
スケジュール

スタートを待つドキドキ感
とスタートの合図と共に上
がる花火は最大級の興奮！
さあ、私と一緒にゴール
目指して走りましょう♪

ハイウェイ出口は身体も気持ちも
疲労感マックス。しかし！ハイウェイ
を下りると生バンド＆大勢の応援で
元気になれます！ここでエネルギーを
もらってフィニッシュへ！

スタート

真っ暗の中スタートして、始めは大混雑してなか
なか思うように前に進めませんが、まだまだ序盤！
心に余裕を持って、始めの10kmはイルミネー
ションを楽しみながらいきましょう！ 

38km地点はラストの難関ダ
イヤモンドヘッドへの登り口。
40kmまでダラダラと登り続け
ます。ツラい時こそしっかり前を
向いて、笑顔で走り抜けましょう！

4.8km

38km

37km

 4時間のペース限定になりますが、ちょ
うど長い坂を下り始めると朝日が昇り
始めて、眼下に広がる街や海がとても
綺麗に見えます。街と海とランナーが
融合していつも感動します！  

         直線が続き、距離的に
もしんどいところですが、すれ
違うランナーからパワーを貰っ
て楽しみましょう♪ H.I.S.の仲
間を見つけたら、ぜひ声を掛け
合って！時には芸能人がいたり
するかも！？

30.5km
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マラソンツアーならではの

特別オプショナルツアーをプラスして滞在がさらに充実！

コーチと行く
ダイヤモンドヘッド日の出ツアー

ワイキキの象徴、ダイヤモンドヘッドを制覇せず
には帰れない！コーチと一緒に日の出ツアーに出
発しましょう♪朝霧で潤い、濃い緑を映し出す早
朝のカピオラニ公園と、朝日を受けて輝くワイキ
キの眺望は早朝ハイキングでしか味わえない感動
体験です！

H.I.S.完走交流パーティ
　　　　　　　　　　　　完走後の達成感をランナー、ウォーカー、応援

の方、コーチ、ゲストランナー、スタッフみんなで分かち合いましょう♪ラ
ンニングシューズ(ニューバランス)、サングラス(SWANS)、ホノルル宿泊
券など豪華景品が当たる抽選会なども行いますので、レース後に思い出に
残るひと時をご同行者様、出席者の方とお過ごしください♪

コーチと行く ノースショア・パラダイス
亀ビーチ、サンセットビーチなどは必見の見所。お勧めローカルフード「カ
メハメハ・ベーカリー」のポイマラサダ、ノースショア名物のシュリンププ
レートもご堪能ください♪人気のハレイワタウンではフリータイムがあり
ますのでお買い物を自由にお楽しみいただけます！

※日の出はダイヤモンドヘッド山頂ではなく、入山前、登山前後、
登山途中の見学となる場合があります。また、天候により日の出が
ご覧頂けない場合があります。

※羽田発フライトご利用のお客様は、到着日のご参加不可となります。

※羽田発フライトご利用のお客様は、到着日のご参加不可となります。

コーチも参加！
決起ランチパーティ

コーチを交えての交流パーティです。沢山の仲間たちと盛り上がりましょ
う！コーチからここでしか聞けない本番前の過ごし方などもお伝えします！
景品が当たるゲーム大会も開催しますよ♪【開催日時】12/6（木）05：00～ 【集合場所】DFS前 バス発着所

【所要時間】約3時間　【料金】4,400円　【最小催行人数】15名
コード：VDHSU　AGT:HNL

【開催日時】12/9（日）18:00 ～ 20:00
【開催場所】クヒオ・ビーチ・グリル(ワイキキ ビーチ
　　　　　 マリオット リゾート＆スパ2F)
【料金】7,800円ビュッフェディナー・1ドリンク付き
コード：FPATY　AGT:HNL 

マラソンコース下見ツアー
何度もホノルルマラソンを走っているコーチが
実際のマラソンコースをバスで走りながら攻略
法をご案内いたします。初めて大会に参加され
る方には特にオススメ！当日、余裕をもって
レースにのぞめるはずです♪

