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ブーさんと現地リハーサルあり

〔開催時間〕 8：00pm～10：00pm
〔所要時間〕2時間　　〔会場〕ヒ・ミ・ツ{

〔参 加 費〕  ¥8,000-
〔定員〕25 名 ※定員になり次第締切

〔所要時間〕10分間　〔会場〕カカアコ
〔参 加 費〕  ¥5,000-　
〔最少催行人数〕10 名

〔所要時間〕10分間　〔会場〕カカアコ
〔参 加 費〕  ¥3,000-　
〔最少催行人数〕10 名

ウクレレピクニック・イン・ハワイの練習
Hula Show（CD音源）のリハーサル
IOLAN Iショッピング　コアロハウクレレ工場見学など
★ドーナツ・スナック・ドリンク付

〔開　　場〕2  /7（木）12：00pm
〔所要時間〕3時間
〔会　　場〕Odori-ko　アラモアナホテルから徒歩５分
〔参 加 費〕¥6,000-　
〔最少催行人数〕35 名　

〔開催時間〕2 /7（木）11：30am ～1：30pm
　　　　　　※お越しの順番でパフォーマンス、その後フリー
 〔会　　場〕IOLANIセンター（イオラニ＆コアロハ）
〔参 加 費〕¥1,500-　
〔最少催行人数〕35 名　

ホテルチェックインの待ち時間、美味しい料理と
ミスアロハのパフォーマンスやメレフラをお楽しみください。

下記よりご選択□してください。

□肉（ステーキ） □魚（銀鱈西京焼き）

S・M・L・LL サイズあり
〔価　格〕  ¥2,500-

〔デザイン〕皆様の名前が一つとなったイラスト
〔サ イ ズ〕  A4
〔価　　格〕  ¥1,000-

〔開催時間〕1：00pm～9：00pm
〔所要時間〕8 時間
〔参 加 費〕¥30,000-　
〔最少催行人員〕80 名

〔開催時間〕4：30pm ～ 6：30pm
〔所要時間〕2 時間
〔会　　場〕ポエポエハワイ
〔参 加 費〕¥20,000-
〔最少催行人員〕5 名

〔開催時間〕 ① 12：30pm ～ 2：00pm
　　　　　  ②   2 ：30pm ～ 4：00pm
〔所要時間〕1. 5 時間　
〔会　　場〕ポエポエハワイ
〔講　　師〕Gordon Mark, Dr.Trey, 
　　　　　 Kalei Gamiao, Brian Tolentino のいずれか
〔参 加 費〕¥5,500-　〔最少催行人員〕10 名

★植樹後は GPS ナンバー入りの証書がもらえ
　成長の過程を見守ることができます　
　ミニ観光付　ハワイ島往復航空費込み

〔開催時間〕８：３０am ～7：００pm
〔問 合 せ〕ポエポエ 03-3716-1339
〔所要時間〕10 . 5 時間　〔参加費〕￥45,000-

勝さんと現地リハーサルあり

全員ご参加

□
□

〔開催時間〕8：00am ～1：00pm
〔所要時間〕5 時間　　　　　　〔会場〕オアフ島内
〔参 加 費〕¥15,000-　〔定員〕限定 20 名

★1 曲ウクレレワークショップ付き
　ランチ BOX・デザート・飲み物・見学会場入場料込

✓

□□□□□□□□□□
□□□□□
※上記の空欄にハッキリとご記入下さい。
　英字・大文字小文字自由 15 文字以内 
　全てアルファベットに限ります。ニックネームなど  

※各オプショナルイベントは税込みとなっております。

ウクレレ持参

OP
下記の プランA  プランB から各1個以上、オプショナルイベントのご参加が必須となります。
ご希望のイベントにチェック　　をお願い致します。ご旅行代金と合わせてお振込ください。

 申し込み ※ご提出用

教室名 お名前

プラン

B
プラン

A
✓

オプショナルイベント 詳細

A6 ウクレレピクニック・イン・ハワイ2019
　　打ち上げPARTY

B4 高木ブーとウクピクハワイ本番で 
　　♪いい湯だなパフォーマンス

B5 ウクピクハワイ当日のステージで
　　♪ハワイさんを
　　勝 誠二と一緒に歌おう！ 

ハワイ文化ツアー・イン・ハレイワ

ポエポエハワイの人気講師 Kawena Mechler
★講師によるワーク曲（お手本）を各自撮影OK!

★神保 滋・HILO KUME ナビゲイトによるハレイワ観光付

ハワイで話題のサンドイッチ付！
★修了証

A3 ウェルカムカニカピラパーティー

A2 フラ ワークショップ

A1 ウクレレレッスン　

A4 ハワイ島でコア植樹（８日日帰り）

トップミュージシャンの演奏で、
メレフラを楽しみましょう♪ 

ハワイ文化ツアー
＜ハワイ・プランテーション・ビレッジ訪問＞
「ウクレレを生んだ移民の島ハワイ
 ～その歴史をめぐる」

神保 滋ナビゲイトA5 　

B3

B2 軽食＆パフォーマンス

B1 Keiko＆Jimbo演奏
　　MC太田 紀美子 

ウクレレピクニック・イン・ハワイ2019
オフィシャル記念Tシャツ

　 ウクレレミュージアムサポーター　
　 クリアファイルプレゼント

ランチメレフラライブ　ワークショップ

トップアーティストと過ごすスペシャルデイ！

ドネーション
ウクレレミュージアム設立のためご寄附いただいております

ちょっとここだけの話

スペシャルシークレットイベント！

激レア！！イベント

9（土）

8（金）

7（木）
2月

10（日）
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ブーさんと現地リハーサルあり

〔開催時間〕 8：00pm～10：00pm
〔所要時間〕2時間　　〔会場〕ヒ・ミ・ツ{

〔参 加 費〕  ¥8,000-
〔定員〕25 名 ※定員になり次第締切

〔所要時間〕10分間　〔会場〕カカアコ
〔参 加 費〕  ¥5,000-　
〔最少催行人数〕10 名

〔所要時間〕10分間　〔会場〕カカアコ
〔参 加 費〕  ¥3,000-　
〔最少催行人数〕10 名

ウクレレピクニック・イン・ハワイの練習
Hula Show（CD音源）のリハーサル
IOLAN Iショッピング　コアロハウクレレ工場見学など
★ドーナツ・スナック・ドリンク付

