
KAUAʻI MOKIHANA FESTIVAL
SEPTEMBER , 2020

￥231,800〜￥251,800
旅行代金：ハワイ6日間・7日間／大人お一人様[2名 または 3名様1室利用時]
空港施設使用料、空港保安料、国際観光旅客税 および 海外空港諸税、
燃油サーチャージ（￥12,000 / 2020.2月現在）が別途、必要となります。

現地にて “カウアイ モキハナ フェスティバル実行委員会（カ フラ ホアスタッフ）” がサポートします！！

A week-long celebration of Hawaiian culture, including educational 
lectures and music and hula competitions on the island of Kaua‘i.

カウアイ モキハナ フェスティバル 観戦 ＆ 参加ツアーカウアイ モキハナ フェスティバル 観戦 ＆ 参加ツアー

スケジュール内の国内空港・ホノルル発着時間は、2020年2月現在の国際線定期便 および 一部期間
のみ運航される準定期便や臨時便のフライトスケジュールに基づいています。また、上記時間帯以外
の臨時便を使用することがあります。必ず最終日程表にて確定便・時刻をご確認ください。

スケジュール・宿泊地

＜日付変更線通過＞
19:55 ～ 21:20 東京発

16:00 ～ 19:25 東京帰着

＜日付変更線通過＞

8:30 ～ 10:05 ホノルル着 / 入国手続き後、乗り継ぎ
　※ホノルルの空港にてスタッフがお出迎え後、カウアイへご案内します。9/23（水）

午前　ホテルチェックアウト ～  空港へ

Aコースの方　9:21～10:44 リフエ発　　　ホノルル経由

Bコースの方   12:35～16:05 ホノルル発

9/24（木）

9/25（金）

9/26（土）

9/27
（日）

9/29
（火）

11:31 ～ 12:45 ホノルル経由　　　　 12:42 リフエ（カウアイ島）着
送迎バスにてホテルへ ～ 自由行動

9/28
（月）

午前・午後　自由行動
夕方　KAUAʻI MOKIHANA FESTIVAL 観覧
　　　フラ コンペティション “ ソロ / グループ カヒコ ネイ ” カウアイ泊

カウアイ泊

午前・午後　自由行動
夕方　KAUAʻI MOKIHANA FESTIVAL 観覧
　　　フラ コンペティション “ グループ アウアナ ” カウアイ泊

午前　自由行動
午後　KAUAʻI MOKIHANA FESTIVAL 観覧
　　　フラ コンペティション “ ソロ アウアナ / フィナーレ ” カウアイ泊

午前　ホテルチェックアウト ～ 空港へ
9:21 ～ 10:44 リフエ発　　　　 9:59 ～ 11:22 ホノルル着
着後、送迎バスにてホテルへ ～ 自由行動

オアフ泊

A
4泊6日

B
5泊7日

9/28
（月）

9/27
（日）

ホテル ⇔ 会場送迎あり

Al o ha～Al o ha～

★旅行代金の一部は、Kauaʻi Mokihana Festivalを
　主催するマーリエ財団に寄付され、同Festivalの運営に
　活用されます。

ご希望のグループへは、カウアイ島内での
Huakaʻi（小旅行）のアレンジを承ります！
ご希望のグループへは、カウアイ島内での
Huakaʻi（小旅行）のアレンジを承ります！

おススメ！
カウアイ島を

知るチャンス！

＊＊＊ KMF オフィシャル アクセスツアー ＊＊＊

◆ 発着空港：成田国際空港・羽田国際空港　/　◆ 利用予定航空会社： ハワイアン航空
他空港（他都市）発着、追加国内線、延泊のホテルを含め、ご希望がございましたら裏面のお問合先にご連絡ください。

2020年9月23日（水）〜9月28日（月）6日間
2020年9月23日（水）〜9月29日（火）7日間 / 成田・羽田発着2020年9月23日（水）〜9月28日（月）6日間
2020年9月23日（水）〜9月29日（火）7日間 / 成田・羽田発着

