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株式会社ヴィーナスフォート

ゴールデンウィークは8回目を迎える“お台場ハワイ・フェスティバル”を開催。リリース
Vol.2では、ハワイアン・マーケット、ハワイアン・ライブ、ポリネシアン・ナイトショー、レイ・デイ等、
イベントの詳細情報をご案内いたします。
主催お台場ハワイ・フェスティバル 2010 実行委員会

（㈱ヴィーナスフォート・森ビル㈱・㈱アムラックストヨタ・サントリーコーポレートビジネス㈱・東京コカ・コーラボ
トリング㈱・㈱乃村工藝社・㈱フジテレビジョン・㈱ゆりかもめ・東京臨海高速鉄道㈱・産経新聞 東京支社・臨
海副都心まちづくり協議会）
協力 ハワイ州観光局

特別協賛株式会社エイチ・アイ・エス

共催 臨海副都心まちづくり協議会

会場ヴィーナスフォート、H.I.S.パレットプラザ、MEGA WEB

1

ポリネシアン・ナイトショー

期間：4/29（木）～5/5（水） ※5/2（日）は別プログラム

時間：17：00～（5/1、5/5 除く）/19：00～

場所：H.I.S.パレットプラザ（雨天の場合、2F 教会広場ステージ）
ハワイのポリネシア・カルチャー・センターからやってきた総勢 16 名のダンサー、ミュージシャンチームに
よるエンターテインメントショー。ファイヤー・ナイフ世界選手権チャンピオンの「デイビット・ガレアイ」によ
る、ファイヤー・ナイフ・パフォーマンスは迫力満点！
ポリネシアン・カルチャー・センターメンバーは、毎朝(5/2（日）除く)開館時、2F エントランスでの Welcome
hula、4/29（木）～5/1（土）・5/5（水）12：00 から教会ステージでのダンスパフォーマンスにも登場します。
デイビッド・ガレアイ
「ファイヤー・ナイフ世界選手権」1999 年、2000 年、
2003 年のチャンピオン。2004 年第 1 回サモア・ファ
イヤー・ナイフ・ダンスコンテスト優勝。
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2

ハワイアン・ミュージック・パフォーマンス

本場ハワイのエンターティナーと国内外のアーティストによるスペシャルライブを開催します。
2F「教会広場ステージ」スケジュール

◎Sandii＆Sandii‘s Hula Studio
日時：4/29(木)14：00～/16：00～
ワールドワイドで様々なジャンルの音楽をクリエイトしている女性ボーカルの先駆者
「サンディー」と、サンディー主催のサンディーズフラスタジオによるフラライブ。愛す
るハワイの文化を尊重し｢アロハ･セラピー｣をテーマにフラの心を伝えるステージを
開催。

◎PALI
日時：4/30 (金)14：00～/16：00～
カラパナの DJ プラットがプロデュースする新進バンド。2009 年度のナ･ホク･ハノハ
ノ･アワードで、見事 3 部門受賞(アルバム･オブ･ジ･イヤー／ソング･オブ･ジ･イヤー
／アイランドミュージック)。絶妙のハーモニーと抜群のアコースティックサウンドをバ
ンドバージョンでお届け。

◎ハワイ州観光局 スペシャルステージ
日時：5/1 (土)13：00～/15：00～、5/2（日）13：30～/15：00～
5/3(月)13：00～/14：30～
●マノア DNA

父のロイドとその息子アレックスがギター、ニックがウクレレを担当し、ファミリーなら
ではの息の合ったハーモニーを奏でます。ハワイ州観光局の 2010 年キャンペーン
ソング “Our Hawaii”を提供。
●ミス･ハワイ USA 2009 アリアナ･セイユ
1984 年生まれの 25 歳。フラグループ｢フラ･ハラウ･オ･カムエラ｣のダンサー。母親
はフラの先生で、5 歳よりフラを踊っている。1999 年ミス･ハワイ･ティーン USA,
2009 年ミス･ハワイ USA 2009。

