平成 25 年 4 月 16 日
森ビル株式会社 ヴィーナスフォート運営室

Invitation

小倉優子さんを“お台場アロハヴィーナス”に任命！子どもたちとフラガール体験！

お台場ハワイ・フェスティバル2013

オープニングイベントのご案内
オープニングイベントのご案内
4 月 27 日（土） 11：
11：00～
00～
拝啓

ヴィーナスフォート 2Ｆ 教会広場ステージ
教会広場ステージ

時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、ヴィーナスフォート(運営：森ビル株式会社 代表取締役社長 辻 慎吾) ならびに MEGA WEB(運営：
株式会社アムラックストヨタ 代表取締役社長 大野 睦彦)は、4月27日（土）から5月6日（月・祝）の10日間、 「お台場
ハワイ・フェスティバル2013」を開催いたします。

■小倉優子さんが
小倉優子さんが“
さんが“お台場アロハヴィーナス
台場アロハヴィーナス”
アロハヴィーナス”に着任！
着任！
イベント初日には、小倉優子さんを本イベントの1日ＰＲキャラクターである“お台場アロハヴィーナス”としてお迎え
し、オープニングイベントを開催いたします。小倉さんから本イベントのおすすめコンテンツを発表するほか、「ミスハワ
イ2009」でトップフラダンサーでもあるアリアナ・セイユさんを講師に迎え、子どもたちとフラガール体験をしていただく
など、本イベントとハワイの魅力を伝えていただきます。オープニングイベントは下記の要領で実施させて頂きます。
つきましては、ご多用中とは存じますが皆様お誘い合わせの上、ご取材賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

― 記 ―
日 時 ： 4 月 27 日（土） 11：00～１2：00 （受付 10：30 より）
場 所 ： ヴィーナスフォート 2Ｆ 教会広場ステージ
東京都江東区青海 1-3-15
りんかい線「東京テレポート駅」 下車徒歩約 3 分 ／ ゆりかもめ「青海駅」 直結

ゲスト ： “お台場アロハヴィーナス
台場アロハヴィーナス”
アロハヴィーナス” 小倉 優子さん
優子
【 プログラム 】
11：00 ～ 11：05

小倉優子さん“お台場アロハヴィーナス”任命式

11：05 ～ 11：30

トークショー

11：30 ～ 11：45

子どもたちとフラガール体験
※フラ講師には、アリアナ・セイユさんをお迎えする予定です。

11：45 ～ 11：50

フォトセッション

11：50 ～ 12：00

囲み取材

小倉優子 Ogura Yuuko
グラビアアイドルとしてデビューし、現在
は TV、雑誌、CM 等で活躍。料理が得意
でパンアドバイザーの資格を持つ。2011
年にハワイで結婚式を執り行った。

【お台場ハワイ・フェスティバル 2013 概要】
期 間 ： 4 月 27 日（土）～5 月 6 日（月・祝） 合計 10 日間
会 場 ： ヴィーナスフォート、MEGA WEB、パレットプラザ
主 催 ： お台場ハワイ・フェスティバル 2013 実行委員会
共 催 ： 臨海副都心まちづくり協議会
協 賛 ： ハワイ州観光局/株式会社ジェーシービー/ハワイアン航空/サントリーホールディングス株式会社/
東京コカ・コーラボトリング株式会社

【お台場ハワイ・フェスティバル
台場ハワイ・フェスティバル 2013 コンテンツ内容紹介
コンテンツ内容紹介】
内容紹介】
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Ｆ

ハワイアン・ミュージック パフォーマンス

期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝）
場所：
場所：2F 教会広場ステージ
教会広場ステージ
国内外のアーティストによるハワイアン・ライブを開催します。ハワイアン・ミュージックやフラの世界を
代表する実力派アーティストはもちろん、ミスハワイ 2009 の「アリアナ・セイユ」や、日本でも人気の｢平
井大｣「KONISHIKI＆TAUPOU」「ALEXXX」など、豪華アーティストが勢揃いします。
※アーティストにより、整理券を配布させて頂く可能性があります。