<イベント企画> <ツアー企画・実施>

特典②特典② コンペティション出場エントリー手続き代行！コンペティション出場エントリー手続き代行！
特典①特典① ホテル ⇔ コンペティション会場 送迎あり！ホテル ⇔ コンペティション会場 送迎あり！

特典③特典③ 会場入場チケット（有料）購入手続き代行！会場入場チケット（有料）購入手続き代行！
特典④特典④ ホノルル滞在中 H.I.S. レアレアトロリー乗り放題！ホノルル滞在中 H.I.S. レアレアトロリー乗り放題！



◆ 旅行条件
【出発地】成田空港 / 羽田空港　【利用航空会社】ハワイアン航空（エコノミークラス利用）　【最少催行人員】20名様　【延泊】可（お問合せください）
【食事】なし（機内食を除く）　
【利用ホテル】カウアイ：アストン アイランダー オン  ザ ビーチ / ホノルル：シェラトン プリンセスカイウラニ、アラモアナホテル バイ マントラ（部屋指定なし）
【添乗員】なし（HISの現地係員がご案内 および カ フラ ホアのスタッフがサポートいたします）　【子供旅行代金】設定なし　【募集締切】2020年8月10日

◆ 利用予定ホテル（部屋指定なし）

◆ 旅行期間 ※7日間以上の延長も可能（要 延泊代金 お問合せください）

　A 2020年9月23日（水）～ 9月28日（月）4泊6日（6日間）
　B 2020年9月23日（水）～ 9月29日（火）5泊7日（7日間）　

※ 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（￥12,000  / 2020.2月現在）、空港施設使用料、
　 空港保安料、国際観光旅客税 および  海外空港諸税をHISにて別途、徴収させて頂きます。
※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あります。予めご了承ください。
※別途費用：渡航手続諸費用（ESTA代行登録手数料 等）、フェスティバル会場への入場券、個人的費用（海外旅行保険、手荷物超過料、
　 飲食・土産代 等）
※旅行の手配、催行、ツアーお申込み後の諸手続きは(株)エイチ・アイ・エスが行います。

◆ 旅行代金（成田・羽田発着 大人おひとり様 / 2名 または 3名1室利用）
　　・旅行代金に含まれるもの：エコノミークラス航空券 / ホテル代金 / 現地空港-ホテル間送迎

