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ホノルル線の AMC 会員サービスがさらに充実
～特典航空券の提供座席数を拡大していきます～
～ハワイ滞在中のマイル活用メニューが大幅に拡充します～
～ワイキキの「T ギャラリア」から「アラモアナセンター」直行の無料電気バスで移動時間を短縮できます～

【URL】www.ana.co.jp/amc/hawaii/
ANA は 2019 年 5 月 24 日から成田=ホノルル線に導入する世界最大の旅客機エアバス A380 型機「FLYING
HONU」の就航に向けて、 ANA マイレージクラブ（以下、AMC）会員向けサービスをさらに拡充します。
AMC ハワイサイト「ANA HAWAii for AMC」を 2018 年 11 月 27 日に開設し、特典航空券やハワイのお得な情報
の取得はもちろん、以下のような滞在中のマイルを活用したさまざまなメニューの予約および決済などが当サイト
から可能となります。


エアバス A380 型機の就航により、現在ホノルル線で運航している機材の約 2 倍となる 383 席を備えたエコノ
ミークラスや、5 倍以上となる 73 席を備えたプレミアムエコノミーなど座席数が大幅に増え、特典航空券にてご
提供する座席数も拡大していきます。



24 時間ハワイを楽しんでいただくために、離島チャーターフライトや空港＝ホテル間の移動予約および決済、
「Ｔギャラリアハワイ by DFS」および「ABC STORES HAWAII」のショッピング商品券への交換など、ハワイ滞在
中のマイルを活用したさまざまなメニューを新たに追加します。
さらに、2019 年 4 月 20 日より、ワイキキの「T ギャラリア」から「アラモアナセンター」まで直行約 12 分で運行予

定の無料電気バス「ANA エクスプレスバス」がハワイ滞在中のスムーズな移動をサポートします。
ANA は驚き、感動、思わずシェアしたくなる、新たなハワイ体験の提供を目指してまいります。どうぞご期待くだ
さい。
AMC 会員向けの各種サービスメニューにつきましては、次ページ以降をご参照ください。
ＡＮＡ広報部 03-6735-1111 成田 0476-31-6007 羽田 03-5757-5548 伊丹 06-6856-0270 関西 072-456-7890

1．特典航空券の利便性向上について
（1）特典航空券の予約
 エアバス A380 型機の就航により、特典航空券にてご提供する座席数を拡大していきます。
 ワンランク上のおもてなしをお楽しみいただける国際線プレミアムエコノミーも特典航空券でのご利用が可
能になります。
※プレスリリース第 18-070 号（https://www.ana.co.jp/group/pr/201811/20181112.html）をご参照ください。
（2）特典航空券ご利用時における幼児の支払い方法拡大
 国際線の特典航空券をご利用時、座席を必要としない幼児（2 歳未満）運賃航空券をマイルにてお支払い
が可能となります。
 ご利用開始日 ： 2018 年 12 月 1 日（土）ご搭乗分～
 ご予約開始日 ： 2018 年 11 月 27 日（火）15：00 （日本時間)
 対象便 ： ANA グループ（ANA/エアージャパン）が運航するすべての国際線
 座席を必要としない幼児の必要マイル数 ： 同伴する大人の特典航空券に必要なマイル数の 10%
2．無料電気バスの導入について
 静かで環境に優しい電気バスを航空会社としてハワイで初めて導入します。
 電気バス「ANA エクスプレスバス」は人気拠点であるワイキキの「Ｔギャラリア」から「アラモアナセンター」を
ノンストップの片道約 12 分で運行し、お客様のスムーズな移動をサポートします。
 ANA 便をご搭乗の AMC 会員の方は皆様、無料でご利用可能です。
 ハワイでのショッピングやお食事など、滞在時間を十分に有効活用いただけるよう、始発はワイキキの「T
ギャラリア」を 9 時、最終発は「アラモアナセンター」を 21 時 45 分に設定します。
 座席の窓ガラスが開放型になっている為、ハワイの風を感じながらご乗車いただけます。
【車体デザイン（イメージ）】


