第７回“絆”Ho’ike ステージ 2019 オフィシャルプラン
～応援・観賞者用～
“絆”Ho‘ike ステージへ、応援・観賞及び、ワークショップ受講で参加されるステージ出演者以外の皆様向けの
オフィシャル宿泊及び日帰りプランです。

<ホテルハワイアンズ>
＊ゆっくり寛げる大型ホテルです。
＊館内には、３つの大浴場があり、
新鮮で豊富な温泉をご堪能いただけます。
＊三世代そろって宿泊できる、「かぞくスイート」
は、さまざまなニーズに 対応できます。
<モノリスタワー>
＊入り口からハワイを感じられる優雅な作り。
＊「ハワイアン＆スパ」をコンセプトに、源泉
かけ流しの温泉や、斬新なスパ施設が
ご利用いただけます。
＊夕食のブッフェが魅力的です。

みんなでハワイアンズ
に行こう！！

【お申し込み・お問合せ先】 株式会社 日放ツーリスト
観光庁長官登録旅行業６６５号 （社）日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 矢沢奈津
〒150-0047 東京都渋谷区神山町 4-14 第三共同ビル
TEL 03-3481-7666

FAX 03-3481-7664

ハワイアンカルチャーデスク

Mail honsha@nippo-tourist.co.jp

担当者： 對比地（ついひじ）、石井

受付時間 平日（月～金）09:30～18:15

土・日・祝祭日は休業

～応援・観賞者用 金曜日 宿泊プラン～
絆 Ho’ike ステージのためにアレンジされた、特別なプランです。

▶夕食は、「ハワイアンパーティー」です。フラガールの素晴らしいステージ観賞や、
ハワイアンバンド生演奏によるメレフラがお楽しみいただけます。 皆で盛り上がりましょう♪♪

商品名：“絆”Ho’ike ステージ 2019 オフィシャル宿泊プラン
設定日：2019 年 02 月 22 日（金）、03 月 01 日（金）
宿泊費：（１泊２食、税・サービス料含む）夕食：ハワイアンパーティー
ホテルハワイアンズ

モノリスタワー

大人 （12 歳以上）

16,000 円

20,000 円

小学生（6 歳以上 12 歳未満）

11,200 円

14,000 円

幼児 （3 歳以上 6 歳未満）

8,000 円

10,000 円

部屋利用差額
（ホテルハワイアンズ）３名様利用

＋2,160 円／人

２名様利用 ＋4,320 円／人

（モノリスタワー）

＋2,160 円／人

２名様利用 ＋4,320 円／人

３名様利用

～応援・観賞者用 土曜日 宿泊プラン～
▶土曜泊なので、お仕事や学校がある方でも、ご参加しやすいプランです。
▶日曜日は、ご出発まで ゆっくりと施設をお楽しみいただけます。
商品名：“絆”Ho’ike ステージ 2019 オフィシャル宿泊プラン
設定日：2018 年 02 月 23 日（土）、03 月 02 日（土）
宿泊費：（１泊２食、税・サービス料含む）夕食：宿泊ホテルのバイキング
ホテルハワイアンズ

モノリスタワー

大人 （12 歳以上）

20,000 円

24,000 円

小学生（6 歳以上 12 歳未満）

14,000 円

16,800 円

幼児 （3 歳以上 6 歳未満）

10,000 円

12,000 円

部屋利用差額
（ホテルハワイアンズ）３名様利用

＋2,160 円／人

２名様利用 ＋4,320 円／人

（モノリスタワー）

＋3,240 円／人

２名様利用 ＋5,400 円／人

３名様利用

～応援・観賞者用 日帰りプラン～
朝９時から夜２２時までたっぷりハワイアンズをお楽しみいただけます
商品名 “絆”Ho’ike ステージ 2019 オフィシャル日帰りプラン
設定日 2019 年 02 月 23 日（土）、3 月 02 日（土）
大人 （12 歳以上）