© MIKE TERUYA 2019© MIKE TERUYA 2019© MIKE TERUYA 2019© MIKE TERUYA 2019

宿泊ホテルイメージ

オアフ島
アラモアナホテル バイ マントラ

宿泊ホテルイメージ

オアフ島
シェラトン プリンセス カイウラニ

宿泊ホテルイメージ

カウアイ島
アストン アイランダー  オン  ザ  ビーチ

宿泊ホテルイメージ

◆ お申込みの際のご案内　※必ずご一読ください
●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（12,000円 ※2020年2月現在）、空港施設使用料・保安料[成田空港：2,610円]、国際観光旅客税[1,000円]および 現地出入国税[8,000円] 
をHISにて別途、徴収させて頂きます。●燃油サーチャージ、空港諸税の新設、税額の変更が生じた場合は徴収額が変更となり、追加徴収 または 返金となる場合があります。●出入国税などは毎週月曜日、三井住友銀行外貨現金販売
レートにより確定し、その週の水～火曜日まで摘要します（10 円未満は切上げ）。それ以降の為替変動による過不足については追加徴収返金はいたしません。予めご了承ください。●旅行代金は 2・3 名 1 室利用時の 1 名分の代金
となります。1 名様 1 室利用時は別途、一人部屋利用追加代金が必要となります。相部屋でのお申込みは受付けておりません。●行き・帰りの送迎を利用しないお客様のご予約は承れません。予めご了承ください。●現地連絡先の電話
番号は、ご出発前にお渡しする最終旅行日程表にてお知らせいたします。●幼児旅行代金の適用条件は、ご旅行帰国日までの年齢が 2 歳未満のお子様で航空座席、ホテルのベッド、お食事を必要としない場合に適用となります。
●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）の不備等には十分にご注意ください。お客様ご自身が確認され
ない場合は HISとしては責任を負いかねますのでご了承ください。●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。またパスポート有効残存期限は帰国時まで必要となります。別途、HISでも ESTA 代行登録を行っております。●ホテルチェックインの際、ホテル側より滞在中の補償としてクレジットカード もしくは現金にてデポジット（預
り金）を頂く制度があります（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にてご利用になられ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。●ホテルのお部屋は原則として2名
1 室にて利用。ベッドが2台のツインルーム もしくは ダブルベッド1台のいずれかとなり、3 名様にて一部屋をご利用の場合（但し、手配可能なホテルの場合）、2名部屋に簡易ベッドを入れご利用頂くため手狭になります。お部屋
のタイプによりバスタブが無く、シャワーのみとなることもございます。●航空便のお座席の事前リクエストはお受けできません。ご同行の方とお隣同士の座席にならない場合がございます。委託手荷物や機内持ち込み荷物への
大きさ・重量の制限がありますので、出発前にご確認ください。不明点はお問合せください。●こ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することがあります。また定員に達しない場合は有効期限後も継続して
販売することがあります。予めご了承ください。

旅行条件書（要旨）　お申込みの前に必ず旅行条件書（全文）をお読みください。

旅行契約の取消し日 取消し料
旅行開始日の前日から起算して 31 日以前
30 日前以降 ～ 3 日前以前
2 日前 ～ 旅行開始日
旅行開始後 または 無連絡不参加

無　料
旅行代金の 20％
旅行代金の 50％

  旅行代金の 100％

30 万円以上
15 万円以上 30 万円未満

15 万円未満

旅行代金の額 申込金（おひとり）
60,000 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

1.募集型企画旅行契約
この旅行はカ フラ ホア事務局（㈱ Respect the Hawaiian Culture）が企画、㈱エイチ・アイ・エス（以下、
HISと記載）が実施する旅行であり、お客様は HISと募集型企画旅行契約を締結することとなります。
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。
2.旅行のお申込みと契約の成立
既定の申込書へご記入の上、下記のお申込金をお支払い頂きます。HISが契約の締結を承諾し、
申込金を受理した時に成立いたします。

3.旅行の取消し（キャンセル）について
お客さまは次の取消料をお支払い頂くことで、いつでも旅行契約を解除できます。

4.その他
(1) コースに明示されていない場合はエコノミークラスを利用します。

（2) より安心してご旅行頂くために、ご旅行中の病気や事故・盗難に備えて海外傷害保険への
　　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.pubanzen.mofa.go.jp/

フェスティバルに
関するお問合せは… 080-2113-2553 または 045-511-8418 カ フラ ホア

事務局

<イベント企画> <ツアー企画・実施>

利用ホテル 発着地 旅行代金
成　田

成　田

羽　田
アストン アイランダー オン ザ ビーチ
　一人部屋追加代金：￥72,000 / 4泊

アストン アイランダー オン ザ ビーチ
　一人部屋追加代金：￥72,000 / 4泊
アラモアナホテル バイ マントラ
　一人部屋追加代金：￥18,000 / 1泊 羽　田

成　田

羽　田

アストン アイランダー オン ザ ビーチ
　一人部屋追加代金：￥72,000 / 4泊
シェラトン プリンセス カイウラニ
　一人部屋追加代金：￥19,000 / 1泊

￥231,800

￥246,800
￥231,800

￥249,800

￥248,800

￥251,800

日　程

カウアイ島
 4泊6日（6日間）

カウアイ島 4泊
+

オアフ島 1泊
 5泊7日（7日間）

A

B