◎ ホアロハフラスタジオ
日時：5/1 (土)18：00～
私達は平塚駅前にあるスタジオを中心に神奈川県各地で活動しているホアロハフ
ラスタジオ･ヒティテレオテラ。みんな仲良く笑顔が絶えない最愛の仲間たちと、スタ
ジオで学んだハワイやタヒチの文化や踊りを披露。
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◎

Vance K Band

日時：5/2 (土)13：00～/15：30～（Vance K Band ウクレレ教室 18：00～）
2010 年 2 月、Vance K が結成した｢Vance K Band｣によるライブ。ウクレレ、ギター、
ベース、パーカッションの 4 人構成。また Vance K によるウクレレ教室も実施。
5/2（土）、 16：00（予定/Vance K Band 2 回目ステージ終了後）から教会広場にて
「参加券」を配布いたします。

◎

Kina＆Kalani

日時：5/3 (月)16：00～/18：00～
5 歳よりフラを学び、Na Palapalai のダンサーとして活躍、2004 年東京にフラスタジオ
をオープンし、ディズニー･ハワイアンアルバムに参加するなど、今話題のハワイ島
コナ出身の兄弟デュオによるライブ。2007 年 7 月にエイベックスよりアルバム
｢KINA&KALANI～tadaima～tadaima｣を発売。

◎

LauLa

日時：5/4 (火)12：30～/16：00～
松井貴志(ギター･ヴォーカル)と来海 大(ウクレレ･ヴォーカル)による、湘南出身の
ハワイアン／SURF-POP デュオ。2007 年にはユニバーサルミュージックに移籍、4
枚のシングルをリリース、ハワイアントラッドと日本語の POP ソングを融合させた独
自のスタイルで絶大な人気を誇っている。ステージでは新曲披露の予定も。

◎

NO TE HERE I TE ORI TAHITI

日時：5/4 (火)14：00～/18：00～
伝統も兼ね備えている斬新でクールで洗練されたタヒチアンダンスのステージを展
開。タヒチアンダンスの 2 大コンペティション、「タヒチ･ヘイヴァ･イン･ジャパン」、「タ
ヒチ･ヌイ･ヘイヴァ･イ･ジャパン」において出場各部門で優勝など上位入賞をしてい
る。

◎ KONISHIKI
日時：5/5（水）14：00～/16：００～（14：00～はチャリティーオークション）
タレント、アーティストとして多数 TV 出演中の KONISHIKI のライブ。1963 年 12 月 31
日米国ハワイ州オアフ島で生まれる。・1997 年 KONISHIKI 基金設立･阪神･淡路復
興キャンペーン ･NHK 教育｢にほんごであそぼ｣レギュラー出演･2005 年音楽インデ
ィーズレーベル｢KONY MUSIC EDUTAINMENT｣ (KME) 設立で活躍。

◎ フラ･ハラウ･カフラ･オ･ハワイ
日時：5/5（水）18：00～
ハワイの神聖な文化である優雅で華やかなフラを学ぶフラ･ハラウ･カフラ･オ･ハワ
イは主宰者 窪川京子指導の下、東京、恵比寿を拠点に全国各地にスタジオを構
え、伝統的なフラをベースに幅広い年齢層の生徒が在籍するフラスタジオ。
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1F「H.I.S.パレットプラザ」ステージスケジュール

◎ ナ ホク オ カへアラニ
日時：4/29（木）13：00～/15：00
ハワイ出身のホクラニ氏が率いるプロのショーダンサー。ホクラニ氏の元で長年の
修行を積んだトップダンサー達の華麗なショーをご覧下さい。

◎ フラ ハーラウ オ マカナ二
日時：4/30（金）13：00～/15：00
いつものアロハの心を持ち続けられるようなステージを目指します。
07 年タヒチ ヘイヴァン イン ジャパン ソロ 2 位。

◎ フラ ポーマイカイ
日時：5/1（土）12：30～/14：30～
横須賀を拠点にし、ボランティア活動をしているフラ ポーマイカイ。ハワイアンソン
グだけでなく、ジャパニーズポップスにもフラの振り付けをし、皆様にお届けます。