フルマラソン応援バスツアー
大会に参加されるご家族・ご友人に直接声援を送りたい！応援ポイントの
カハラエリアとゴール地点を予定しております。

【開催日時】12/7（金）、12/8（土）　09:15～/13:00～
【集合場所】DFS前 バス発着所　【所要時間】約2.5時間
【料金】2,400円　コード：午前 SHIAM / 午後 SHIPM AGT:HNL 

みんなでディナープラン
人気のレストランに行きたいけれど、1人ではなかなか行きづらいという
心配も無用！ツアー参加者同士でスペシャルディナーを満喫しましょう♪

【開催日時】12月7日(金）19：00～ 【料金】7,000円 コード：VDFRL AGT:HNL

LeaLeaスペシャルディナープラン(サラダ・お魚かお肉のメイン・デザート)
ハワイの食材を生かした伝統的なイタリア料理をご提供。

フレスコ・イタリアン・レストラン

【開催日時】12月10日(月)19：00～ 【料金】12,000円 コード：VDWGD AGT:HNL

デラックスディナー (前菜・スープ・メイン・デザート)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。

ウルフギャング ステーキ ハウス

【開催日時】12/9（日）05：30頃出発予定
【集合場所】アラモアナホテル（予定）
【料金】1,200円　コード：VFMCB　AGT:HNL

【開催日時】12/10（月）09：15～　【集合場所】DFS前 バス発着所
【所要時間】約8時間　【料金】11,800円　【最小催行人数】15名
コード：VNSPR　AGT:HNL 

【最小催行人数】各コース5名

【開催日時】12/7（金）13:00～14：30　【集合場所】Appetito Craft Pizza and Wine Bar
【料金】3,500円　コード：VLUNP　AGT:HNL
【メニュー】ミニケールサラダ、シュリンプペンネ バジル風味、ジェラート、アイスティー

先着

限定
140名様

ボトル
ウォーター
付き

※海ガメは野生生物のため
　必ず現れるとは限りません。

※このオプションにご参加のお客様の完走証は代理でお受け取りし、終了後にお渡しとなります。

ランナーズブレックファースト
レースの前には食べなれたものを！おにぎり2個・あんぱん・バナナ・ミネラ
ルウォーター（内容は変更になる場合がございます。）をご用意いたします。
受け取り場所の「吉家」ではお申し込みの方に
マラソン前日限定メニューのちからうどんを
10％OFFでご提供！

【開催日時】12/8（土）17：00～21：00
　　　　　「吉家」（シェラトンホテル内）でのお渡しとなります。
【料金】1,300円　コード：SPOBF　AGT:HNL 

【注意事項】 ※下記オプショナルツアーは有料です。※オプショナルツアーは定員に達しましたら販売終了となりますので事前申込みをお勧めいたします。※現地払い不可。但し現地販売
可能なオプショナルもございます。お問い合わせください。※オプショナルツアーのお取り消し料は2018年12月1日(土)より全額かかります。

コーチの解説付き コースマップ

先着

限定
35名様

オススメオプショナル

お疲れ様でした～！

16km

【成田発着】成田（18:55～22:00）発　 （直行）ホノルルへ　【羽田発着】羽田（21:20～23:55）発　 （直行）ホノルルへ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　日付変更線通過　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【成田発着】ホノルル（06:40～10:30）着　【羽田発着】ホノルル（09:15～12:55）着
着後、空港にて必要書類お渡しの後、係員と共にハワイコンベンションセンターへ。
滞在中のご説明後、各自ゼッケンをお受け取りください。その後自由行動。 ワイキキまでは巡回トロリーをご利用ください。
※チェックイン時間は各ホテルによって異なります。
■マラソンEXPO 12/6（木）～ 8（土）開催
※EXPO開催前にご到着の方はロイヤルハワイアンセンターへお連れします。EXPOには開催日以降にご自身でお越しください。

