
 

（一社）静岡県環境資源協会、（公社）静岡県産業廃棄物協会、静岡県環境保全協会 

～ハワイクリーンエネルギー視察（７日間）～ 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

ワイキキビーチ（オアフ島） 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人 静岡県環境資源協会 
公益社団法人静岡県産業廃棄物協会 

静岡県環境保全協会 



参加者募集のご案内 
（一社）静岡県環境資源協会、（公社）静岡県産業廃棄物協会、静岡県環境保全協会 

～ハワイクリーンエネルギー視察（７日間）～ 

 

静岡県とハワイ州は、共に太陽光、風力、水力、バイオマスなど再生可能エネルギーの普及推進や電

気自動車など環境に配慮した車両の導入促進に取り組んでおり、クリーンエネルギー関連産業の創出

に向けた交流・連携を進めています。 

静岡県では、産業創出に向けた交流・連携の一環として、ハワイ州で年に１度、クリーンエネルギーに

ついて話し合い、最新の動向を探るために開催される「アジア・パシフィッククリーンエネルギーサミット

＆エキスポ」に参加し、静岡県ブースを設置することになりました。 

今回、（一社）静岡県環境資源協会、（公社）静岡県産業廃棄物協会、静岡県環境保全協会の共催により、この

展示会及びハワイ州のクリーンエネルギーの取組の視察を企画しました。 

皆様のご参加をお待ちしています。 

募 集 要 項 

●旅行期間：２０１３年９月１１日（水）～９月１７日（火） ５泊７日 

 

●旅行代金：<成田空港発着・２名１室利用のお１人様代金> 

        お１人様 ２７８，０００円 

         ※燃油サーチャージを含みます。詳しくは旅行条件をご参照ください。 

   

●利用予定ホテル：オハナ・ワイキキ・マリア（ホノルル） 

コートヤード・キング・カメハメハ・コナ・ビーチ（ハワイ島コナ） 

 

●利用予定航空会社：日本航空（JL） 

 

●添乗員：同行しませんが現地係員がお世話いたします。 

 

●募集定員：４０名（最少催行人員２０名） 

 

●お申込方法：参加申込書にご記入の上、下記まで FAX または郵送にてお申し込み下さい。 

 

●募集締切り：２０１３年７月１２日（金） 但し、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。  

 

●お 申 込 先： （一社）静岡県環境資源協会 

            〒４２０－０８５３  静岡市葵区追手町４４－１ 静岡県産業経済会館６階 

            ＴＥＬ：０５４－２５２－９０２３／ＦＡＸ：０５４－６５２－０６６７ 

担当： 宮川、大橋、井上 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月　日 都市名 交通機関 時　間 日　　　　　程 ? 宿泊予定ﾎﾃﾙ
1 9月11日

水曜日 成田空港 発 JL-786 19:50 空路、ホノルルへ 機
所要：７時間４５分（時差19時間）
・・・・・・・国際日付変更線通過・・・・・・・ 機

ホノルル 着 専用車 8:35 着後、ホノルル市内へ
Asia Pacific Clean Energy 視察 10:30～15:00 ×
(Hawaii Convention Center) 昼食各自

× ホノルル泊
2 9月12日 朝食：ホテルにて ○

木曜日 ホノルル 専用車 終日 オアフ島視察
午前：ホヌア・パワー（HONUA POWER）
～再生可能エネルギー、ガス化発電プロジェクトなど ○

午後：ハワイ大学
○ ホノルル泊

3 9月13日 朝食：ホテルにて ○
金曜日 ホノルル 発 航空機 午前 空路、ハワイ島へ

ハワイ島 着 専用車 午後 NELHA（発電施設）視察
～Natural Energy Laboratory of Hawaii Authority ○
Kamaoa Wind Farm （風車）視察

× ハワイ島泊
4 9月14日 朝食：ホテルにて ○

土曜日 専用車 終日 ハワイ島視察

○
ハワイ島 発 航空機 夕刻 空路、ホノルルへ
ホノルル 着 専用車 夜 着後、ホテルへ

× ホノルル泊
5 9月15日 朝食：ホテルにて ○

日曜日 ホノルル 終日 フリータイム（各自視察）

×

× ホノルル泊
6 9月16日 朝食：ホテルにて ○

月曜日 専用車 空港へご案内
ホノルル 発 JL-783 13:10 空路、帰国の途へ 機

所要：８時間１０分（時差19時間）
・・・・・・・国際日付変更線通過・・・・・・・ 機

機中泊
7 9月17日

火曜日
成田空港 着 16:20 到着

※発着時間、交通機関等は変更になる場合があります。
※ハワイ島の発着空港はコナまたはヒロとなります。その際、分便による運行となる場合がございます。

【　日　程　表　】



■ 旅行条件 
 

１） 旅行代金に含まれるもの 

   航空運賃（エコノミークラス団体運賃）、燃油サーチャージ、日程表に記載された食事料金・現地交通費、宿泊料

金（２人１部屋）、視察・観光に伴うガイド料及び入場料等 

 

２） 旅行代金に含まれないもの 

成田空港施設使用料（２，５４０円）、現地空港諸税（６，０００円）、渡航手続手数料（２，１００円）、ESTA 取得手

続手数料／当社に取得手続きを依頼する場合／実費１４ドルを含む（４，２００円）、お１人様部屋追加代金／希

望の方のみ（４７，０００円）、新たに旅券申請される方の旅券印紙・証紙代（１６，０００円又は１１，０００円）、国内

交通費、超過手荷物代、任意の海外旅行保険料、個人的性質の諸費用（飲物代、クリーニング代、電話代など） 

※ 現地空港税、燃油サーチャージは今後変動する場合がございます。 

 

