
オンラインハワイフェス2020　出展者様一覧 2020/9/4

テーブルNO
フロア-テーブル

番号
出展者名 業種 活動拠点地 紹介文 紹介文（補足）

2-1 Anne's Hawaiian Quilt ハワイの伝統文化と伝統工芸 オアフ島

アンのハワイアンキルトでは伝統的なハワイアンキルトを紹介しています。ハワイアンキルト
は、ただの手芸ではなく、ハワイという特別な場所での、特別な文化、土地、歴史、生活の
証。上手な作り方よりも先に、ハワイの文化、土地、歴史などすべての要素を勉強し、キルト
に反映することをモットーにしています。

12:00-13:00 伝統的なハワイアンキルトの紹介　13:30-14:30 ア
ンのハワイアンキルトの作品紹介　15:00-16:00 ハワイで歴史的
なハワイアンキルトを見ることのできる場所の紹介　16:30-17:00 
伝統的なハワイアンキルトの紹介

2-2 Hawaiian SHOCHU Company 
（ハワイアン焼酎カンパニー）

酒造業 オアフ島 オアフ島ノースショアにてハワイ産のサツマイモを使って芋焼酎「波花」を製造しています。

2-3 レイハワイ不動産 Lei Hawaii Realty Inc. オアフ島
ハワイでまた癒されたい。ハワイらしい癒しの宿を提供します。またハワイ不動産を購入し
て、自分だけの別荘、そして運用もしたい方はレイハワイ不動産まで

ハワイの不動産購入、そして宿泊、改装など質問にお答えさせ
て頂きます！

2-4 Jalpak international hawaii inc. 旅行会社 オアフ島, ハワイ島, モロカイ島

当社はＪＡＬＰＡＫのハワイ法人として営業させていただいております。ワイキキにオフィース
１か所とラウンジを４か所、ハワイ島に１か所のラウンジを持ちお客様の受け入れを行って
おります。当日はｏｎｌｉｎｅでの会話や映像などでハワイの良さをお伝えできればと思っており
ます。よろしくお願いします。

2-5 B.Nature(ビーナチュール） ウェディングプロデュース会社
オアフ島, ハワイ島, マウイ島, 愛
知、岐阜、三重、静岡、大阪、千

葉、京都

”それぞれの新郎新婦にとって最高の結婚式を創る”という理念のもと、ハワイで1組1組に
合ったオーダーメイドのウェディングをプロデュースしています。「ハワイで挙式したいけど、
どうしたらいいかわからない」という方に向け、結婚式準備の第一歩を踏み出すお手伝いが
できればと思っています！またwithコロナ対策についてもアドバイスします！一緒に夢のハ
ワイウェディングを実現させましょう！

2-6 ALOHAマンガ アート・アート関連セミナー オンラインで世界中どこでも

ALOHA！私たち【ALOHAマンガ】はマンガ教室やオリジナルキャラ制作をやっている会社で
す。今回のフェスのタイトルロゴやオフィシャルトートバッグのデザインを担当しました。当
ブースではALOHAマンガオリジナル『ハワイアンキャラ占い』を用意しました！質問に答えて
いくとあなたが何タイプかわかっちゃう？！キャラ占いで出たキャラクターの待ち受け画像を
プレゼントいたしますので、お気軽に遊びに来てください♪

2-7 HAWAII MAKOA ハワイマコア ゲストハウス、ツアー会社 ハワイ島
ハワイ島の大自然の中、オフグリッドにあるエコでロハスな癒しの宿HAWAII MAKOA ハワイ
マコアをご案内します。当日は、１２時ー１時バーチャルツアーも行います！！

日本時間１２時ー１時　HAWAII MAKOA ハワイマコア＊バー
チャルツアー

2-8 ALOHA MY HOME バケーションレンタル、小売販売 オアフ島

ハワイに暮らすように過ごせる、ワイキキにあるALOHAインテリアなバケーションレンタル
『ALOHA MY HOME』
これからのハワイの過ごし方、ポイントなどハワイ在住者の目線でご紹介！
また、お越しいただいたお客様にバーチャルハワイツアーのディスカウントチケットが当たる
プレゼントキャンペーンやハワイのローカルサポートグッズのご紹介、サンライズシェルのそ
の場で見てオーダーできるオンライン販売など、今色々企画しています💛💛