◎ ハウオリ フラ スタジオ
日時：5/2（日）12：00～/14：00～
5 歳から 19 年間ハワイアン･フラを学んだ、アイリーン･ハウオリ主催のフラスタジ
オ。フラの指導歴は 12 年に及ぶ。

◎ ポエラニオリタヒチ
日時：5/2（日）17：00～/19：00～
現 地 タ ヒ チ の プ ロ ダ ン サ ー ｢ TAHAKI ｣ と 「 テ ・ ラ キ ョ ウ コ 」 に よ る ｢ Poerani Ori
Tahiti ｣。タヒチアンダンスを通して、タヒチの素晴らしさ、楽しさを伝えます。

◎ ナープアリコワイ ホオラ
日時：5/3（月）11：45～
ハラウの代表 Junko Wong 率いるナープアリコワイホオラ。マウイ、ワイエフのクム
Kanoeau Dance Academy の姉妹ハラウです。

◎ うすいなおこ＆エコモマイ
日時：5/3（月）13：30～/15：00～
ライブハウス、ハワイイベントなどで活躍中のうすいなおこと、面谷誠二を中心に若
手のミュージシャンが集ったロッキン･ハワイアンバンド、エコモマイのステージ。

◎ 花山幸子 フラ教室
日時：5/4（日）13：00～/15：00～
目黒駅前の本部スタジオを拠点に都内各所で活動している花山幸子フラ教室のス
テージ。
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ハワイアン・フードマーケット

期間：4/29（木）～5/5（水）

場所：H.I.S.パレットプラザ

ハワイアンドーナツ「マラサダ」をはじめ、「ロコモコ」「タコライス」などハワイの伝統的な食をキッチンカーで
販売。ショーを見ながらお気軽にお楽しみいただけます。
■ GLAMOUROUS（グラマラス）

・ハワイアンドッグ/\500
・マラサダ（ドーナツ）6 個入り／¥390 ・9 個入り／¥550 ・24 個入り／¥1,400
定番シュガー、チョコレートと他 14 種類のフレーバーから 4 種類を日替わりで。
■ Lion Curry Yokohama （ライオンカレーヨコハマ）

・ロコモコ （グレービー/てりやき）／¥700 ガーリックシュリンプ／¥800
■ DROP KICK（ドロップキック）

・タコライス（オリジナル ハワイアンピリソース）／¥700 ・スパムスビ（2 個）／¥500

4

ハワイアン・メニュー

期間：4/29（木）～5/5（水）
館内のレストラン・カフェで、ハワイにちなんだメニューをこの期間限定でご提供。ハワイのリゾート感たっ
ぷりのお食事やドリンクをお召し上がりいただけます。
■パークアヴェニュークレア「ブルーハワイアンソーダーフロート」■パドリーノ「地鶏の煮込み エス
ニックなワイルドライス添え」■ハレモアナ「ハワイアンモーニングセット」「マンゴーココミルクフロー
ト」■青龍門「チキンのハワイアンフルーツ チリソース仕立て」■カフェ お膳 マリアージュ「南国風
エゾ鹿の煮込み」■木蘭「バナナとハスアンのスイーツ 小龍包」■ポルトフィーノ「スパムとパイン
のピザ/ケイジャンチキン他 2 種」■チーズケーキファクトリー「たっぷりベリーのホイップパンケー
キ」■イルフォルノ「ハレマウマウ」■コバラヘッタ「ハワイアンオムライス」■ネイチャークオーレ「情
熱のココナッツムース」■マングローブ「南国フルーツのビューティーパフェ」■フィッシュ ダンス「カ
リカリベーコンとアボカドのクリームパスタ」■ルビーカフェ「South Pacific Smoothie」

5

レイ・デイ

日時：5/1（土）13：30～/15：30～ 場所：教会広場
ハワイの伝統文化を湛える日として制定された〝レイ・デイ
〟には、ハワイから空輸されたフレッシュなレイを会場の皆
様にプレゼントいたします。（要予約券）
レイ・デー1928 年に詩人のドナルド B.ブランディング氏がハワイ文化
の代表でもあるレイを皆でかけて楽しもうと提案したことがきっかけと
なり、2001 年 4 月にベン・カエタノ州知事が「メイ・デイ・イズ・レイ・デ
イ」の法案に署名し 5 月 1 日を公式に「レイ・デー」と制定。以来地元の
人達はレイを贈りあったり、身に着けたりして楽しむようになり、ハワイ
の歴史や文化を讃える日として様々なイベントが行われている。
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6

