

ます。 

 

 

    モアナ・サーフライダーの夜は更けていきます。 

 

２日目     ハワイの文化に触れる日です 
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    朝です。中央の共有部分の向こう側が今回利用する背の高い宿泊棟です。手前側も宿泊棟で

すが、本旅行では利用しません。 

 

 

     モアナ・サーフライダーの初めての朝食です。朝食場所はモアナ・サーフライダーの経営を行うウ

ェスティンやメリディアン、シエラトン、エリオットなどの営業を担当するスターウッド・ホテルズ ＆ 

リゾートのヨシ・ワタナベ＝アジア地区営業企画部長からラウンジ「ビーチ・クラブ」の利用を提案さ

れました。このラウンジは限定されたお客様だけが朝６時から夜１０時までの１６時間利用できるス

ペースで、カード・キーで入ります。朝食やお茶の時間のスイーツ等が提供されます。こちらを宿

泊中の時間内であれば、使う事ができます。 
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      モアナ・サーフライダーを、ご自宅の居間のように使い倒せるスペースです。使わない手はあり

ません。 
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       モアナ・サーフライダーからのもう一つのプレゼント。玄関を入った左側のカウンターに「リゾー

ト・フォト・サービス」というカウンターがあります。今、新婚さんが申し込んでいますね。これは宿泊

期間中、ホテル敷地内の気に入った場所で、ホテル専属のプロカメラマンが写真を撮ってくれる

サービスです。場所を決めて早めに予約して下さい。無料です。 

 

 【 リボン・レイ作りとフラのレッスン 】 

（１）午前中は自由行動です。 

 

 ホテル周辺でお買い物や、ご散策をお楽しみ下さい。ご希望の方は、添乗員が免税店ショッピ

ング・モールの「T ギャラリア・ハワイ ｂｙ DFS」までご案内します。 

 

 モアナ・サーフライダー前の東西に走る大通りが「カラカウア通り」です。ホテルを出て左、西方

向に徒歩１０分ほどで左側にワイキキ最大級のショッピング・センター、「ロイヤル・ハワイアン・セ

ンター」があります。この付近がワイキキの中心街です。その先の交差点から右に曲がって南北

に走る通りが「ロイヤル・ハワイアン通り」です。ロイヤル・ハワイアン通りを北にほぼワンブロック、

数分歩くと「T ギャラリア・ハワイ ｂｙ DFS」に着きます。 

 

  「T ギャラリア・ハワイ ｂｙ DFS」では、高いものからリーズナブルなものまで、お土産は何でも

揃いますが、最近特に人気のパイナップルの形をしたクッキー、「ホノルル・クッキー」はお手軽で

お勧めします。チョコレート・コーティングしたものや、ジャムを埋め込んだものなど数種類のクッキ

ーがアソート・ボックスに入って１，５００円くらいからあります。 

 

試食ができるスペースが他より大きく、いろいろなところで見かけるこのクッキー、何だろう何だ

ろうと思っているより、ここで食べてみるのが良いですよ。濃厚で美味しいクッキーです。 
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   「ロイヤル・ハワイアン・センター」の付近ではいろいろな催し物をやっています。これは写真の左

に「ポリネシアン・カルチャラル・センター」の垂れ幕が見えますが、「ポリネシアン C センター」が「ロ

イヤル H センター」に出張して来ているのでしょうか？無料で見られる「ポリネシアン・ダンス・ショー」

です。 

   男性が多い踊りは勇壮で元気いっぱい、リズミカル。見ていると引き込まれます。 

 

  
                （ディオール）                           （トゥミ） 

  

                （フェンディ）                          （カルティエ） 
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   また、この付近は日本でも人気の有名ブランド・ショップがひしめいています。ご自分用のお土産

を買うには絶好の場所です。店員さんたちは「日本で買う半額」と言ってセールスしていますが、本当

のところは 4 割引くらいの値段だと思いました。いずれにせよ日本で買うのよりお安いです。 

 

（２）昼食 

  お昼は「ロイヤル・ハワイアン・センター」の奥のショッピング・モール「ワイキキ・ビ

ーチ・ウォーク」の中にある「カイワ」で食べます。 

 