2-9 星野リゾート　サーフジャック 
ハワイ①

ホテル オアフ島

ワイキキを満喫する、レトロ・ブティックホテル。利便性の高いワイキキの中心地に位置し、
ビーチやショッピングエリアに徒歩でアクセスできます。館内は1960年代のミッドセンチュ
リーハワイを感じるレトロな雰囲気。親近感がわく、オハナフレンドリーなサービスでワイキ
キを満喫する滞在を演出します。当日はホテルの紹介、また将来のご滞在にむけてのご質
問・ご相談コーナー等を予定しております。「気分はすっかりサーフジャック」になれるように
オリジナルバーチャル背景画像を配布します。ぜひご気軽にお立ち寄りください！

2-10 星野リゾート　サーフジャック 
ハワイ②

ホテル オアフ島

ワイキキを満喫する、レトロ・ブティックホテル。利便性の高いワイキキの中心地に位置し、
ビーチやショッピングエリアに徒歩でアクセスできます。館内は1960年代のミッドセンチュ
リーハワイを感じるレトロな雰囲気。親近感がわく、オハナフレンドリーなサービスでワイキ
キを満喫する滞在を演出します。当日はホテルの紹介、また将来のご滞在にむけてのご質
問・ご相談コーナー等を予定しております。「気分はすっかりサーフジャック」になれるように
オリジナルバーチャル背景画像を配布します。ぜひご気軽にお立ち寄りください！

2-11 Iruka Hawaii ツアー催行会社 オアフ島, ハワイ島

アロハ精神の脈打つハワイにて、美しい景色と海を背景にイルカやマンタ、人気のカメと
シュノーケリングを楽しむツアーです。”大自然から学ぶ”をコンセプトに、自然をキャンパ
ス、イルカやマンタを先生、ご参加者を生徒さんという形で、ハワイやイルカ、マンタの豆知
識なども勉強しながらツアーをお楽しみいただいております。ツアーのご紹介やツアーに関
するご質問にお答えします。期間限定のお得なキャンペーンを行います。

3-1 STUDIO RIM HAWAII メディア
オアフ島, ハワイ島, カウアイ島, マ

ウイ島, モロカイ島, ラナイ島

ハワイから様々な最新情報やDEEPな話題を日本へ向け、ラジオ、SNS、雑誌を通じてコン
テンツ配信しているスタジオリムハワイです。リスナーさんとの集いの場を楽しみたいと思い
ます。

スタジオリムハワイブースに入店される方の人数は常時４名の
ため、滞在時間の制限を加えさせて頂く事があるかもしれませ
ん。予め、ご了承くださいませ。今、参加できますよ！というフェ
ス内チャットでご連絡することもあります。

3-2 MY Essence Hawaii, LLC セラピスト・デザイナー オアフ島

「アロマ調香デザイナーのMaruです。ハワイの香りをお届けします。アロマセラピストとして
約20年、ハワイでのサロン経営11年の経験を元に、ハワイならではの植物をご紹介したり、
ハワイを感じていただける香りのお話を多くの皆様とできたら良いなと思っています。当日
は、「ハワイの香り」特典をご用意してお待ちしております！！お気軽に遊びにいらしてくださ
い。」

3-3 Ribbon Education 通訳・ハワイ留学・教育旅行 オアフ島, ハワイ島

リボンエデュケーションは、ハワイで２５年以上の教育プログラム企画・運営の実績があるリ
ボンプロダクションの個人留学部門です。スタッフ全員海外への留学経験があり、現在はハ
ワイで通訳としても活動している心強いスタッフがハワイの高校や大学への留学を親身に
なってコンサル・サポートします。グローバル市民への第一歩をお手伝いします。

