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  L e a L e aで楽しむ
楽園の夕景

マウイ島、ハレアカラのサンセット

Maui

Beautiful 
Sunset 

in hawaii

Sunset Time

Scene♡ 1
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備考 心臓疾患、呼吸器疾患、高血圧、投薬中、既往症をお持ちの方はご参加いただけない場合がありま
す。詳しくはお問い合わせください。妊娠中、耳抜きの出来ない7歳未満の方は参加不可。膝上、食事な
しの5歳未満参加無料、ただしお子様の安全と行動には保護者の方が責任を持ってご対応ください。5歳
未満で食事（お弁当）をご希望の場合は付加料金（2018年2月現在$10）が必要です。19歳未満だけで
の参加はお断りします。歩きやすい靴と服装でご参加ください。山頂は気温0℃前後になるため、長袖、長
ズボンなど暖かい服をご用意ください。防寒ジャケットと手袋は貸出無料。天候や現地事情によりサンセッ
トや星空が見えない場合や、行程が変更または中止になる場合があります。チップは含まれておりません。

所要時間 約8時間 催行日 火・木～日曜（予約状況により不催行になる場合あり） 最少催行人数 2
人 食事 スナック、ウォーターボトル１本、夕食（お弁当） 運行事業者 マジックマウイ コード MMAST

ホテル（または指定場所）へお迎え
ホテル（または指定場所）到着

14:00～
22:30頃 ♦スケジュールは目安です。

マウイオールスターズで行く
ハレアカラ・サンセット・スターゲイジング
大人＄178  子供（5～11歳）＄108 ティーン（12～18歳）＄148  シニア（60歳以上）＄158

ハレアカラは頂上まで車で行ける
世界最大級の休火山。壮大な日没
や星空、日の出を見るため多くの
観光客が訪れる。クレーターは直
径11.25キロ、幅3.2キロ、深さ約
800mの雄大さ。半神マウイが母の
布作りに、太陽神ラーから更なる
太陽光を得たという伝説が残る。
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世界遺産登録のハワイ火山国立公園の中にあるのがキ
ラウエア。「世界でもっとも安全な火山」といわれる。

写真提供：ネイチャースクール

人々が信じる火山の女神ペレに敬意を払いつつ、熔岩
台地にエントリー。

　

1
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ハワイ島で見る、溶岩と夕日の赤

溶岩トロトロツアー
 ～真っ赤な溶岩が見たい～
コナ地区：大人・子供（13～69歳）＄170 

※溶岩流によりオーシャンエントリーではなく山肌に流れている
溶岩流観測のハイキングに変更する場合があります。
◆スケジュールは目安です。季節により異なります。

ホテル（または指定場所）へお迎え
カラパナ地区にて溶岩台地ハイキング
ハワイ火山国立公園到着後、
溶岩台地ハイキング（約10分）
オーシャンエントリー観測地点にて
溶岩流を観測※

砂利道をハイキング
ホテル（または指定場所）到着

10:30-15:00
15:15-15:40
15:40-16:00

16:10-17:10

17:20-18:20
20:30-

備考 ご参加には免責同意書への署名要。往復約2時間のハイキングが含ま
れています。心臓疾患、呼吸器疾患、高血圧の方、体力に自身のない方は参加
いただけない場合があります。詳しくはお問い合わせください。妊娠中と13歳未
満および70歳以上の方は参加不可。サンダルやハイヒール不可。歩きやすい
靴底がしっかりしているハイキングシューズでご参加ください。溶岩流に近づき過
ぎると靴底が溶ける恐れがあります。ハイキングに使用する杖の貸出無料。日
焼け止め、長袖シャツ、帽子、両手が空くリュックなど必要なものは各自ご用意くだ
さい。夜間は気温が下がることがあるため、上着をご用意ください。溶岩流の状
態など現地事情によりツアー行程を変更する場合があります。火山活動は常に
変化しているため、溶岩の様子が見られるとは限りません。3日前17時以降のキャ
ンセルは100%の取消料が発生します。写真はイメージです。 所要時間 約
10時間 催行日 毎日 最少催行人数 2人 食事 サンドイッチ 運行事業者
マサシ・ネイチャースクール コード HMYTR