 

    「カイワ 鉄板と寿司」という看板の通り日本人経営のレストランです。じゃ、カイワは「会話」かな？吉川

ジェネラル・マネージャーさんが笑って、「会話が弾む店にしたいのです」と教えてくれました。 
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     店内の席の様子です。日本人ばかりでなくホノルル在住のアメリカ人もたくさん出入りするお店で

した。 

 

 

    このお寿司を食べます。日本と変わらない美味しさ。魚肉生食の習慣がないアメリカ人でさえ、食

べるとにっこり笑うそうです。 

 

（３）リボン・レイ作りとフラのレッスン （午後 2 時～4 時）  

 

 
    昼食後、ワイアラエカントリークラブに移動します。 ハワイで有名な完全会員制のゴルフ場です
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が、海と芝生が近くテラスが使えるので絶好の環境です。写真がリボン・レイです。生花ではなく、リ

ボンから作りますので数年使えます。生花ではないので日本に持ち帰れます。ご自分で作るハワイ

土産ですね。 

     一定の長さのリボンが用意されていますので、それを花びらの形にするところから始まります。波縫い

ができればできるそうです。波縫いはどなたでもできると思われますのでチャレンジです。「２時間くらいで

できますでしょうか？」できるそうです。 

 

 

  こういう風に、手に持って見せてもらうと重量感があって立派です。色合いが可愛いですね。 
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  無理を言って先生に掛けてもらいました。華やかです。この方が教えていただけるハワイアン・リボ

ン・レイ・インストラクターのトシカ・ヒギンス先生です。えっ？大丈夫です。日本人ですから日本語

で教えていただけます。英語ではありません。 

 

 

   レイができましたらフラのレッスン（午後４時１５分～５時１５分）をします。フラの基本の振り付けが

いくつかあるのですがそのうち数個を覚えていただいて 1 曲が踊れるようにします。盆踊りに似て

いますね。 

    《Once you have lei, you will do the lessons of the hula(p.m.4:15~5:15). The hula has some 

basic choreography. Everyone will learn some of the choreography, so that you can dance all 

of one song. It is similar to the Japanese “Bon-Odori”.》 
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    フラを教えていただけるクムフラのイヒラニ・チュ先生です。チュ先生はご自分の教室（ハラウと

いうそうです）「イヒラニ・オ・ヌウアヌ」で、教えていらっしゃいます。日本人みたいな顔立ち、キュ

ートです。残念ながら日本語は分りませんが、ご心配なく。レイのトシカ・ヒギンス先生もチュ先生

のお弟子さんなので、フラの時間も通訳とフラの習得のサポートをしていただきます。 

 

     《This lady is Kumu Hula｀Ihilani  Chu, that will teach us the hula. She has Halau Hula｀Ihilani 

o Nu｀uanu.  Cute! And features, so such as Japanese. She does not copy Japanese 

unfortunately, but don’t worry. Ms.Toshika Higgins will continue to help everyone about 

language and choreography, for she is also taught from Kumu Hula｀Ihilani  Chu. 》 

 

 （４）夕食パーティー （午後５時３０分～） 

 

 

    レイを作り、フラが踊れるようになったところで、夕食パーティーを始めましょう。テラスを使って、

芝生にかがり火をたいてフラダンスを踊れば、ハワイ気分は盛上がります、 

 

    夕食パーティーに合流でき、レイとフラの講習の間に楽しめる男性用オプショナル・ツアーを調整

しています。 

 

3 日目    ゴルフやアフタヌーン・ティーのオプショナル・イベントをご用意 

 

       【 ワイキキ 】  
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（モアナ・サーフライダーの砂浜） 

 

    夕食まで自由行動です、この日は昼食がありません。オプション・イベントをご用意しています。 

 

（１） ゴルフ 下記ゴルフ場をご利用いただけます。（オプション） 

 

① コオリナ ゴルフ クラブ 送迎・カート付き 有料レンタルクラブ・シューズ有 

② カポレイ ゴルフ クラブ 送迎・カート付き 有料レンタルクラブ・シューズ有 

            旅行申込時にお申し込みください。 

 

