
2018年10月1日
株式会社ユニオンエアーサービス

お客様各位

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます
この度弊社の所有する「ワイキキパークハイツ」のお部屋について、下記名称へ変更することとなりました。
なお、弊社ウェブサイトでは一部旧名称・カテゴリーで記載されている箇所がございます。
こちらはウェブサイト更新の際、随時名称・カテゴリーの変更をおこなってまいります。
ご利用のお客様へは、大変ご不便をお掛け致しますが、今後とも「ワイキキパークハイツ」をご愛顧賜りますよう
お願い申し上げます。

スタンダードパーシャルオーシャンビュールーム

【ご注意ください】
※お部屋階数の指定はできません
※通常ルーム（コーナールーム以外）は最大定員４名様ですが、12歳未満のお子様を含む４名様までとさせていただいております。
※コーナールームは最大定員５名様ですが、12歳未満のお子様を含む５名様までとさせていただいております。

 ◎ ワイキキパークハイツの利便性
なんと言っても、ビーチまで約３分、ＤＦＳまで徒歩約５分の便利なロケーションが大好評♪
 １． 日中は日本人スタッフが対応するので言葉の不安解消。 ５． ベットメーキングとタオル交換は１日おき（シーツ交換も2日に１回）

 ２． セキュリティーも万全。 ６． 4 階には手入れの行き届いたプール。　ビーチタオルの貸出　1枚￠50

 ３． ビデオは、全カテゴリー に設置可能　（ 1週間　＄20+税 ）。 ７． 市内通話無料。 一部の部屋にセフティーＢＯＸ （１日 $ 3.75+税）

 ４． 専用駐車場　（1日 ＄25+税。現地支払いとなります） ８． バス停は玄関先、トロリーストップは1ブロック先。

  全室１ベットルーム　・　大型冷蔵庫・電子レンジ・コーヒーメーカー・鍋・フライパン・炊飯器・皿・カップ類等調理道具一式が揃っています。 
  トイレと浴室は 別れており、浴室は日本式の深い浴槽と洗い場があり。椅子、桶、使いやすいハンドシャワーがついています。 

お問い合わせ先
株式会社ユニオンエアーサービス　【ユニパック】　
〒107-0062　東京都港区南青山6-12-10 ユニティビル3F
TEL:03-3498-7280　　　FAX:03-3498-7452
E-mail : unipack-hawaii@union-air.co.jp
http://unipack.union-air.co.jp/

営業時間　
平日 09：30～18：00

土曜日 09：30～15：30

※日曜・祝日　休み

ハイフロアコーナーフルキッチン(15階　コード:HFC)
デラックスオーシャンビュールーム
スーペリアオーシャンビュールーム

デラックスコーナールーム

新カテゴリー名称

ローフロア キチネット(5～12階　コード:LFK) 

ローフロア コーナー キチネット(7～11階　コード:LFC)　

ローフロア フルキッチン(6～12階　コード:LFF)
14F指定 フルキッチン(14階　コード:14F)
ハイフロアフルキッチン(15階以上　コード:HFF)

㈱ユニオンエアーサービス【ユニパック】よりワイキキパークハイツお部屋名称変更のご案内

旧カテゴリー名称
スタンダードシティービュールーム

スタンダードコーナールーム
スーペリアコーナールーム
スーペリアパーシャルオーシャンビュールーム

記



  ◎ ワイキキパークハイツの利便性 ※なんと言っても、ビーチまで約３分、ＤＦＳまで徒歩約５分の便利なロケーションが大好評♪

      １． 日中は日本人スタッフが対応するので言葉の不安解消。 ５． ベットメーキングとタオル交換は１日おき（シーツ交換も2日に１回）

      ２． セキュリティーも万全。 ６． 4 階には手入れの行き届いたプール。　ビーチタオルの貸出　1枚￠50

      ３． ビデオは、全カテゴリー に設置可能　（ 1週間　＄20+税 ）。 ７． 市内通話無料。 一部の部屋にセフティーＢＯＸ （１日 $ 3.75+税）

      ４． 専用駐車場　（1日 ＄25+税。現地支払いとなります） ８． バス停は玄関先、トロリーストップは1ブロック先。

 *一般のお部屋　１ＬＤＫ　約４２㎡ 　

 *4名1室利用時には12歳未満のお子様を含む場合のみ利用可

 *階数の指定不可 子供含

※階数の指定はできません

ローフロア キチネット (5～12F)