3-4 Lokahi Yoga Hawaii ヨガインストラクター オアフ島

ハワイよりヨガをお届けします。鳥の声や椰子の木を背景に簡単なヨガをオンライン状でも
充分楽しめることを体験してみませんか？　ハワイの風をお届けします！　当日ブースにお
越し頂いた方には毎週日曜日に開催しているオンラインヨガクラスでの特別クーポンをプレ
ゼント致します。

12:10〜12:40 ハワイからヨガをお届けします (質疑応答時間もあ
り) 13:00〜13:30 ハワイからヨガをお届けします (質疑応答時間
もあり)

3-5 サポート・アロハ（ハワイ応援
プロジェクト）

観光系マーケティング会社 オアフ島
ハワイへの観光客激で経済的に大きなダメージを受けているレストランやお店などを支える
「#SupportAloha（サポート・アロハ）」は、お店のロゴグッズをオンラインで販売し売り上げの
一部をお店に還元するチャリティー支援型プロジェクトです。

ブースでは、最近のワイキキの最新情報やサポートしているお
店のロゴグッズなどをご紹介します。ハワイの近況などについて
もお答えいたしますので、お気軽にお立ち寄りください。皆さん
が、応援したいお店、大好きなお店などがあればロゴグッズを
作ってもらえるよう交渉いたしますのでご希望、情報などお知ら
せください。

3-6 フラ・ホオラウナ・アロハ日本
事務局

フライベント オアフ島

フラ・ホオラウナ・アロハとは、フラ発祥の地、ハワイで開催されるフラだけのフェスティバル
で来年20周年を迎えます。今年10月の開催はコロナウィルスのため中止となりましたが、来
年度ご参加にご興味のある方に大会のイメージ、詳細などをご説明させていただきます。昨
年度イメージムービーもありますので、是非お立ち寄りください。

3-7 Coradorables ファッション業界 オアフ島

コラドラブルズは、デザイナーの洋服やアクセサリーを含むブティックレベルでかつ、家族で代々着る
ことの出来る、楽しく明るいリゾートウェアを,
お手頃価格で作成しております。子供服を中心に、お父さんやお母さん、家族みんなでマッチングし
て着られる、男性用・女性用も作っています。

全ての商品は私達、”ハパ・オハナ” (ハワイ語でハパは半分、オハナは家族)が、ハワイのホノルル
でデザインされ作成してます。

時代や流行に左右されることなく、いつでも着られる洋服、そして質が良く、長持ちする製品を作るこ
とが弊社の誇りです。それぞれのお洋服は弊社のためだけにカスタマイズされたスタイルと、手で一
枚一枚セレクトされた生地を使用し、手作業で仕上げております。

各コレクションとその商品は、ほとんど全てが一点ものです。
弊社はエシカルソーシング、倫理的調達に基づき、全員が満足できるように事業を行っています。私
達は世界に存在しているという自覚を持ち、ファミリーブランドとして二酸化炭素排出量を最小限に抑
えかつ、無駄を出さないよう、私達を取り巻く環境に対し責任を持って事業を行っています。
力強い商品は、いろんなところで沢山の人を元気にし、前向きにしてくれるので、製品の質や可愛ら
しいスタイル、洋服が生み出す感情を私達は信じております。また、常に忍耐力と目的を持ち前に向
かって進んでいます。(ハワイ語でIMUA/イムアと言います)
私達は、コラドラブルズオハナ (オハナはハワイ語で家族)です。
弊社ブランドはオハナからアイディアを受け、デザインされ、運営しております。
私達、コラドラブルズオハナへようこそ！Aloha & Mahalo.

3-8 Plus Pono オンラインサロン オアフ島

ハワイウェディングでのビデオ撮影と日本人学生をハワイ短期留学サポートの二つの経験
を合わせたハワイオンラインアカデミーを設立。充実した生活を送るためのヒントをテーマに
世界どこからでも参加可能。オンラインハワイフェスに参加した方のために特別なハワイ動
画を用意しています。気楽に遊びに来てハワイの話をしましょう。

3-9 Casa Della Dolce Vita Hawaii
Homestay　＆　English and Cooking 

lessons
オアフ島

ハワイオアフ島で「シェフ宅にホームスティ」というホームスティしながら料理と英語を学ぶユ
ニークなプログラムを主催しております。手作りの自宅はフランキーが10年かけて夢を形に
したものです。See you soon!