〔開　　場〕2  /7（木）12：00pm
〔所要時間〕3時間
〔会　　場〕Odori-ko　アラモアナホテルから徒歩５分
〔参 加 費〕¥6,000-　
〔最少催行人数〕35 名　

〔開催時間〕2 /7（木）11：30am ～1：30pm
　　　　　　※お越しの順番でパフォーマンス、その後フリー
 〔会　　場〕IOLANIセンター（イオラニ＆コアロハ）
〔参 加 費〕¥1,500-　
〔最少催行人数〕35 名　

ホテルチェックインの待ち時間、美味しい料理と
ミスアロハのパフォーマンスやメレフラをお楽しみください。

下記よりご選択□してください。

□肉（ステーキ） □魚（銀鱈西京焼き）

S・M・L・LL サイズあり
〔価　格〕  ¥2,500-

〔デザイン〕皆様の名前が一つとなったイラスト
〔サ イ ズ〕  A4
〔価　　格〕  ¥1,000-

〔開催時間〕1：00pm～9：00pm
〔所要時間〕8 時間
〔参 加 費〕¥30,000-　
〔最少催行人員〕80 名

〔開催時間〕4：30pm ～ 6：30pm
〔所要時間〕2 時間
〔会　　場〕ポエポエハワイ
〔参 加 費〕¥20,000-
〔最少催行人員〕5 名

〔開催時間〕 ① 12：30pm ～ 2：00pm
　　　　　  ②   2 ：30pm ～ 4：00pm
〔所要時間〕1. 5 時間　
〔会　　場〕ポエポエハワイ
〔講　　師〕Gordon Mark, Dr.Trey, 
　　　　　 Kalei Gamiao, Brian Tolentino のいずれか
〔参 加 費〕¥5,500-　〔最少催行人員〕10 名

★植樹後は GPS ナンバー入りの証書がもらえ
　成長の過程を見守ることができます　
　ミニ観光付　ハワイ島往復航空費込み

〔開催時間〕8：00am ～1：00pm
〔所要時間〕5 時間　　　　　　〔会場〕オアフ島内
〔参 加 費〕¥15,000-　〔定員〕限定 20 名

〔開催時間〕８：３０am ～7：００pm
〔問 合 せ〕ポエポエ 03-3716-1339
〔所要時間〕10 . 5 時間　〔参加費〕￥45,000-

★1 曲ウクレレワークショップ付き
　ランチ BOX・デザート・飲み物・見学会場入場料込

勝さんと現地リハーサルあり

全員ご参加

□
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□□□□□
※上記の空欄にハッキリとご記入下さい。
　英字・大文字小文字自由 15 文字以内 
　全てアルファベットに限ります。ニックネームなど  

※各オプショナルイベントは税込みとなっております。

ウクレレ持参

OP
下記の プランA  プランB から各1個以上、オプショナルイベントのご参加が必須となります。
ご希望のイベントにチェック　　をお願い致します。ご旅行代金と合わせてお振込ください。

教室名 お名前

プラン

B
プラン

A
✓

 お客様控え

オプショナルイベント 詳細

A6 ウクレレピクニック・イン・ハワイ2019
　　打ち上げPARTY

B4 高木ブーとウクピクハワイ本番で 
　　♪いい湯だなパフォーマンス

B5 ウクピクハワイ当日のステージで
　　♪ハワイさんを
　　勝 誠二と一緒に歌おう！ 

B2 軽食＆パフォーマンス

B1 Keiko＆Jimbo演奏
　　MC太田 紀美子 

ウクレレピクニック・イン・ハワイ2019
オフィシャル記念Tシャツ

　 ウクレレミュージアムサポーター　
　 クリアファイルプレゼント

ハワイ文化ツアー・イン・ハレイワ

ポエポエハワイの人気講師 Kawena Mechler
★講師によるワーク曲（お手本）を各自撮影OK!

★神保 滋・HILO KUME ナビゲイトによるハレイワ観光付

ハワイ文化ツアー
＜ハワイ・プランテーション・ビレッジ訪問＞
「ウクレレを生んだ移民の島ハワイ
 ～その歴史をめぐる」

ハワイで話題のサンドイッチ付！
★修了証

A3 ウェルカムカニカピラパーティー

A2 フラ ワークショップ

A1 ウクレレレッスン　

A4 ハワイ島でコア植樹（８日日帰り）

トップミュージシャンの演奏で、
メレフラを楽しみましょう♪ 

神保 滋ナビゲイトA5 　

B3

ランチメレフラライブ　ワークショップ

トップアーティストと過ごすスペシャルデイ！

ドネーション
ウクレレミュージアム設立のためご寄附いただいております

ちょっとここだけの話

スペシャルシークレットイベント！

激レア！！イベント

9（土）

8（金）

7（木）
2月

10（日）