ローフロア フルキッチン (6～12F)

14F指定 フルキッチン

ハイフロア フルキッチン (15F以上)

ルームカテゴリーならびに階数  *広めの角部屋　１ＬＤＫ　約５０㎡　（コーナールーム） 定員

※階数の指定はできません  *5名1室利用時には12歳未満のお子様を含む場合のみ利用可 子供含

ローフロア コーナーキチネット (7～11F)

ハイフロア コーナー フルキッチン (15F)

※通常ルーム（コーナールーム以外）は最大定員４名様ですが、12歳未満のお子様を含む４名様までとさせていただいております。

※コーナールームは最大定員５名様ですが、12歳未満のお子様を含む５名様までとさせていただいております。

◎ カテゴリー別　（※弊社独自の基準により、キッチン仕様、眺望、寝具、内装設備等にて区分け致しております　　）

 ハワイで別荘生活♪  ワイキキパークハイツ （コンドミニアム） 料金表
10-Aug-18

【 ルーム料金表】
【  宿泊定員、ベッド数とサイズにご留意下さい  】

2019年　上期 　（ 注意事項 ） 

 　◎消防法により規定定員のみとなります。

オフ　シーズン ピークシーズン 　 ◎エキストラベット設置は1日＄２０+税 を現地でお支払いとなります。

4/1-4/26 4/27-5/6  　◎お部屋によりエキストラベッドの設置が出来ない場合もあります。

¥17,000 ¥21,000 　※キチネット　（簡易キッチン： ２口 コンロ、オーブンなし）  

　※フルキッチン（米国標準キッチン： ４口 コンロ、オーブン付） 

ルームカテゴリーならびに階数

5/7-6/30 7/1-8/31  　◎設置ベッド数とサイズ、ソファーベッドの有無に留意して下さい。

9/1-9/30

（ハワイ州税及び宿泊税14.962%は別途徴収となります）

¥21,000 ¥25,000

¥19,000 ¥23,000 　※フルキッチン（米国標準キッチン： ４口 コンロ、オーブン付） 

¥20,000 ¥24,000

　※キチネット （簡易キッチン：２口コンロ、オーブンなし）

¥25,000 ¥29,000   ※フルキッチン（米国標準キッチン装備 ） 

シーズナリティ　　

¥21,000 ¥25,000   ※フルキッチン（米国標準キッチン装備 ） 

１室 ４名 迄の料金

4+1

3+1

１室 ３名 迄の料金
（ハワイ州税及び宿泊税14.962%は別途徴収となります）

定員

全室１ベットルーム ・ 大型冷蔵庫・電子レンジ・コーヒーメーカー・鍋・フライパン・炊飯器・皿・カップ類等調理道具一式が揃っています。

トイレと浴室は 別れており、浴室は日本式の深い浴槽と洗い場があり。椅子、桶、使いやすいハンドシャワーがついています。

◎ カテゴリー別　（※弊社独自の基準により、キッチン仕様、眺望、寝具、内装設備等にて区分け致しております　　）

　★　14F指定 フルキッチン　(コード 14F)　旧スーペリアオーシャンビュールーム

　★　ハイフロア フルキッチン　(コード HFF)　旧デラックスオーシャンビュールーム

　★　ローフロア コーナーキチネット　(コード LFC)　旧スタンダードコーナールーム

　★　ハイフロア コーナー フルキッチン (コード HFC)　旧デラックスコーナールーム

◎チェックイン・チェックアウトの お時間＆ チェックイン・チェックアウト 追加料金

   ■ フロントの営業時間（業務）は、 ０８：００ＡＭ～１７：００ＰＭ です。（時間外のチェックインは＄４０～／1部屋の追加料金が必要となります。）

   ■ チェックインは、 １４：００ＰＭ～１６：００ＰＭまで（レギュラーチェックイン）， チェックアウトは、１１：００ＡＭ までです。

   ■ アーリーチェックイン　【１２：００PM～１４：００PMまで】：￥３，０００－／1部屋の追加

   ■ モーニングチェックイン【０９：００AM～１４：００PMまで】：基本料金の半額に \ ２，０００－／1部屋の追加

   ■ レイトチェックイン【１６：３０～２１：００まで】：＄４０、　【２１：００～２３：００】：＄６０、　【２３：００～０８：００】：＄１００　（TAX別）　現地精算