（２） ザ・ベランダのアフタヌーン・ティー （オプション） 

 

    モアナ・サーフライダーのベランダでアフタヌーン・ティーを楽しむのは、実はアメリカのセレブ達が

ハワイでやってみたいことの筆頭です。ところがモアナ・サーフライダーのベランダは決して広くなく

てそれが楽しめる人は限定されてしまいます。宿泊していると予約は取りやすいのです。 
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    最初に今日のお茶を何にするか一人一人選ぶことができます。６種類の茶葉は混ぜてあるハー

ブによって香りが変わります。 

 

 

     世界のティータイム、三段プレートはたぶんイギリスが発祥なのでしょうが、ハワイの州旗にイギリ

スのユニオンジャックが描かれているとおり、自分たちはイギリスにより発見された王国であるとい

う点に誇りを持っているハワイだからこそのアフタヌーン・ティーと言えます。 
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（２）夕食（中華料理店「ハウス・オブ・ウォン」）オプションではありません。 

 

 

    夕食はダイヤモンド・ヘッドの近くの中華料理店「ハウス・オブ・ウォン」（ウォンの店）で取ります。薄

めの上品な味付けで美味しいお店です。 

 

 

     夕食場所に行く途中のカピオラニ公園から見たダイヤモンド・ヘッドです。 
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（２） マジック・オブ・ポリネシア（オプション・イベントのマジック・ショー） 

 

  

 ２００４年の国際マジシャン協会でマーリン賞を取っているハワイの世界的マジシャン、ジョン広川

さんのマジック・ショーです。ワイキキのショーでは一番人気、見応えがあります。スポーツカーやヘリ

コプターが消えます。本当に忽然と！マジックとマジックの間にはポリネシアン・ダンスやたいまつを

回すおなじみのファイアー・ダンスが楽しめます。 

 ジョン広川さんはショーの中、ご自分で言うとおり日系 3 世です。ですがステージを見る限り、彼は

おそらく完璧な米語環境で育った人でステージ上で駆使する日本語、韓国語、中国語は、後から学

習したもののようです。聴き取りにくいところがありますがそれはご愛敬でしょう。観客の日本人や韓

国人と掛け合いトークをしますが、おかしくて笑えます。お勧めです。 

 

     

４日目     ノースショアを見に行きます。（オプショナル・ツアーです） 

 
                            （部屋のベランダからの眺め） 
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＊この日も昼食が付きません。また、前日と同じくオプションで下記ゴルフ場をご利用いただけます。 

① コオリナ ゴルフ クラブ 送迎・カート付き 有料レンタルクラブ・シューズ有 

② カポレイ ゴルフ クラブ 送迎・カート付き 有料レンタルクラブ・シューズ有 

            旅行申込時にお申し込みください。 

 

 【 ノースショア 】 （オプション） 

 
    オプションになりますがノースショアの観光をご用意しています。ノースショアはオアフ島の北側の

海岸のことで、写真で見るように、ワイキキ・ビーチより更に透明度の高い海と砂浜を経験することが

できます。ハワイの砂は日本の砂より白く、火山性ですからやや赤みを帯びたベージュ色をしてい

ます。サンダルを履いた足が砂にずぶずぶと潜っていく感触を久しぶりに思い出しました。「日本人

観光客はなかなかホノルルから出てくれない」とハワイ人は嘆くそうですが、自然を身近に感じたけ

ればホノルルから飛びだしてみるのが一番です。ツアーの見所を上げていきます。 

 

（1） この木何の木 （モアナルア・ガーデンズ・パーク） 
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    「この木何の木」と歌われるこの有名な木はアメリカネムノキ、英語ではモンキーポッドと言います。

