
フラ・ホオラウナ・アロハ
2018ツアー

￥290,000～
￥396,000（税込）
￥290,000～
￥396,000（税込）

ハワイで開催される
日本人のためのフラ･フェスティバル

ハワイで開催される
日本人のためのフラ･フェスティバル

10/11　122018年

・木 金
出
発

6～8日間/大人1名様

憧れのハワイのステージで、コナミスポーツクラブの仲間とフラを楽しみましょう！

ハワイとフラを楽しむ
イベントが満載！

コナミスポーツクラブのツアーコナミスポーツクラブのツアー つのポイントつのポイント33
デラックスホテルを選べる本場のフラ体験 トロリーバス券付



澁谷 真澁谷 真

フラ・ホオラウナ・アロハ 2018ツアー
日付 時間帯 食事スケジュール

10/11（木）

10/12（金）

10/13（土）

10/14（日）

10/15（月）

10/16（火）

20:00～22:00

20:00～22:00

12:00～18:00

18:00～21:00

7:00～11:00

9:00～15:00

9:00～15:00

15:00～19:00

各地よりホノルル空港へ

空路、ホノルル空港へ（到着後は上記参照）
午前～午後 ■ミニ･ホイケ

日付変更線通過 機内

機内

夕食

機内

ホノルル空港到着後、ホテルへ

午後 自由行動

午前 自由行動

午前～午後 自由行動 ワークショップやオプショナルツアーなどを
お楽しみください。

エキジビション参加者はリハーサル

アラモアナショッピングセンターへバスで移動

10:00 ～

8:00 ～

グループ毎に出場･観戦

■フラ・ホオラウナ・アロハ（コンペティション）

夕刻～夜 コナミスポーツクラブ参加者交流・
メレフラパーティ

■フラ･ホオラウナ･アロハ･エキジビション（ホイケ）

オリエンテーション、専用デスクのご案内
ホテルチェックイン（15時頃）

8日間・7日間コース

6日間コース

終日自由行動

ホノルル空港より各地へ7日間・6日間コース

8日間コース

10/17（水） ホノルル空港より各地へ8日間コース

機内10/18（木） 着後、解散8日間コース

ホノルル泊

ホノルル泊

ホノルル泊

ホノルル泊

ホノルル泊

ホノルル泊

別料金

■フラ･ホオラウナ･アロハ･パーティ

出発･到着の時間帯はご利用いただく航空便や交通事情･現地諸事情等により変更となる場合がありますので出発前にお渡しする
「旅行日程表」をご確認ください。

○旅行代金 （税込）

コース ホテル 千歳発（国内経由）
シェラトン・ワイキキ
プリンセス・カイウラニ

シェラトン・ワイキキ
プリンセス・カイウラニ
シェラトン・ワイキキ
プリンセス・カイウラニ

成田発（直行便） 関空発（直行便） 福岡発（国内経由）
10/11（木）発
7日間

346,000円 334,000円 358,000円 346,000円

10/11（木）発
8日間

318,000円 306,000円 330,000円 318,000円

10/12（金）発
6日間

384,000円 372,000円 396,000円 384,000円
356,000円 344,000円 368,000円 356,000円
330,000円 318,000円 342,000円 330,000円
302,000円 290,000円 314,000円 302,000円

◇エキジビション参加の場合､出演に必要なエントリー代（１グループ：45,000 円）・衣装代・生花代などが別途必要になります。
◇ミニホイケ参加の場合､出演に必要なエントリー代（１グループ：10,000 円）などが別途必要になります。

1. 往復の航空運賃　2. ホテル代（6日間は 4泊 / 7日間は 5泊 / 8日間は 6泊）　3. 空港～ホテルの往復送迎代　4. 夕食 1回（アロハパーティ）
5. ミールクーポン 1枚（朝食または昼食）　6. トロリーバス期間中乗り放題（ジャルパックレインボー）　7. イベントDVD（記念品）

■ 旅行代金に含まれるもの

日本国内における発着空港迄の交通費･宿泊費は各自負担になります。地方空港から羽田空港経由となった
場合は羽田・成田空港間の交通機関はお客様ご自身での手配･負担となります。（リムジンバス代は 3,100 円）