運行開始日（予定） ： 2019 年 4 月 20 日（土）



対象者 ： ANA 便をご搭乗の AMC 会員



所要時間 ： 片道約 12 分



運行頻度 ： 15 分間隔



座席数 ： 31 席 ※立ち乗りも可能

【運行ルート】

アラモアナセンター

T ギャラリア ハワイ by DFS

3．ハワイ滞在中のマイル活用メニューの拡充について
24 時間ハワイを楽しんでいただくため、マイルを活用したホテルおよびレンタカーの予約および決済のサービス
に加え、以下のような新たなメニューも、今般新設する AMC ハワイサイト「ANA HAWAii for AMC」にてご利用いた
だけるようになります。
（1）「VELTRA」との連携による ANA オプショナルツアー
 2018 年 10 月 26 日より、世界各地の現地オプショナルツアー専門予約サイト「VELTRA」*を運営するベルト
ラ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：二木 渉）と連携し、オプショナルツアーをマイルにて
予約および決済が可能になりました。
 シャトルバスやタクシー、リムジンなど、旅のスタイルに応じたさまざまな空港送迎のプランをご用意してい
ます。
 人気レストランのルースズ・クリス・ステーキハウスをはじめ、多彩な飲食店の中からご予算に合うコースメ
ニューをお選びいただけるようになりました。
 2018 年 11 月 16 日より、人気ショップ「Ｔギャラリア ハワイ by DFS」および「ABC STORES HAWAII」の
ショッピング商品券に交換できるようになりました。カード式のため、スムーズなお会計が可能になりまし
た。
*：世界 130 カ国、計 10,000 商品以上を取り扱い
(2)離島チャーターフライト
 2019 年 2 月以降（予定）、株式会社 SKYTREK（本社：東京都港区、代表取締役社長：永堀 敬太）*が手配
するハワイ各離島へのチャーターフライト（最大 8 名様まで搭乗可能）をマイルにて予約および決済が可能
になります。また、タクシー等移動手段の手配など、お客様のご要望に応じて同社のリザベーションデスク
が各種手配も承ります。


専用車でダニエル・K・イノウエ国際空港へのお出迎えや、格納庫内にある専用ラウンジでおくつろぎいただ
けます。
*日本国内で小型航空機チャーターサービスを提供

*写真はイメージ

(3) ワイキキ・ショッピングプラザ内の「マハロラウンジ」
 2018 年 11 月 27 日より、ワイキキ・ショッピングプラザ内にある「マハロラウンジ」の受付カウンターでは、マ
イルにてアクティビティやレストラン、ショッピング商品券のお申込みが可能となります。
 2019 年春（予定）より、「マハロラウンジ」の面積を拡張しリニューアルオープンするとともに、マイルにてラ
ウンジの入室が可能となり、手荷物の一時預かり、傘のレンタル、ソフトドリンクのご提供、ラウンジ内無料
Wi-Fi などの各種サービスもご利用いただけるようになります。
【マハロラウンジ】


場所 ： ワイキキ・ショッピングプラザ 2 階



営業時間 ： 8：00～18：00



施設概要 ： 休憩エリア、更衣室、ロッカー、キッズスペースなど
※現在、ANA セールス主催のハワイツアーにご参加のお客様のみラウンジ
施設をご利用いただけます。

(4) ANA のショッピングサイト「A-style」
 2018 年 11 月 1 日より、スーツケースやパスポートケースなどのトラベルグッズを約 1,400 点取り揃えている
ANA のショッピングサイト「A-style」の商品を、マイルにてご購入いただけるようになりました。
 2018 年 11 月 27 日より、当サイト内の特設ページでは「FLYING HONU」のグッズをはじめ、ANA オリジナル
グッズやハワイ雑貨の販売を開始します。

4．その他サービスの拡充
(1) WEB クーポンサービス
 2019 年 2 月（予定）より、UniValue Creations LLC（本社：アメリカ合衆国ハワイ州、CEO：前田 恒） が発行
するハワイ No.1 掲載数を誇るクーポンマガジン「KAUKAU」の WEB クーポンサービスを開始します。
 「KAUKAU」に掲載されている人気ショップのクーポンに加え、AMC 会員限定クーポンもご用意します。
 紙のクーポンマガジンを持ち歩く必要がなく、スマートフォンでショップスタッフへクーポンをご提示いただく
だけで簡単、気軽にご利用いただけます。
(2) 海外レストラン予約サイト「グルヤク」と提携
 2018 年 9 月 6 日より、ANA マイレージモールに株式会社昭文社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：
黒田 茂夫）運営の海外レストラン予約サイト「グルヤク」*を追加し、当サイト掲載のレストランをご予約およ
びご利用いただくと、1 軒につき 100 マイルが貯まります。
*世界 120 都市、12,000 軒を超えるレストランを日本語で予約可能

以上

