
REVISED 3/04 15

コミッション　10％（*印5％）
カアナパリ/カパルア/ワイレア　*マウイ島 単位:$

ｺｰﾄﾞ 食事条件 ﾎﾃﾙ出発 所要時間 備考 大人 子供 ﾜｲﾚｱ

MCIX １日ｴｺﾂｱｰ(ｹｱﾅｴ､ﾊﾅ､ｵﾍｵﾌﾟｰﾙ､ﾃﾃﾞｽｷｰﾜｲﾅﾘｰ) *4名催行 昼 6:00 約10時間 日祝休 179 159 可

MSGX ﾊﾚｱｶﾗｻﾝｾｯﾄ & ｽﾀｰｹﾞｲｼﾞﾝｸﾞ *2名催行   夕(お弁当) 15:30 約7時間 164 164 可

MSHK ﾜｲﾍｴﾊｲｷﾝｸﾞ & ｻﾝｾｯﾄ　*2名催行 昼 12:00 約7時間 10才以上 149 149 可+50

MSNK ﾓﾛｷﾆ島ｸﾙｰｽﾞ(ﾌﾟﾗｲﾄﾞｵﾌﾞﾏｳｲ) & ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ *2名催行 昼 6:30 約7時間 149 114 可

MWWC ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞｸﾙｰｽﾞ(ｶｳﾗﾅ) *12/01-4/30限定  *2名催行 軽食 8:00/10:15 約4.5時間 59 49 -
MVC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ11名まで 約8時間 可
MSC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ3名まで 約8時間 可
MVC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ11名まで 約4時間 可
MSC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ3名まで 約4時間 可

MCIT １日ﾂｱｰ(ﾊﾚｱｶﾗ､ｲｱｵ渓谷､ﾗﾊｲﾅ) *2名催行 昼 7:15 約10時間 124 109 可

*MSBM 潜水艦 (ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ約45分) *2名催行 8:30 約3.5時間 身長92cm以上 144 79 可+20

MMSS 体験ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ  *2名催行 8:30 約3時間 10才以上 134 134 可+50

MSFL ｻｰﾌｨﾝﾚｯｽﾝ  *2名催行 13:30 約3時間 10才以上 109 109 可+50

MNSK ﾅｲﾄｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ  *2名催行 18:00 約3時間 10才以上 109 109 可+50

MHDX ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ(ﾄﾞﾗﾑｽｵﾌﾞｻﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ) *中央席　*送迎なし 夕 17:30 約3時間 日休 124 64 -

MHDS ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ(ﾄﾞﾗﾑｽｵﾌﾞｻﾞﾊﾟｼﾌｨｯｸ) *送迎なし 夕 17:30 約3時間 日休 109 64 -

サウスコハラ/ヒロ　*ハワイ島
ｺｰﾄﾞ 食事条件 ﾎﾃﾙ出発 所要時間 備考 大人 子供 ﾋﾛ

HSGK ｷﾗｳｴｱ & ﾏｳﾅｹｱｻﾝｾｯﾄ & ｽﾀｰｹﾞｲｼﾞﾝｸﾞ *2名催行 昼&夕(お弁当) 8:00 約14時間 12才以上 269 - 可

HSNK ﾄﾞﾙﾌｨﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞｾｲﾙ(ﾎﾞﾃﾞｨｸﾞﾛｰﾌﾞ) & ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ *2名催行 昼 8:00 約7時間 189 154 -

HSGX ﾏｳﾅｹｱｻﾝｾｯﾄ & ｽﾀｰｹﾞｲｼﾞﾝｸﾞ *2名催行 夕(お弁当) 14:00 約8時間 12才以上 174 - 可+20

HSGS ﾏｳﾅｹｱｻﾝﾗｲｽﾞ & ｽﾀｰｹﾞｲｼﾞﾝｸﾞ *2名催行 軽食 2:00 約8時間 12才以上 169 - -

HHIX ｷﾗｳｴｱ溶岩ｳｫｰｷﾝｸﾞ  *2名催行 昼(お弁当) 8:00 約11時間 7才以上 134 89 可

HWWC ﾎｴｰﾙｳｫｯﾁﾝｸﾞｾｲﾙ(ﾎﾞﾃﾞｨｸﾞﾛｰﾌﾞ) *12/15-3/31限定 *2名催行 13:30 約5時間 164 144 -
HVC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ14名まで 約8時間 可-100

HSC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ3名まで 約8時間 可-80
HVC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ14名まで 約4時間 可-100

HSC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ3名まで 約4時間 可-80

HHELI ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ２時間飛行(ｷﾗｳｴｱ&ﾉｰｽｼｮｱ) *2名催行 約3時間 予約時体重要 519 519 -

HCIT １日ﾂｱｰ(ﾊﾟｰｶｰ牧場､ﾚｲﾝﾎﾞｰ滝､ﾅﾆﾏｳｶﾞｰﾃﾞﾝ､ｷﾗｳｴｱ､黒砂海岸) 昼 8:00 約9.5時間 104 49 -

*HSBM 潜水艦 (ｱﾄﾗﾝﾃｨｽ約35分) *2名催行 8:30 約6時間 身長92cm以上 179 114 -

HHBR ﾊﾟｰｶｰ牧場(乗馬約120分) *2名催行 2回 約5時間 8才以上 204 204 -

HSDS ｻﾝｾｯﾄﾃﾞｨﾅｰｸﾙｰｽﾞ(ﾎﾞﾃﾞｨｰｸﾞﾛｰﾌﾞ） *2名催行 夕 14:30 約4.5時間 火木金土 催行 189 149 -

ポイプ/リフェ　*カウアイ
ｺｰﾄﾞ 食事条件 ﾎﾃﾙ出発 所要時間 備考 大人 子供

*KHIX ﾊﾅﾚｲﾊｲｷﾝｸﾞ & ｼｭﾉｹｰﾘﾝｸﾞ *2名催行 8:30 約9時間 日祝 休 214 149
*KHIK ﾜｲﾒｱ渓谷ﾊｲｷﾝｸﾞ *2名催行 8:30 約9時間 日祝 休 174 114
*KKAY ﾜｲﾙｱ川ｶﾔｯｸ & ﾊｲｷﾝｸﾞ *2名催行 8:30 約7時間 日祝 休 174 114
KVC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ10名まで 約8時間
KSC8 専用車１日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ4名まで 約8時間
KVC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ﾊﾞﾝ10名まで 約4時間
KSC4 専用車半日ﾁｬｰﾀｰ *ｾﾀﾞﾝ4名まで 約4時間
KCIT １日ﾂｱｰ(ｼﾀﾞの洞窟ｸﾙｰｽﾞ､ﾜｲﾒｱ渓谷､潮吹き穴) *4名催行 昼 8:30 約8時間 129 79

*KHDS ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ(ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｲｱｯﾄﾙｱｳ) *送迎なし 夕 17:30 約3時間 日木 催行 124 84 -
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