※千歳･福岡は経由となります。

※表示価格は全て税込（消費税 8％）

■ 出発地：成田、関空、千歳、福岡

■ 利用航空会社：日本航空（日本発着時）
■ 利用ホテル：　シェラトン･ワイキキ、シェラトン･プリンセス･カイウラニ
■ 添乗員：　　　なし｡現地係員が対応いたします。
■ 募集人員：　　100 名（最少催行人員 50名）
■ 申込締切日：　8月3日（金） ※エキジビションエントリー締切日：7月10日（火）

1. 日本国内空港施設使用料：成田空港 2,610 円 / 関西空港 3,040 円　2. 米国空港税：8,000 円　3. 燃油サーチャージ（往復）：
12,000 円（予定）※変動あり

■ 上記以外に必要な料金

※参加者交流メレフラパーティ：20,000 円
※１人部屋追加代金： 【シェラトン･ワイキキ】    104,000 円（6 日間）、130,000 円（7 日間）、156,000 円（8 日間）
　　　　　　　　　　【プリンセス･カイウラニ】72,000 円（6 日間）、　90,000 円（7 日間）、108,000 円（8 日間）
※延泊指定料金は１泊１室を２名または３名でご利用いただく場合のお１人様分になります。
※ホテルのアーリーチェックイン、航空機のビジネスクラス・プレミアムエコノミークラスの手配も可能ですのでお問合せください。
※他ホテルはリクエストに応じて手配可能な場合がありますのでお問合せください。

■ その他､旅行代金に関わるもの

宿泊ホテル

お申込方法

シェラトン･ワイキキ シェラトン･プリンセス･カイウラニ
ワイキキの真ん中にある立地抜群なホテル。
どこに行くにも
便利で､客室が
広く落ち着いた
雰囲気です。

ワイキキビーチの中央に建つ､ハワイ屈指
のデラックス
ホテル。施設･
設備も充実し
ており､安心し
てご滞在いた
だけます。

STEP･1 施設にて＜旅行申込書＞の受取り･提出

STEP･2 申込金 50,000円
のご入金

STEP･3 コナミスポーツクラブより案内書類を送付
※申込金の入金確認後､10 日以内にご自宅へ発送いたします。

フラ･ホオラウナ･アロハ  4日間の内容

10/12 金

10/13 土

10/14 日

10/15 月

ミニ･ホイケ
新たにスタートしたエキジビションの第２
ステージ。ワイキキの中心にあるロイヤル
･ハワイアン･センター内のステージ(ロイ
ヤル･グローブ)で踊っていただきます。
※10/11（木）出発の場合にご参加可能です。

エキジビション（ホイケ）
華やかなアラモアナショッピングセンター
内のステージで日頃の練習の成果を発表
しましょう。ハワイのクムフラから正式な
コメントをもらうことができます｡合間には
地元ハラウのフラや有名ミュージシャン
のライブなどもお楽しみいただけます。

参加者交流･メレフラパーティ
夕暮れ時の美しい景色の中でバンドの生
演奏をバックにフラを踊り､食事を楽し
みながら先生や仲間との時間を満喫いた
だけます。

コンペティション
由緒あるザ･ロイヤル･ハワイアンの中庭
「ココナッツグローブ」で行われる格調高
いコンペティション。ハワイの有名なハラ
ウによるカヒコパフォーマンスも堪能で
き、出場される方も応援の方も本場のフラ
に触れることができます。

ワークショップ＆ツアー
偉大なクムフラから、直接ハワイの文化を
学ぶことができるワークショップ。ハワイ
でしかうけることができない貴重な体験を
していただけます。

フラ･ホオラウナ･アロハ･パーティ
豪華ミュージシャンのライブによるメレフラパーティ。偉大なクムフ
ラやハワイのダンサー達と一緒に、食事をしながら最後の夜を楽しく
過ごしましょう。（シェラトン･ワイキキホテル内）

申込別途 エントリー代

申込別途 エントリー代

申込別途 参加費

申込別途 参加費