12 p.m. - 1 p.m. （5 p.m.）　乾杯＆キッチンからご挨拶
1p.m. - 2 p.m.　（6 p.m.）　クッキングデモンストレーション
2 p.m. - 3 p.m. （7 p.m. ）うちのバーチャルツアー＆サンセット
3 p.m. - 4 p.m. （8 p.m.）　質問等



3-10 くじら倶楽部 タイムシェアリセール オアフ島
くじら倶楽部は、ハワイのタイムシェア仲介専門会社です。ヒルトン、マリオット、ディズニー、
ウィンダムと言ったハワイのタイムシェアリゾートを中古市場で購入あるいは売却するサ
ポートを行っています。

出店時間：12:00～16:00 
以下の時間帯でプレゼンテーション並びに質疑応答＆交流会を
行います。
①12:10～13:10 タイムシェアの売却の方法と相場
②13:30～14:30 タイムシェアのメリットと使い方セミナー
③14:50～16:00　タイムシェア再販物件の賢い買い方セミナー

3-11 Halepuna Waikiki by Halekulani Hotel オアフ島

ハワイ語で館を意味する“ハレ”と、泉の“プナ”。
泉が湧き出るかのごとく、ここで過ごすひと時が、楽しい発見と心からのくつろぎに満ちたご
滞在になりますように。
その想いを込めて、古代ハワイの人々がくつろぎ、社交を楽しんだ、かつての楽園ゆかりの
地にともに建つ、
“天国にふさわしい館”ハレクラニのレガシーとともに、今にふさわしいラグジュアリーのご提
案へ。

アクティブで社交的、モダンでありながら、シンプルにくつろげる居心地のいい空間と、ゲスト
一人ひとりに寄り添う、パーソナルなサービスでお迎えする、“House of Welcoming Water” 
ハレプナ ワイキキ バイ ハレクラニ。
ハレクラニブランドがお届けする、ラグジュアリーライフスタイルホテルで、まったく新しいワ
イキキエクスペリエンスをお楽しみください。

4-1 Honulea Hawaii 宝石・装飾品販売 オアフ島

Honulea Hawaiiは上質な天然石を使い、オーナーミアがカスタムするパワーストーンブレス
レット専門店です。

生きていると沢山の悩みや苦悩があります。その悩みや苦悩は、少しの後押しや励ましで
いい方向に向かうことがあります。
ミアの第六感は石から出る波動を読み取り、相手の思考、今現在の感情を画面越しに感じ
る事が出来ます。
オーナーミアとマイケル夫婦は今まで日本、アメリカを含め、他7か国で数百人以上の人の
悩みを解決、人生をいい方向に導いてきました。
 
今回のハワイフェスティバルでは、人生相談にサックっと答えていこうと思います！

4-2 Lei pilina / kāua production 
Hawaii

サービス・イベント オアフ島

Aloha! 私達は日本からハワイにいらっしゃるフラダンサーの皆様に生花のレイやフラのワー
ク等、多岐にわたりお手伝いさせて頂いております。今回はノースショアのカメハメハスクー
ル私有地内でのフラレッスン、レイメイキングなどができるツアーをご紹介したいと思ってお
ります。エクスクルーシブなツアーですのでぜひブースにお立ち寄りください。Mahalo

Lei pilina ハワイのyoutubeもぜひご覧ください。
13:00-13:30
フラダンサーのためのハワイでのレイオーダー

14:00-15:30
ハワイの事なんでも質問コーナー
(私達ハワイのyoutubeもやっています)

14:45-16:00
フラグループの方のためのディープなフラツアーのご紹介
https://www.youtube.com/channel/UC1cbyY-
TLmN5Q2xQwBKEJ9A