黒紫色のさやを持つエンドウ豆のような実を付け、猿が食べると言われるので「猿の豆鞘」モンキー

ポッドと呼ばれています。因みにハワイに猿はいないそうです。同じマメ科で花が似ており、葉も日が

陰ると閉じるので日本では「アメリカネムノキ」と呼ばれます。 

    この木は、行程上まだホノルル、ダウンタウン地区の丘の上に陸軍病院がありますが、その下の

「モアナルア・ガーデンズ・パーク」という比較的小規模の公園の中にあります。1 本だけではなく周り

に同じ木がたくさんありますので公園入り口のパンフレットボックスからパンフレットをもらい公園中央

付近のこの木を見つけ出すのがいいと思います。 

 

（2） ドール農園 

 

    果物で有名なドール社、マウイ島には広大なパイナップル農園がありました。今では東南アジアな

ど、より人件費の低い地域に押されて、規模は縮小していますが、やはり広大です。 
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    そもそも、パイナップルがどのように育つか見たことがなかったので驚きました。ちょうどアロエの茎

の先にパイナップルが付いているように見えます。想像では椰子の実のような大木にぶら下がって

いるように思っていました。 

    このパイナップルの実。葉の部分のちょっと下から切って土に埋め、育てるとまた茎の先にパイナッ

プルができるそうです。日本に輸入されている実でも葉が付いてさえいれば育つそうですから、今度

庭でやってみようと密かに思っています。 

 

（3） ハレイワ 

 

     ハレイワはノースショアで一番大きな町です。ラスベガスでもそうでしたが、アメリカでは看板が観

光資源だけではなく文化財になるのは驚きます。ハレイワの入り口には上り下り２枚の看板がありま

す。サーフボードに乗っているのが男性と女性に別れていますが、これは女性。写真に撮るのは危

ないですからバスの中からお願いします。 
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    ハレイワには商店街があります。その中の一番人気は「M.MATSUMOTO SHAVE ICE」日本名

は「松本かき氷店」です。さま～ずが「モヤモヤさま～ず」で紹介して以来、爆発的な人気を誇ってい

ます。 

 

    一番人気の「レインボウ、アイスクリーム入り」、写真の通り中にアイスクリームが入っています。氷は

私たちが考えているかき氷より細かく、ふわふわした食感です。ぜひ、この一番人気を食べて下さ

い。美味しいです！ 

 

 

    松本社長とお会いできました。かき氷店の表側半分は T シャツショップになっています。本業の商

品売り上げがかき氷に及ばないので買って頂きたいとの事。社長の頭の上に見える紺地の○に松

本の漢字が入った T シャツはハワイでは派手なものが多いため、目立ちます。その他、カラフルな

美しい T シャツがたくさんあります。 
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    ハレイワを見た後、バスでパールハーバーに向かいます。昼食は「トニーローマ」のパールリッジ店

で食べます。窓からパールハーバーが見えますね。 

「トニーローマ」はスペアリブで有名ですが、食べるのはマヒです。初日に食べたのはアヒでマグロ

でしたが、マヒはシイラの事です。シイラは日本ではあまり流通しないのですが、スズキの仲間でハワ

イでは高級魚として扱われます。スズキより赤身で、油を使った料理法で美味しくなります。それでソ

テーで食べる予定です。 

昼食後はパールハーバー・ビジターセンターでお土産を探す時間を取ります。 

 

    （２）夕食（「ジャペンゴ」） 

 

 

   「ジャペンゴ」は、勿論ジャパンから来ているネーミングです。環太平洋料理という売りの

洋食レストランなんですが、アメリカの食文化だけではなく、日本の洋食文化の影響が大き

いレストランです。去年、サンフランシスコでビーフ・ステーキをお客様に出すのに、量や味

付けに話し合いが必要だったのが嘘のようです。日本人の舌を初めから意識していますね。 

  このレストランはモアナ・サーフライダーの筋向かい。玄関から道を挟んですぐのハイアッ

ト・リージェンシー・リゾート＆スパの西側の棟、エヴァ・タワーの 3階にあります。 
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   この牛肉のステーキとエビがコンビになった「ハワイアン・ランチャーズ・フィレミニオ

ン」を食べる予定です。 

アメリカ本土との一番の違いは、ステーキをタレで食べさせる文化がこのレストランには

ちゃんとあるという事でしょうか。世界的にブームの日本食文化は、洋食の世界にも見事に

影響を与えています。それもこれも、日本人を大切にする土壌のある、ハワイなればこそと

言えますが。 

 