Big Island

Beautiful 
Sunset 

in hawaii
Scene♡2
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オアフ島、ノースの夕暮れ

Oahu

Beautiful 
Sunset 

in hawaii

Scene♡3
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カイルア＆ノースショアと
サンセット観賞＆星空観測
大人＄98  子供（3～11歳）＄88

G. 知恵と幸運の象徴、
ホヌ（ハワイ語のアオ
ウミガメ）に遭遇でき
ることも多い。

A. 20を越えるお店
が集まるハレイワ・
ストア・ロッツ。B. 
人気インスタスポッ
トとしておなじみの
「天使の羽」。

C. 家族経営のホームメイドな味がうれしいカフェ、ワイアル
ア・ベーカリー。D. 地元産フルーツ。E. 王道スポット、ドー
ルプランテーション。F. ガイドのおすすめランチ。

ホテル（または指定場所）へお迎え
カイルアタウンにて自由行動
ドール・プランテーション
ハレイワタウンにて自由行動後、海ガメビーチ、
サンセット観賞、星空観測
ホテル（または指定場所）到着

12:25-12:55 
13:30-15:00
16:00-16:30
17:00-20:30

   03:12
備考 海ガメは野生動物のため必ず現れるとは限りません。膝上の3歳未満は参加無料。天候や現地事情によりサンセットや星空が見えない場合があります。星空観測が不可の場合は、タ

ンタラスの丘へご案内します。夜間は冷える場合があるため、上着のご用意をおすすめします。写真はイメージです。 所要時間 約10時間 催行日 月・水・金曜 最少催行人数 2人 食事
なし 運行事業者 アイランド・マカナ・ツアーズ コード OIKST

A

B

C D
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G

F
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オアフの潮風に吹かれて、サンセットセーリング

LeaLeaサンセット＆
星空セーリング
①サンセットセーリング大人・子供（３～11歳）＄65
②星空セーリング大人・子供（３～11歳）＄65

船上ではドリンクとスナックが楽
しめる。大人1名につきアルコー
ルドリンク2杯分の引換券付き。3
杯目からは自費。ソフトドリンク
はお代わり自由。

海から見るワイキキのホテル群
とワイキキとは思えない星空は
圧巻。陽が落ちてからのセーリ
ングは肌寒い場合があるので、
羽織るものがあると安心。

備考 3歳未満は参加無料。参加券をお持ちの上①17:15 ②19:15ま
でにヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート前デューク・カハ
ナモク・ビーチのピア（桟橋／Port Hilton）に各自集合（MAP P165-C4）。
セーリングは天候や海の状態、カタマランのメンテナンス等により予告なく変
更、中止する場合があります。船酔いがご心配な方には酔い止め薬や酔い
止めバンドのご利用をおすすめします。サンセットはご覧いただけない場合
があります。写真はイメージです。 所要時間 約2時間 催行日 月・水・土
曜（1/1と貸し 切り時を除く）最少催行人数 1人 食事 軽 食 
運行事業者 ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート 
コード ①OCTMR ②OCTM2

＜①の場合＞ ＜②の場合＞
チェックイン
セーリング
下船後現地
解散

17:15
17:30-19:00

19:00 

19:15
19:30-21:00 

21:00

Oahu

Beautiful 
Sunset 

in hawaii

Scene♡ 4
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ワイキキの夕景と美味しいBBQ

LeaLea BBQ 
at シェラトンワイキキ
①大人＄74 子供（6～12歳）＄38 ②大人＄68 子供（6～12歳）＄38

備考 送迎はありません。シェラトン・ワイキキ・ホテル1階「ラムファイヤー（Rum Fire）」の
テラス会場へ各自ご集合ください。お席の指定は承れません。お席は相席となる場合があ
ります。追加のアルコールドリンクは会場内で別途お買い求めください。中止となった場合
は同ホテル内「カイマーケット」または「ラムファイヤー」のお食事券のご提供となります。そ
の場合エンターテイメントはご提供できません。6歳未満のお子様は無料です（お席とお食
事あり）。メニューは予告なく変更になる場合があります。ご自身の都合による4日前17時
以降のキャンセルは、100%の取消料が発生します。所要時間 約2時間 催行日 日・火・
木曜（4/1、5/13、5/20、7/3、11/11、11/22、12/6、12/9、12/25、1/1、3/17を除く） 
最少催行人数 1人 運行事業者 H.I.S.ハワイ コード ①OSBBQ②OSBB2