4-3 フレヴィウェディング ウェディング＆イベントプロデュース オアフ島, ハワイ島

ハワイファンの皆様　初めまして。弊社フレヴィウェディングはオアフ島、ハワイ島を中心に
本物の教会、ビーチ、邸宅、牧場などを貸し切りにしたプライベート感溢れる結婚式をご提
案しております。
今回ブースにお越しいただきました方、およびご紹介を頂きましたカップルの皆様にささやか
な特典をご用意しております。

4-4 Plan Z
ビジネスコーディネーター＆メイド・イ

ン・ハワイサポーター
オアフ島

ハワイ在住アーティスト＆デザイナーをサポートをするために、ホノルル在住Yuriko Galura
が2011年に立ち上げた会社です。そして、心からメイド・イン・ハワイを応援しています。コロ
ナ禍の中、家庭菜園＆ガーデニングも始めました！日本からハワイを応援するための情報
や最新のハワイ情報、またハワイに関するご質問にできる限りお答えしたいと思っていま
す。ALOHA!

4-5 University of Hawaii - 
Kapiolani Community College

教育機関 コミュニティ・カレッジ オアフ島
KCCのプログラムの魅力、ハワイ大学編入時の奨学金制度、職業訓練後のOPTインターン
シップの魅力を説明したいと思いおます。

4-6
College of Social Sciences, 

University of Hawaii at Manoa 
（ハワイ大学マノア校）

大学 オアフ島
ハワイ大学マノア校にて経済学部教授、社会科学カレッジの国際連携担当顧問をしており
ます。マノア校留学の魅力、またとくに社会科学カレッジがどのような学びの場を提供してい
るかについてご紹介させていただきたく存じます。

4-7 LeaLeaマーケットオリジナルズ リテール オアフ島

ワイキキに２店舗構えるカスタムビーチサンダルやハイドロフラスク、サングラス、ビーチタオ
ル、ドライバッグなどビーチグッズを取り揃えたLeaLeaマーケットオリジナルズ。ハワイの
ローカルアーティストを応援する一環で、ポップアップを期間限定で開催したり、
ハワイアーティストとのコラボアイテムも絶賛販売中！

4-8 Blisscloset Hawaii Retail Store オアフ島

海辺のビーチハウスのクローゼットをコンセプトにした、トータルコーディネートができるセレ
クトショップです。ハワイ限定、日本未入荷のオリジナル商品や、ハワイのローカルアーティ
ストによるローカルアイテムを取り扱っておりますので、ハワイから皆様にご紹介できればと
思います！また、ハワイの素敵なところなど、皆さまと楽しくお話しできたらと思います。

4-9 Starts International Hawaii, 
Inc.

不動産会社（売買、賃貸、管理、バケ
レン）

オアフ島, 東京、大阪には年2−３
回、出張いたします。

ハワイ州公認不動産取引士（RA）Starts International Hawaii, Inc.所属。ID番号RS-75341。
兵庫県明石市出身、筑波大学卒業、早稲田大学大学院修了。17年の電通勤務後ハワイに
移住。長い日本企業勤務経験を生かした、ロジカルな説明・ご提案、丁寧な対応・コミュニ
ケーション、お客様の視点での提案がモットーです。

ハワイの不動産購入希望の方、売却希望の方はじめ、留学や
お仕事などでの長期賃貸や、ご家族でのバケーションレンタル、
ロングステイ、商業物件にご興味ある方にも、ニーズに合わせた
物件のご提案、ご説明をいたします。

4-10 まいどアロハ 個人向けツアーガイド オアフ島

アロハ〜
！ハワイを一緒に楽しもう！ハワイ生まれハワイ育ち、日系4世まいどアロハのケビンです。
個人向けのカスタマイズツアーをやっています。6月からは毎月生配信バーチャルハワイツ
アーも開催しています。ぜひお立ち寄りくださいね。

4-11 Islander Sake Brewery 酒蔵 オアフ島 カカアコに新しく酒蔵ができました。皆さまぜひ、遊びに来てください。
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