ハワイの新しい旅の Style とサービスを提案します
2019 年 3 月 29 日
第 18164 号
JAL は、2018 年9 月に新しいハワイのコンセプトワード「Style yourself ～JAL HAWAII～」のもと、ハワイ
に関連する新サービス・商品を導入しました。(*1)
近年、ハワイでの過ごし方は、従来の観光やショッピングを中心とした旅から、心身をより豊かに満たす
ための旅へと変化してきています。今回さまざまなアプローチでお客さまのニーズの変化を捉え、「自然」、
「暮らし」、「健康」、「働き方」に焦点を当てた新しい旅のスタイルを見出しました。
JAL は、就航以来 65 年の間ハワイと共に培ってきた旅の知恵を活かし、ハワイでの時間をより豊かに
する新しい旅の Style と、それを実現する新しいサービスを提案します。
(*1)2018 年 9 月 13 日付プレスリリース 『新しい JAL のハワイが始まります』 参照
URL： http://press.jal.co.jp/ja/release/201809/004874.html

＜新しい旅の Style＞
Style 1 Nature Retreat ～大自然に包まれたい～
火山活動でできたハワイにしかないワイルドで壮大な大自然のパワー、生命力を全身で感じて
心と体をリセットするような旅のスタイルを提案します。
Style 2 Living Traveler ～暮らすように旅したい～
かけがえのない家族・仲間と一緒に、ハワイでゆったり暮らすように時間を過ごす、より豊かな旅の
スタイルを提案します。
Style 3 Travel Wellness ～旅で美しく、健康になりたい～
ハワイで朝の陽ざしを浴びながらジョギングをしたり、素晴らしい浜辺でヨガをすることで、心身を解き
放ち、それが明日へのエネルギーになるような、美しく健康になる旅のスタイルを提案します。
Style 4 Flexible Worker ～働き方も自由にする旅～
働き方を自由にすることで、豊かな人生の実現と、大切な家族をもっと幸せにできるような新しい
旅のスタイルを提案します。
また、ハワイの旅をより楽しんでいただくため、新しい旅の Style を体験できるツールの開発や、ハワイ
線サービスのさらなる充実も行いました。
JAL はこれからも、お客さまが「ひとりひとりのハワイの旅」をお楽しみいただけるよう、さまざまな取り
組みにチャレンジしてまいります。

【各 Style を実現するサービスの概要】
Style1 Nature Retreat ～大自然に包まれたい～
(1)グランピング(*2)
ハワイ島の「ウェスティン ハプナ ビーチ リゾート」で、大自然を満喫しな
がらラグジュアリーなアウトドア体験ができるグランピングサービスを、株式
会社西武ホールディングスと共同開発しました。日本でもブームとなっている
「グランピング」を、ハワイ島の高級リゾートならではのロケーション、サービス品質にてお楽しみいただけ
ます。
,<提供開始日：2019 年 4 月 1 日>
(*2)2019 年 2 月 19 日付プレスリリース 『JAL×西武ホールディングス、ハワイ島での新たなサービス・事業開発に共同で取り
組みます』 参照
URL：http://press.jal.co.jp/ja/release/201902/005059.html

Style 2 Living Traveler ～暮らすように旅したい～
(1)バケーションレンタル(*3)
世界最大級のバケーションレンタルサイト HomeAway と戦略的パートナーシ
ップを組み、ハワイにいながらまるで自分の家で過ごすような新しい滞在スタ
イルとして「バケーションレンタル」のプロモーションを共同で実施します。
(*3)オーナーが部屋を使用しない期間、コンドミニアムや別荘など、物件を第三者へ貸出するレンタルサービス。
第一弾共同プロモーション：http://www.jal.co.jp/inter/campaign/jal-homeaway/

(2)Flight Ownership Program（仮称）(*4)
ハワイに多くのタイムシェア宿泊施設を有するヒルトン・グランド・バケーシ
ョンズと共に「Flight Ownership Program」の開発に取り組みます。
提供内容 ：ヒルトン・グランド・バケーションズクラブメンバー向けのさまざまなステータスサ
ービス
(*4)2019 年 3 月 29 日付プレスリリース 『JAL とヒルトン・グランド・バケーションズは、
包括的な協業を開始します』参照
URL：http://press.jal.co.jp/ja/release/201903/005127.html

(3)ドレスシェアリング
三越伊勢丹が展開するレディスウェアのシェアリングサービス(*5)「CARITE（カリ
テ）」と「ハワイ旅×ファッション」に関するプロモーションを期間限定で実施します。ア
プリ内で販売員へのコーディネート相談や店舗での試着など、ハワイ旅行でのオシャ
レを楽しく準備できます。レンタルした商品はクリーニングが不要で空港からの返却も
可能です。
<提供開始日：2019 年夏(予定)>
(*5)アプリを通じたレディスウェアの有料レンタルサービス。

(4)読書で楽しむハワイ旅
Amazon の電子書籍リーダー「Kindle Paperwhite」の貸し出しを行い、読書を通
じてより充実したハワイ滞在をお楽しみいただけるキャンペーンを実施します。
Kindle Paperwhite は防水機能（IPX８）やフロントライト方式および反射抑制ディ
スプレイを装備しているため、プールサイドや海辺など日差しの下でもハワイ
の風を感じながら、本を片手に現地でのゆったりとした時間の流れをお楽しみ
いただけます。
<提供開始日 ：2019 年４月下旬（予定）>