2,300 円（通常料金：3,500 円）

小学生（6 歳以上 12 歳未満）

1,700 円（通常料金：2,200 円）

幼児 （3 歳以上 6 歳未満）

1,200 円（通常料金：1,600 円）

ＡＭステージの出演者のご家族の方で、営業時間前に、ご一緒に入場をご希望される方は、こちらをご購入ください。
取消規定
ご利用日の前日までにお申出の場合、払戻手数料 540 円を差引いてご返金いたします。
ご利用日当日の払戻しはできません。

宿泊プランに関する共通のご案内（宿泊条件）
含まれるもの：
ホテル宿泊費用（1 泊 2 食・税サ込）、スパリゾートハワイアンズ施設入場料 2 日分、
滞在中“絆”Ho’ike ステージ総合受付デスクをご利用いただけます。
含まれないもの：ホテルまでの往復交通費、飲物代、昼食代、その他個人的費用
その他諸条件：1 部屋あたりの人数は定員利用（4～5 名様）が基準です。定員以下で部屋をご利用される場合は、別
途追加代金が発生します。また、お部屋タイプにより定員が変動することがあります。
無料送迎バスをご利用の場合は同時にお申し出ください。 座席に限りがあるためご希望に添えない場合がございます。

取消変更規定
出演者用宿泊プランご利用の場合の取消規定（団体・グループ手配旅行取消規定に準じます）
宿泊費用の取消料率（宿泊費用に対する取消料率％）
1ST Ho’ike

無料

20％

30％

50％

100％

2/22（金）宿泊

2/7 まで

2/08～2/18

2/19～2/20

2/21

2/22

2/23（土）宿泊

2/8 まで

2/09～2/19

2/20～2/21

2/22

2/23

2ND Ho’ike

無料

20％

30％

50％

100％

3/01（金）宿泊

2/14 まで

2/15～2/25

2/26～2/27

2/28

3/01

3/02（土）宿泊

2/15 まで

2/16～2/26

2/27～2/28

3/01

3/02

座席に関するご案内
自由席

ビーチシアター会場内の自由席（無料）をご利用いただき、ステージをご観覧ください。
（※期日・昼夜によって、自由席のエリアが変わります。下図は、2/23 昼 期日 C の場合の座席表です）

有料指定席

グループでまとまった指定席を希望される場合は、別途 料金がかかります。

09:30～14:30 “絆”Ho’ike ステージ（AM） + 昼のポリネシアンショー 終了までご利用いただけます。
SS 席 800 円（割引料金）

S 席 600 円（割引料金）

15:00～17:30 “絆”Ho’ike ステージ（PM）をご覧いただけます。（絆 Ho’ike 開催日のみ、特別設定）
SS 席 500 円

S 席 400 円

▶ご注意ください
夜のポリネシアン・グランドステージ（フラガールショー）の有料指定席は、弊社では取扱致しかねます。
お客様ご自身で、ご予約をお願い申し上げます。詳細は、スパリゾートハワイアンズ公式ＨＰをご覧下さい。
夜の部 有料指定席・・・（取扱）スパリゾートハワイアンズ予約センター TEL：0570-550-550
プレミアムシート/1,500 円 予約 SS 席/1,200 円
予約 B 席/800 円

自由席/無料

予約 S 席/1,000 円

予約 A 席/1,000 円

お電話にてお申し込みください。

＜有料指定席に関するご案内と注意事項＞
① ドリンク半額チケット付き
② プレミアムシート及び SS 席ご利用のお客さまは、ショー終了後にフラガールとの記念撮影ができます。カメラはお客さまご持
参となります。但し、絆 Ho’ike ステージ（ＰＭ）観賞用の指定席は、この限りではありません。
③ 場所（席番）のご指定は承れません。
④ 当日のお取消しは、キャンセル料 100％を申し受けます。
⑤ 3 歳以上のお子様は有料です（必ず 1 席が必要となります）。
⑥ 3 歳未満のお子様には料金はかかりませんが、保護者の膝の上でのご観覧となります。（保護者 1 名の膝の上に、お子
様 1 名となります）3 歳未満のお子様でも席をご利用の際は有料となります。
⑦ ショーの開演中のお子様の立ち歩きはおやめ下さい。他のお客様のご迷惑にならないようご配慮下さい。