３） 旅行の取消及び旅行内容変更 

   ◯当社は、天変地異、その他やむを得ない事由により旅行の実施が不可能になった場合、当該旅行の実施 

を取りやめ、内容の一部を変更する場合があります。 

   ◯当社は、予め明示した最小限の参加人員に達しなかった場合は、当該旅行の実施を取りやめることがあ 

  ります。 

   ◯旅行費用が期日までに入金のない場合は、参加をお断りする場合があります。 

 

４） 取消料 

お申し込みの後、下記の取消料をお支払いいただくことにより、いつでも契約を解除することができます。 

◯ご旅行開始日の前日より起算して３０日前以降に解除する場合・・・・・旅行代金の２０％ 

◯ご旅行開始日の前日より起算して２０日前以降に解除する場合・・・・・旅行代金の３０％ 

◯ご旅行開始日の前日より起算して３日前以降に解除する場合・・・・・・旅行代金の５０％ 

◯旅行出発日以降に解除する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の１００％ 

 

５） 免責事項 

当社は、お客様ご自身及び携行品に対して被られた損害、損失が次の事由による場合は責任を負いません。

（天災地変、陸海空における不慮の災難、交通事故、その他やむを得ない事由。） 

 

６） 将来経済事情 

この旅行条件は２０１３年３月１日現在の航空運賃及び現地滞在費用を計算してあります。 

運賃改定等の事由により変更される場合があります。 

 

７） お申し込み条件 

   ①７０歳以上の方 ②身体障害者 ③健康を害している方 はその旨お申し出下さい。 

①③に該当する方は健康診断書の提出をお願いする場合もございます。また、当社の判断で参加を 

お断りさせていただくか、介護者の同行を条件とさせていただく場合があります。 

 

８） その他の旅行条件  当社旅行業約款に準じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜旅行取扱＞ 観光庁長官登録旅行業第１５３号／日本旅行業協会（JATA）正会員 

静鉄観光サービス株式会社 本社支店  

総合旅行業務取扱管理者：柴田晃利      担当： 山口泰之 

〒４２０－８５０９ 静岡市葵区追手町２－１２ 安藤ビル１階 

ＴＥＬ：０５４－２５１－６４１５ ／  ＦＡＸ：０５４－２５１－６７１０ 



御中

※パスポートのコピー（写真のページ）と一緒にFAX又は郵送でお申込みください。
別紙、取引条件説明書面に記載された旅行条件および旅行手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等
その他への個人情報の提供について同意のうえ、以下の旅行に申し込みます。
※今回のご旅行には、アメリカ入国時９０日以上の旅券の残存期間が必要です。

参加者申込書（全欄必ずご記入下さい。） 申込日　２０１３年　　　　月　　　　日

パスポート番号

団体名

ローマ字（パスポートと同一） パスポートの名前が旧姓 パスポート名
　などで現在と違う場合、

　右欄にご記入下さい。

氏名 フリガナ ローマ字入力

性別 たばこ パスポート発行年月日

□　男 □　禁煙

□　女 □　喫煙
生年月日 出　　生　　地

都 市
道 町
府 村
県 郡

フリガナ
〒 　　－

渡航中 〒 　　－ TEL 氏名 続柄

連絡先

〒 　　－

TEL　　　　　　　－　　　　　　　－ FAX　　　　　　　－　　　　　　　－

お部屋 　　□一人部屋（追加代金がかかります）      □二人部屋

の希望 　　　〔同室希望者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

　米国ＥＳＴＡ（電子渡航認証システム）取得について 　＊必ずご記入ください。

　□米国ＥＳＴＡ取得を依頼する　→　代行手数料４，２００円がかかります（取得実費１４ドルを含む）
　□米国ＥＳＴＡを自分で取得する　→　ご自分の責任で取得してください　
　□米国ＥＳＴＡをすでに取得している　→　有効期間をご確認ください　

ご案内とご注意（お申込前に必ずお読みください。）
■日本旅券（一般）以外の旅券保持者は担当者にお問い合わせの上必要な査証取得をお願い

   します。

■渡航先（国または地域）によって外務省より海外危険情報などの安全関係の海外渡航関連

   情報が出されている場合があります。海外渡航関連情報は、外務省海外安全相談センター

  などでも ご確認いただけます。

 ・外務省海外相談センター TEL03-5501-8162　■外務省海外安全情報 FAX0570-02-3300

 ・外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp

■渡航先（国または地域）の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者のための感染症情報」

  ホーム ページでご確認下さい。【http://www.forth.go.jp】

■日本国籍以外の方は自国の領事館・渡航先国の領事館・入国管理事務局にお問い合わせ下さ
FAX:054 - 251 - 6710

本社支店・第１営業チーム

静岡市葵区追手町２－１２ 安藤ビル１階

静鉄観光サービス㈱

    〒４２０－８５０９

担当者：山口泰之

TEL:054 - 251 - 6415

  静鉄観光サービス

ハワイクリーンエネルギー視察（７日間）

所属先名

住所

（西暦）　 　　   　　　年　　   　　月　　　 　日生（　　　 　才）

　　年

現住所

電話番号 自宅　　　　　　　　－　　　　　　　－　　　　　　　　携帯　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　

役職

月　 　   　 　日

喫煙対応 ※禁煙・喫煙ルームの対応はご希望に添えない場合がございますので、あらかじめご了解ください。

 

 

 

 

 

 