終日：自由行動

ホノルル泊

ホノルル泊

機中泊

チェックアウトは午前中となります。
【成田発着】ホノルル（09:50～16:05）発　（直行）成田へ　【羽田発着】ホノルル（12:55～18:45）発    （直行）羽田へ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　日付変更線通過　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

12/9（日）  JALホノルルマラソン / 10K ラン＆ウォーク  5:00スタート
スタート地点まではバス、トロリーまたは徒歩にてご案内いたします。
ゴール後はゴールテントでおくつろぎください。（軽食サービスあり） 

【成田発着】成田（13:25～19:30）着　【羽田発着】羽田（17:25～22:05）着　着後、解散となります。

※下記発着時間は予告なく変更になる場合がございます。
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＜旅行条件＞●日本発着時利用航空会社：日本航空、全日空、デルタ航空、ユナイテッド航空、大韓航空、ハワイアン航空●利用ホテル：旅行代金表参照●食事：テント内軽食1（ホリデイインエクスプレス、
エバンシースイーツは朝食サービス付※最終日以外ご利用いただけます。）●添乗員：なし（現地係員●）最少催行人数：1名様。但し、1人部屋利用は別途追加代金が必要です。(相部屋不可)
●延泊可。（最大旅行日数14日）※延減泊をして帰国日が土日にあたる場合、5,000円が別途必要となります。※延泊代金・お部屋アレンジ代金は2・3名様1室利用1名様あたりの代金となります。1名
様1室利用の場合は倍額が必要となります。●子供代金（2歳以上12歳未満。）①ベッドあり、食事ありの場合、旅行代金から一律20,000円引き②ベッドなし、食事なしの場合、旅行代金からホテルクラス
に応じて割引。（エコノミークラスホテル40,000円引き、スタンダードクラスホテル45,000円引き、スーペリアクラスホテル50,000円引き、デラックスクラスホテル60,000円引き） ベッドなし子供
代金を適用できる条件は、ご帰国日の年齢が2歳以上12歳未満で、大人2名以上に同伴同室、1室合計が3・4名の場合となります。(一部4名1室不可のホテルもあります。詳しくはお問い合わせください。)
この場合、お子様のベッド、食事はつきません。●幼児代金（2歳未満）：35,000円 幼児代金の適用条件は、ご旅行帰国日までの年齢が2歳未満のお子様で、航空座席、ホテルのベッド、お食事を必要とし
ない場合に適用となります。尚、2歳未満のお子様で航空座席を使用する場合は子供割引代金の適用となります。●3名1室・4名1室のご利用は、ベッドの台数の事前確約は出来かねます。2台又は1台の
ご利用となる可能性もございます。●2名1室ご利用の場合でも、人数分のベッド台数の確約はできません。予めご了承下さい。●部屋指定なしはお部屋、眺めが決まっておりません。チェックイン時に利用
いただけるお部屋になります。原則としてオーシャンビューではありません。●エントリー代金は別途必要となります。エントリーはオンラインのみのお申込みとなるため、代行は承っておりません。

ランドパッケージプランについて

マイレージ特典で航空券を持っている、正規割引運賃で既に航空券は購入している、そんな場合でもご参加いただけるのが、現地発着の「ランドパッケージプラン」で
す。対象ホテルの中からお好きなホテルを選べば、空港⇔ホテル間の送迎が付いてくるだけでなく、ツアーでしか付かない特典も利用できるというメリットが！つまり
ツアープランよりも自由で、個人旅行よりも楽々＆おトクなプランです。

【ご注意】●表示の代金は2・3名様（コンドミニアム、スイートルームは3～6名1室）で1部屋利用の場合の1人分の代金となります。●1人部屋をご利用時は別途1人部屋追加代金が必要

く場合もございます。●日本以外からの航空機をご利用の場合は、掲載代金を適用できません。お問い合わせください。
【取消料・変更料について】募集型企画旅行（ツアー）と同様の規定が適用されます。
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ダイアモンドヘッド(イメージ）

コース下見バス(イメージ）

レストラン店内(イメージ）

亀ビーチ(イメージ）

レストラン店内(イメージ） ランチ(イメージ）
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