
内　　　　　容日　　時

9/29（月）

成田空港集合

昼食付き 夕食付き

成田発　⇒　ホノルル着 ＜日付変更線通過＞

ホノルル空港到着後、バスにてワイキキへ（バス送迎）

ホテルチェックイン

17:00

15:00

19:30
~22:00

8:30
~10:30

10:30
~14:00

13:30
~17:00

アウトリガーリーフホテル内
「ショアバード」でディナーパーティ（飲物別）

9/30（火）

朝食と昼食は各自でお楽しみください

１．すべてのパーツをサンドペーパーで磨きます。
２．ネック部分をボディー部分に糊付けします。
３．さらにサンドペーパーで仕上げます。
４．コアロハスタッフがすべて確認し、最終段階の
　　作業はコアロハスタッフにより行います。

12:00 ホテル発　⇒ 「コアロハ」工房へ（専用車送迎）

ウクレレ作り１日目

後片付け後、ホテルへ（専用車送迎）
　○ホテル到着後はフリータイム

10/1（水）

朝食は各自でお楽しみください
11:30 ホテル発　⇒ 「コアロハ」工房へ（専用車送迎）

コアロハ工房にてランチボックスの昼食付

手作りウクレレ完成後、ハーブ・オオタJr のワークショップ
コアロハ工房にて手作りウクレレ完成BBQパーティー

（夕食、ソフトドリンク付き）
ハーブ・オオタJrによるツアー参加者限定ミニライブ

19:30頃 ミニライブ終了後、ホテルへ（専用車送迎）

10/2（木）

朝食は各自でお楽しみください
10:00 アロハシャツの老舗ブランド「イオラニ」へ（専用車送迎）

人気フラダンサーのサラ・カマレイ・ノイルによる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 フラソングレクチャー
イオラニ工房にてアロハシャツ製法見学
　○見学後はフリータイム
イオラニ近くのアラモアナセンター散策などして頂きながら
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご自身でホテルへ

10/3（金）

10/4（土）

ホテル発　⇒　ホノルル空港へ（バス送迎）
ホノルル発　⇒　成田着

成田空港到着後、解散となります

ツアースケジュール

※旅行代金には燃油サーチャージが含まれておりません。
　旅行代金の他に、燃油サーチャージ（32,000円 ※2014年5月現在）、
　空港施設使用料（2,090円）、空港保安料（520円）、ハワイ出国税（6,4
　00円）が別途必要となります。予めご了承ください。

※下記スケジュールは2014年5月現在のものです。各諸事情により予告なく変更となる
　場合があります。予めご了承ください。※写真は既製品

　イメージです。

Special Program Tour

Tour Point1

Tour Point2

Tour Point3

コアロハウクレレ・ハンドメイキングツアーあなた
だけの

日本初！ハワイの３大ウクレレブランドのひとつ「コアロハ」とのコラボレーションで実現しました！

コアロハ工房でコアウッドの本物のウクレレ（ソプラノ）作りを体験！
そして作ったウクレレはもちろんプレゼントします。

人気のウクレレブランド「コアロハ」で、プ
ロの職人のアドバイスのもとコアウッドを使
った本物の、自分だけのウクレレを作ること
ができます。もちろん職人がきちんと完成ま
でお手伝いしますのでご安心下さい。

創業60年、アロハシャツの
老舗 “イオラニ” の工場見学。

 そして、更に！

あのマノアDNAファミリーがプロ
デュースするハワイの老舗アパレ
ルブランド「イオラニ」の工場で、
アロハシャツが完成するまでの製
作工程を、今回は特別に見学して
いただくことができます。

フラの世界でも注目を集めているサラ・カマレイ・ノイル
から本場のフラソングを学ぶ。

日本のイベントでも優雅なフラを披露している実力派ダンサー サラ・カマ
レイ・ノイルから直接フラソングについてレクチャーが受けられるのもこ
のツアーだからこそ。

ウクレレ愛好家あこがれの “ハーブ・オオタ Jr” との交流。

手作りウクレレ完成後、ハーブ・オオタ Jr の
ウクレレ・ワークショップ＆ツアー参加者限
定ミニライブを開催！プロのテクニックを、
たっぷりとご堪能ください。
コアロハ工房でのBBQで交流・セッションも。
演奏上達の秘訣を伝授してもらえるかも!?