ハワイアン・マーケット

期間：4/29（木）～5/5（水）
場所：2F ブロードアベニュー/1F メインストリート/H.I.S.パレットプラザ
アャツやハワイアンキルト、CD など、ハワイにちなんだグッズを扱うマーケットも約 15 店舗に規模拡大して
オープンいたします。
場所：2F ブロードアベニュー

フラハワイ

ビニールコーティング
ランチバッグ¥1,890
マルチケース¥1,785 他

場所：1F メインストリート

TED'S Bakery

アロハストリート

ABC ストア×お台場ハワイ
・フェスティバル限定コラボ
Ｔシャツ￥3,150

パンプキン、リリコイチーズ）
ハウピアパイ（チョコレート、
\各 525
※2F オリーブ広場

Maunaloa MMJ

リゾートワンピース￥5,250

その他出店
その他出店

BIG HONU TRADING / アイランドライフ / Pick The

K-SMILE / Mey Bell / プカナ

Hawaii / フララニ / UMAHANA（※H.I.S パレットプラザ）

7

ワンデー・カルチャー・スクール

期間：4/29（木）～5/5（水）

場所：MEGA WEB

日替わりでフラやウクレレなどを体験出来る「ワンデー・カルチャー・
スクール」を開講。レイメイキングやリボンレイなどハワイの文化を学

■ハワイアンステンシル
■クレイアート
■リボンレイ･ガラスエッチング

べる教室は期間中、毎日開催いたします。

■フィルムステンドアート
■カルトナージュ
■ハワイアン手作り小物
■ストラップ作り
■レイメイキング
■LOMILOMI

8

ケイキフラ

日程：5/5（水）13：00～/15：00～(レッスン含む)
場所：H.I.S.パレットプラザ
子供の日は、「カマヌフラレアケイキ ハラウ オ カ マヌ フラ
レア」の子供（ケイキ）によるフラのショーをお楽しみいただけま
す。フジテレビの人気キャラクター「ラフくん」が特別ゲストとして
登場！
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9

高砂淳二写真展「ハワイ 50 選」

期間：4/29（木）～5/5（水）
場所：MEGA WEB
これまで、ハワイを舞台に数多くの撮影を行ってきた自然写真家高砂氏が「ハワイ 50 選」を撮り下ろしまし
た。自然全体の繋がりや人とのかかわり合いをテーマに、「ハワイ 50 選」それぞれの新たな魅力を発見出
来る写真展を実施いたします。

高砂淳二 自然写真家。1962 年、宮城県石巻市生まれ。ダイビング専門誌の専属カメラマ
ンを経て 1989 年に独立。海の中から生き物、風景まで、地球全体をフィールドに、自然全体
の繋がりや人とのかかわり合いなどをテーマに撮影活動を行っている。

9

H.I.S キャンペーン

期間：4/29（木）～5/5（水） 場所：H.I.S.パレットプラザ/館内
お台場ハワイ・フェスティバル開催期間中、パレットプラザが「H..I.S.パレットプラ
ザ」に変身。移動相談カーが登場し旅のご提案をいたします。
また、館内各所に設置されたフェリカで、H.I.S.モバイルメルマガ会員に登録す
ると、毎日 1 名様にハワイが当たるキャンペーンを実施いたします。

撮影取材のお申し込みについて /プロモーショングループまで、ご連絡・ご相談下さい。各店舗の撮
影に関しては、別途店舗の許可が必要になります。お打ち合わせの結果、撮影・取材が可能となりました
ら、撮影許可申請用紙をお送りいたしますので、ご記入後 FAX にてご返送下さい。

お問い合わせ先 / 株式会社ヴィーナスフォート プロモーショングループ
TEL：03-3599-1738 FAX03-3599-1730
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担当：石川・石井・杉本・西川