   ■ レイトチェックアウト【１１：００AM～１５：００PMまで】：基本料金の半額に \ ２，０００－／1部屋の追加

◎ 変更 取消料　　※ピークシーズンは宿泊開始日の前日より起算し40日前以降より変更取消料の対象となります。（下記参照）

　　◎ピークシーズンは宿泊開始日の40日前から21日前まで基本代金の１泊分

  ※設備、サービスに関する情報は2017年6月現在のものです。ホテル側の都合により内容が予告なしに変更される場合がございます。

　　その際、弊社では一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。最新の情報はご宿泊前にお問い合わせ下さい。

　★　ローフロア　キチネット　(コード LFK)　旧スタンダードルーム

フルキッチンが装備された
リーズナブルなお部屋です

15階
フルキッチンタイプのお部屋
です。

寝室：クイーンベッド2台／ リビング：ソファーベッド１台
広めの約５０㎡最大定員５名
までなのでグループの滞在に
最適！

  

6階～12階

　※弊社の営業時間外（夜間、定休日、ゴールデンウィークや年末年始の休業日含む）に電話、FAX、メール等で変更、取消のご連絡をいただいた場合は、翌営業時間の受付扱いとなります。

　※弊社の営業時間外（同上）に、宿泊先へ、直接、変更、取消のご連絡をされた場合でも、弊社の翌営業時間の受付扱いとなります。

        宿泊 開始日の前日より 起算して  ３１日前 以降 ２１日前.迄  基本料金の １ 泊分

        宿泊 開始日の前日より 起算して  ２０日前 以降 ０３日前.迄  基本料金の ２ 泊分

        宿泊 開始日の前日より 起算して  ０２日前 以降　　 当日.迄  基本料金の ３ 泊分

寝室：クイーンサイズベッド1台+シングルベッド1台／リビング：
ソファーベッド1台orソファー

眺望　：　シティ 7階～11階
簡易キッチン(キチネット)タイ
プのお部屋です。

寝室：クイーンベッド2台／リビング：ソファーベッド１台

フルキッチンタイプのお部屋
です。

ハワイの別荘ライフを満喫

眺望、装備も良くつろげます

　※変更、取消のご連絡は、お申し込み店舗でのみ承ります。

★空室状況、お部屋設備等お気軽にお問い合わせ下さい！

広めの約５０㎡最大定員５名
までなのでグループの滞在に
最適！

眺望　：　海が見えるお部屋

        宿泊 開始後　又は　無連絡による  取消し　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　全泊分

寝室：シングルベッド２台／リビング：ソファーベッド１台orソ
ファー

眺望　：　海の一部が見えるお部屋タイプ
フルキッチンタイプのお部屋
です。

眺望　：　海が見えるお部屋 15階～18階
フルキッチンタイプのお部屋
です。

寝室：シングルベッド2台（またはクイーンサイズベッド1台+シン
グルベッド1台）／リビング：ソファーベッド1台

寝室：シングルベッド2台（またはクイーンサイズベッド1台+シン
グルベッド1台）／リビング：ソファーベッド1台

眺望　：　海が見えるお部屋 14階

　★　ローフロア フルキッチン　(コード LFF)　旧スーペリアパーシャルオーシャンビュールーム

眺望　：　シティ、または海の一部が見えるお部
屋タイプ

簡易キッチン(キチネット)タイ
プのお部屋です。

お手頃価格です。ハワイでの
生活をお楽しみ下さい！

5階～12階

株式会社ユニオンエアーサービス 〒107-0062 東京都港区南青山6-12-10ユニティビル3階

 TEL 03-3498-7280  FAX 03-3498-7290 ユニパックHome Page :  http://unipack.union-air.co.jp

★空室状況、お部屋設備等お気軽にお問い合わせ下さい！
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