 

5，6 日目     帰国の途に着きます 

 

 

 【 ホノルルから成田へ 】 

 

ホテルチェックアウト後ホノルル空港へ向かいます。日本航空７８１便はお昼の 12 時４５分

出発。偏西風が向かい風で吹きますので帰りの飛行時間は９時間１５分かかります。 
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    使用機材は行きと同じボーイング７７７-２００です。成田に到着すると日本時間は翌日午

後５時になっています。 

      お疲れ様でした。 

 

 豆知識 1.《チップ換算表》米国でのチップの相場は 15～20％で、18％がちょうど良いと言われます。現地

の人は、このような換算表が頭に入っていて、支払う時に 15％の金額と 20％の金額のおよその間の金額を払っている

そうです。 

税抜き料金 15 ％ 20 ％ 

＄５ ＄0.75 ＄1.00 

＄１０ ＄1.50 ＄2.00 

＄１５ ＄2.25 ＄3.00 

＄２０ ＄3.00 ＄4.00 

＄２５ ＄3.75 ＄5.00 

＄３０ ＄4.50 ＄6.00 

＄３５ ＄5.25 ＄7.00 

＄４０ ＄6.00 ＄8.00 

＄４５ ＄6.75 ＄9.00 

＄５０ ＄7.50 ＄10.00 

*計算するときは税抜き料金を 2倍して 10 で割り、10％～20％を減じるのが分り易いと思います。 

*ハワイではお客様が個人で動いている場合以外チップが要求される場面は少ないと思われます。但し枕銭だけはご用

意をお願いします。 
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 豆知識 ２.《お酒を買う場合とクレジット・カードを使う場合》パスポートの提示が求められる

事があります。お酒を買う場合はほとんどと言えます。アメリカ本土まで厳しくありませ

んが、やはり移動中にパスポートを持つ必要があると言えます。米ドルの現金がストレス

無く使えるのはアメリカ本土と違って楽ですが、どこのキャッシャーに行っても計算が遅

くて並ぶ時間が長いのにご注意が必要です。（バスの集合時間に間に合わなくなりますの

で、欲しいものは 初に買うのがコツです。） 

 

  ◆平成 28 年の海外旅行をご紹介して参りました、是非ご参加下さい！！ 

 

【実施日程】 第 1 班 11 月 8 日(火)～11 月 13 日（日） 

       第２班 11 月 16 日(水)～11 月 21 日(月) 

【募集人員】 80 名 

【旅行代金】 408,000 円（2 名 1 室ご利用の場合の１名様分） 

 *上記料金には、燃油特別付加運賃・各国航空諸税を含みます。 

但し、原油価格および為替レートに大幅な変動が生じた場合は、追加代金を申し受け

ます。3 名一室の設定はございません。 

【1 名様で 1 室をご利用の場合】追加料金 140,000 円(4 泊分)がかかります。 

【募集締切】 各出発日の４５日前まで 

【利用航空会社】日本航空（２文字コード：ＪＬ） 

【ビジネスクラス利用の場合】（追加手配・代金についてはお申し込み後の手続きとなります） 

                      追加代金：約 23 万円（先着順） 

【プレミアム・エコノミークラス利用の場合】（追加手配・代金についてはお申し込み後の手続きとなります） 

                追加代金：約６万円（先着順） 

【旅券残存必要期間】入国時より 90 日間以上 

【電子渡航認証】アメリカに入国する際は、ESTA（電子渡航認証）が必要になります。 

       ESTA 申請料実費、約 1,680 円+渡航手続き代行料 4,320 円にて、代行取得も可

能です。 

  *上記料金は出発まで期間があるため、変更になる場合があります。 

 

      〔 調査・調整 〕                

                 東京シティ信用金庫 理事業務部長 

 渡邊 正之 
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西鉄旅行株式会社 東京団体支店 グループリーダー 

                 中原 史貴 

 

 

http://www.shinkin.co.jp/to-city/ 
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