BBQ 会場オープン※、入場
エンターテイメントとともに  
 BBQビュッフェをお楽しみください。
（ショーは途中休憩あり）
BBQ終了

17:00
17:00-19:00

19:00

19:30
19:30-21:30

21:30

＜①1回目17:00～19:00＞＜②2回目19:30～21:30＞

　

B
B
Q

Scene♡ 5



10

　　

マウイ島のサンセットルアウ

ハイアットリージェンシー・マウイ・
ルアウショー
①スタンダード 大人$132 $136※  子供（6～12歳）＄75
②プレミアム 大人$147 $152※  子供（6～12歳）＄75
③ VIP 大人$168 $173※  子供（6～12歳）＄75  ※6/1～8/31

会場となるのはカアナパリのビーチフロント。近隣ホテル
からビーチ沿いに歩いて行ける。

地中で蒸されて出来上がるのがカルアポーク。昔のハ
ワイでは豚肉は特別なときだけに食された。

ハワイ料理のほかにもフリフリチキンやポケ、サラダ、
フルーツ、デザートケーキとビュッフェの種類は豊富。

備考 膝上、食事なしの6歳未満は参加無料。送迎はありません。ハイアットリー
ジェンシー・マウイ内会場へ、チェックイン時間までに各自でお越しください。
所要時間 約3時間30分 催行日 毎日（除外日：10/31、11/22、12/25、
12/31） 最少催行人数 2人 食事 夕食 運行事業者 ハイアットリージェン
シー・マウイ・リゾート&スパ コード ①MLUHY②MLUHP③MLUHV

チェックイン
終了

17:00
20:30

Maui

Beautiful 
Sunset 

in hawaii

Scene♡ 6
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「ザ・リム」ボルケーノ観賞
ディナーツアー
コナ地区：大人＄205 子供（7～11歳）＄180

ツアーでは、有名なハレマウマウ
火口を、明るい時間と日没後の暗
い時間、2度見に行ける。

A. 世界で唯一のボルケーノ・ビュー・
レストラン、「ザ・リム」は味にも定評
が。ツアーではニューヨークステーキ
か地元産白身魚を選べる。B. ヒロの町
にあるレインボー・フォールズ（虹の
滝）にも訪れる。15mほどの滝だが、そ
の可愛らしい美しさとアクセスの良さ
で人気。水しぶきが太陽光に反射した
虹が見られたらラッキー。C. ディナー
時には大きなガラス窓の向こうに赤く
染まる火口が見える。

ハワイ島、ボルケーノ・トワイライトディナー

備考 階段の上り下りや歩行の困難な方はご参加いただけない場合が
あります。詳しくはお問い合わせください。妊娠中と7歳未満の方は参
加不可。冷える場合があるため長袖の上着をご用意ください。赤い溶
岩は見られない場合があります。窓際のお席の保証はございません。お
子様はキッズメニューとなります。上記ツアー料金にチップは含まれてお
りません。 所要時間 約9～10時間 催行日 毎日（5/13、10/13、
11/22、12/25、12/31、2/14を除く） 最少催行人数 2人 食事 夕
食 運行事業者 アロハ・コナ･ツアーズ コード HVLDN

◆スケジュールは目安です。季節により変更する場合があります。

ホテル（または指定場所）へお迎え
レインボー・フォールズ、
カメハメハ大王像、
ビッグアイランド・キャンディーズ
ハワイ火山国立公園、
ジャガー博物館、スチーム・ベント
夕食
サドルロードの道中で星空観測
ホテル（または指定場所）到着

12:00-13:45
14:45-15:15

17:00

18:15
21:15-21:45
22:15-23:00

A

C

B

Big Island

Beautiful 
Sunset 

in hawaii Scene♡ 7


























































































