ハーブ・オオタ Jr

ミュージシャン。1970年ハワイ州ホノルル生まれ。
父はウクレレ界の巨匠“オータサン”ことハーブ・オオタ。

Profile

Profile

サラ・カマレイ・ノイル

オアフ島出身のフラダンサー。
日本でも数々のハワイイベントで活躍中。

５．弦を張ります。
６．手作りウクレレの完成です。

ウクレレ作り２日目

ホノルル泊

ホノルル泊

ホノルル泊

昼

昼

夕

夕

夕

ホノルル泊

機　中　泊 ＜日付変更線通過＞

お一人様 旅行代金

ウクレレの完成後にサウンドホールをくり貫いた板に
お名前を刻印して「ネームタグ」として

ツアー参加者全員にプレゼント
うれしい

特典

出発日 ／ 2014 年 9月 29日（月）

６日
間

泊４
ホノルル



お問い合わせ・お申し込みはお電話で

月～金曜　9 : 30 ~ 17:30
定  休  日　土・日曜・祝日

営業
時間

03-3595-7850

旅行条件

ウクレレ作りに関する諸注意

旅行代金

［利用予定航空会社］デルタ航空、中華航空、日本航空、全日空、ユナイテッド航空、大韓航空の
　　　　　　　　　  いずれか（指定不可／エコノミークラス）
［利用予定ホテル］　  エコノミークラスホテル
　　　　　　　　　  （ワイキキサンドヴィラ、アンバサダー、マイレスカイコート、ワイキキゲー
　　　　　　　　　　トウェイのいずれか指定不可／眺望指定なし）
［食事］　　　　　　  昼 1 回　夜 2回
［添乗員］　　　　　  なし　※現地係員とハーブ・オオタJrのジャパンマネージャーがご案内いたします。
［参加募集人数］　  　30 名様（最少催行人数 20 名様）
［延泊］　　　　　　  不可
［子供代金］　　　　  設定なし
［募集締切］　　　　  2014 年 7 月 25 日（金）

大人お一人様／ 2名 1室利用時

（一人部屋追加料金：30,000円／4泊分）

ご注意とご案内 ※必ずお読みください。

※必ずお読みください。

●本ツアーは手作りウクレレの体験を目的としているため、一定の手作業が日程中に含まれております。安全に作業していただけるように十分配慮しておりますが、万一の怪我
　に備え、旅行傷害保険への加入とお申込みの際には、旅行参加申込書の他に承諾書にご署名をいただきます。予めご了承ください。
●手袋は支給いたしますが、汚れてもよい服装での作業をお願いいたします。
●お客様ご自身がウクレレを製作するため、完成後の「コアロハ」のアフターケアサービスは出来ません。予めご了承ください。
●手作りウクレレ完成後は、日本に持ち帰れるように箱に入れて納品いたします。専用ケースが必要な方は別途ご用意ください。