Style 3 Travel Wellness ～旅で美しく、健康になりたい～
(1)ウェルネスプログラム
健康が注目される今、「旅」と「健康」を繋げる新たなサービスを提供します。専用の
アプリを展開し、ホノルルマラソンなど JAL がハワイで協賛するスポーツイベントでご
利用いただけるおトクな特典に加え、健康的な日常生活を送ることでマイルをためら
れるなどの新たなマイレージサービスを提供します。
<提供開始日 ：2019 年 10 月（予定）>

(2)ハワイアクティビティ特典
JAL のマイルで、ハワイでしか体験できないウェルネスアクティビティを
ご利用いただけるようになりました。ヨガやカヤック、SUP(Stand Up
Paddleboard)、ハイキング等心身を元気にする沢山のメニューをご用意して
おります。
<提供中>

JAL HAWAII マイル特典：https://www.jal.co.jp/jalmile/use/hawaii/

Style 4 Flexible Worker ～働き方も自由にする旅～
(1)ワーケーションサポート
ワーケーションとは仕事（Work）と休暇（Vacation）を組み合わ
せた造語です。休暇先のハワイで仕事をするという新たな働き
方を取り入れることで、家族や友人とハワイで長くゆったり過ご
す旅が可能になります。
今回、8 泊以上の滞在で利用できるおトクな運賃や 5 泊以上
から利用出来る JAL 海外ダイナミックパッケージ商品（特典付
き）を新設しました。またホノルルのコワーキングスペース「Box
Jelly×The Company」でJALのマイルがたまる・つかえるように
なりました。ハワイにいながら電話・Wi-Fi・プロジェクタ環境を
備えたワークスペースをご利用いただくことで、新しいアイディ
アやイノベーションの創出を応援します。
<販売開始日 ：2019 年3 月29 日>
<提供開始日 ：2019 年3 月29 日>

運賃・JAL 海外ダイナミックパッケージ：http://www.jal.co.jp/inter/route/hawaii/styleyourself/
ハワイコワーキングスペース特典 ：https://www.jal.co.jp/jalmile/use/partner/boxjelly_hawaii/

(2)ブリージャーサポート
ブリージャーとは出張（Business）と観光（Leisure）を組み合わせた造語
です。出張前後に観光でハワイに立ち寄ることで、仕事もプライベートも
充実した旅が可能になります。たとえば、サンフランシスコ出張後に家族
とハワイで合流するなど、時間・費用の面から効率的にハワイ旅が実現
できます。今回、運賃ルールの改定により、北米行き運賃とハワイ行き運
賃を組み合わせてご利用いただけるようになりました。
<販売中> 運賃：
https://www.jal.co.jp/inter/route/hawaii/styleyourself/info/bleisure.html

【新しい旅の Style を体験できる 「JAL xR Traveler」＆「JAL 体験自販機」 】(*6)
新しい旅のStyleを身近に感じ、お客さまにとっておきのハワイ旅と出会っていただくため、「旅の試着体
験」ができるサービス「JAL xR Traveler」と現地ツアーをご購入頂ける「JAL 体験自販機」を開発しました。
最新のテクノロジーを活用したサービスをお楽しみください。
(*6)2019 年 3 月 26 日付プレスリリース 第 18161 号 『xR、IoT 技術を活用した「旅の試着」を提案』参照
URL:：http://press.jal.co.jp/ja/release/201903/005114.html

【ハワイ線サービスの更なる充実】
(1)「BEDD for Resort」に新たなシェフを迎え、機内食を一新
空の上のレストラン「スカイオーベルジュ BEDD(ベッド)」のスターシェフ、狐野
扶実子さんと生江史伸シェフによるオリジナルメニューを提供します。お好きなタ
イミングでお食事いただける JAL Luana Style を最大限に楽しんでいただくために
作られたスペシャルメニューをどうぞ体験ください。
<提供中.>

対象路線・クラス：成田発ホノルル線・コナ線 ビジネスクラス

(2)ハワイ特化型アプリ“HAWAIICO(ハワイコ)”がパワーアップ
ハワイへのご旅行をサポートするアプリ“HAWAIICO(ハワイコ)”にて、株式会社タウ
ン WiFi 協力のもと、フリーWi-Fi に自動で接続できるサービスを開始予定です。ハワイ
のショッピングエリアなどで、スムーズにフリーWi-Fi をご利用いただけます。
<提供開始日 ：2019 年夏（予定）>

HAWAIICO：https://hawaiico.net/app

(3) JALOALO カードプログラムのアプリ化
ハワイをおトクに楽しめる「JALOALO カードプログラム」が、更に便利にご利用いただけるよ
うになります。HAWAIICO アプリで JALOALO カードの受け取りが可能となり、レインボートロリ
ー乗車時や、その他交通・ショップ・レストランでの割引時にアプリ画面をご提示いただくと、こ
れまで同様のサービスが受けられます。
<提供開始日 ：2019 年 4 月下旬（予定）>

JALOALO カード：https://jal-cp.jp/jaloalo/

(4) JAL Wedding Dress BOX
ワタベウェディングと協力し、ウェディングドレスをご自身でハワイへお持ちになるお客さまへ、ゆとりあ
る梱包・綺麗な状態で大切なドレスをお運びするための専用の梱包ボックスを開発します。ご自身でお運
び頂く負担を軽減し、人生のかけがえのない最高の瞬間のために、安心感と快適性をご提供します。
利用条件 ：JALPAK とワタベウェディングの提携ツアーにお申し込みいただいた方
＊ワタベウェディングの店舗は都内の一部店舗、JAL 便は成田発ホノルル線限定予定
<提供開始日 ：2019 年 6 月（予定）>

本プレスリリースに関する情報は以下の JAL Web サイトにも記載しております。
URL: http://www.jal.co.jp/inter/route/hawaii/index.html

以上