1.  募集型企画旅行契約

この旅行は、株式会社コンパクトシークが企画・実施す
る旅行であり、お客様は、当社と募集型企画旅行を締結
することになります。旅行契約の内容・条件は、別途お
渡しする旅行条件書（全文）、ご出発前にお渡しする最終
旅行日程表（確定書面）によります。
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旅行代金には燃油サーチャージが含まれておりません。旅行代金の他に、燃油サーチャージ (32,000 円 ※2014 年 5 月現在 )、空港施設使用料 (2,090 円 )、空港保安料 (520 円 )、
ハワイ出国税 (6,400 円 ) が別途必要となります。
空港諸税の新設、および税額の変更が生じた場合は、徴収額が変更となる場合がございます。
スケジュール時間帯以外の臨時便を使用することがあります。必ず最終日程表で確定便・時刻をご確認ください。
日本国内空港までの交通手段はお客様ご自身の負担となります。
ホテルチェックインの際に、ホテル側から滞在中の保証としてクレジットカードもしくは現金でデポジッ卜 ( 預かり金 ) をいただく制度がございます ( 金額はホテルにより異
なります )。デポジットはお客様がお部屋でご利用になったものにあてられますので、チェックアウト時にまとめて精算・返金されます。
ツインベッドルーム ( ベッド 2台 )、ダブルベッドルーム ( ベッド 1台 ) の指定はお受けいたしかねます。
航空便の座席について窓際、通路側のご希望はお受けできません。航空便の座席配列によりグループまたはカップルの場合でも隣り合わせにならない場合がございます。
サーフボード＆ゴルフバッグを持参される方は航空会社により持込ができない場合や、手数料がかかる場合がございます。ハワイにて購入し日本に持ち帰る方もご注意が必
要です。詳細に関しましてはお問い合わせください。また、現地送迎の際も別途追加手数料がかかります。
行き・帰りの送迎を利用しないお客様のご予約は承りません。
こちらのツアーは満席などの理由により募集期間内でも販売を終了させていただくこともございます。また定員に達しない場合は有効期限後も継続して販売をすることがご
ざいます。
本ツアーに関するすべてのイベントの模様は写真・映像資料・商品として使用する場合がございます。また、テレビ、雑誌などのメディア取材、WEB サイト、ツアーパンフレッ
ト等に掲載される場合がございます。この場合の肖像権の使用につきましてはイベントの内容を包含するものとして、すべて主催者 ( イベント企画 ) に帰属します。予め肖像
権の放棄をご了承ください。
アメリカ合衆国へ渡航される日本国籍のお客様は、帰国日まで有効期間を有するパスポートが必要となります。パスポートの残存有効期限の不足、および査証 ( ビザ ) の不備
等には十分ご注意ください。お客様ご自身がご確認されない場合は、当社としては責任を負いかねます。
日本国籍ビザ (査証 )なし渡航条件：2009年 1月 12日以降、日本国籍の方はアメリカ入国の際にESTA(アメリカ電子渡航認証システム )の登録が必要となります。またパスポー
卜有効残存期限は、帰国時まで必要となります。

268,000円

※旅行代金には燃油サーチャージ（32,000 円／ 2014 年 5 月 1日現在。変動の可
　能性あり）が含まれておりません。旅行代金の他に、燃油サーチャージ、空港
　施設使用料、空港保安料およびハワイ出国税が別途必要となります。
※空港諸税の新設、および税額の変更が生じた場合は、徴収額が変更となる場合
　がございます。予めご了承ください。
※お一人様参加の場合は、別途一人部屋追加代金が必要となります。（相部屋不可）

旅行条件書（要旨） ※お申し込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

3.  取消料

お客様は次の取消料をお支払いいただくことで、いつでも旅行契約を解除できます。

※特定日：4/27 ～ 5/6、7/20 ～ 8/31、12/20 ～ 1/7
4.  その他

（1）コースに明示されていない場合、エコノミークラスを利用します。
（2）より安心してご旅行いただくために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外
　　傷害保険のご加入をお勧めします。
（3）渡航先の「海外危険情報」をご確認ください。
　　海外安全ホームページ　http://www.anzen.mofa.go.jp/

2.  旅行のお申し込みと契約の成立

当社所定の旅行申込書にご記入のうえ、下記申込金を添
えてお申し込みいただきます。電話でお申し込みの場合、
当社が予約の承諾を通過した日から起算して 3 日以内に
申込金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約
の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立いたします。

旅行代金の額

20万円以上

15万円以上20万円未満
10万円以上15万円未満

10万円未満

50,000円以上旅行代金まで

40,000円以上旅行代金まで
30,000円以上旅行代金まで
20,000円以上旅行代金まで

申込金（お一人様）

旅行契約の取り消し日

旅行開始日の前日から起算して
40日前～31日以前
30日前以降～3日以前
2日前～旅行開始日

旅行料金の10% 無料

旅行料金の20%
旅行料金の50%

特定日に開始する旅行 特定日以外に開始する旅行

旅行開始後または無連絡不参加 旅行料金の100%

受託販売
旅行業者　　株式会社アクセス

所在地　　　〒100-0011　東京都千代田区内幸町2-2-3
　　　　　　　　　　　　日比谷国際ビルB1

旅行業者　　東京都知事登録旅行業第3-6467
登録番号　　日本旅行業協会賛助会員

総合旅行業　牧野由美
取扱管理者

※総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。 旅行契約に
　関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、遠慮無く表記の取扱管理者にお尋ねください。

FAX　　03-3595-7822
E-mail　info@access-jp.jp

HP　http://tabilabo.jp/
たびラボ

旅行企画・実施
旅行業者　株式会社コンパクトシーク

所在地　　〒107-0062 東京都港区南青山4-1-12

旅行業者　観光庁長官登録旅行業第1898号（第1種）
登録番号　日本旅行業協会正会員