マーク ヤマナカ

クアナ・トレス・カヘレ
■日時：4/29（月・祝）12：30～ / 16：00～
ハワイアン・ミュージックの最高峰、第 35 回「ナ・ホク・ハノハノ」
にてグラフィック賞、作詞賞、ハワイアン・アルバム賞、楽曲賞、
男性ボーカリスト賞、最優秀アルバム賞の 6 冠に輝いた。ケハ
ウ・タムレもメンバーの「ナー・パラパライ」のリーダーでもある。

■日時：4/30（火） 12：30～ / 16：00～
二年連続出演となるマーク ヤマナカ。13 歳からウクレレを
始め、クムフラ、ジョニー・ラム・ホーに才能を見出され、師事
する。第 34 回「ナ・ホク・ハノハノ」にて最優秀新人賞など 4
部門受賞の実績を持つ。

ケハウ・タムレ

ナニ・リム・ヤップ＆
ナニ・リム・ヤップ＆リムファミリー

■日時：5/1（水） 12：30～ / 16：00～
ハワイを代表するトップミュージシャン。多彩な才能で知られ、
ギターやベースのほかに、 ピアノやバイオリンまで弾きこなす
実力。ハワイではもちろん、日本のフラダンサーやハワイアン・
ミュージック愛好家にもファンは多い。

■日時：5/6（月・祝） 14：30～ / 16：30～
フラの世界大会「メリーモナーク・フェスティバル」で 3 年連続
総合優勝の実力のあるハラウ、 「Na Lei O Kaholoku / ナ
ー・レイ・オ・カホロクー」 主宰者。 数々の功績を残す「The
Lim Family / リム・ファミリー」の一員でもある。

アリアナ・セイユ

Kina&Kalani

平井 大

ALEXXX

KONISHIKI&TAUPOU

Mailani

ポリネシアン・ショー
ポリネシアン・ショー＆
ポリネシアン・ナイト・
ショー＆ポリネシアン・ナイト
ナイト・ショー
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期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝）

※4/28(日)、5/5(日)のステージはございません。

場所：
場所：2F 教会広場ステージ
教会広場ステージ、
ステージ、パレットプラザステージ
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 17 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。
ナイト・ショーでの、ファイヤーナイフ世界選手権チャンピオン「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！
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ハワイアン・マーケット
ハワイアン・マーケット、
マーケット、ハワイアン・フードマーケット、
ハワイアン・フードマーケット、ハワイアン・メ
ハワイアン・メニュー

Ｆ

期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝）
場所：
場所：ヴィーナスフォート館内各所
ヴィーナスフォート館内各所、
館内各所、パレットプラザ
マーケットでは、リゾートファッションからハワイ雑貨・アクセサリーまで、
バラエティ豊かなアイテムが揃います。ハワイで人気のローカルフードも
ご提供。今年はさらに店舗数が増え、充実のラインアップです。
館内レストランでも、リゾート気分が味わえる限定メニューを展開します。
昨年の様子

BLUE WATER SHRIMP
「ガーリックシュリンプ」
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TED’S Bakery 「ハウピアパイ」

【フードマーケット参加店（予定）】
TED'S Bakery／HONOLULU SWEETS FACTORY／
ハワイアンスイーツカンパニー／
エイチワントレーラー ／ドール ／
ロード アンド ザ スカイ ／フラッパー ／
パラダイス／BLUE WATER SHRIMP
etc・・・

アート・ギャラリー
アート・ギャラリー

Ｆ
＜ヘザー・ブラウン ギャラリー＞
ギャラリー＞
期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝） 場所：
場所：MEGA WEB
昨年に引き続き、「お台場ハワイ・フェスティバル」のオリジナルヴィジ
ュアルを描いた人気アーティスト「ヘザー･ブラウン」の作品を展示・販
売するアート展を開催。4 月 27 日（土）にはご本人も来場いたします。
＜GREENROOM GALLERY＞
GALLERY＞

ヘザー･ブラウン作 「Waikiki Holiday」

期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝） 場所：
場所：ヴィーナスフォート 2Ｆ
2010 年にハワイ・ワイキキにオープンした Surf Art Gallery
「GREENROOM HAWAII」。2013 年 3 月、鎌倉に「GREENROOM
GALLERY」がオープン。 クラーク・リトルやカット・リーダーの作品を
展示し、GREENROOM ならではの Beach Style をご提案します。
TH

＜9

クラーク・リトル

WAVE GALLERY＞
GALLERY＞

期間：
期間：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝） 場所：
場所：ヴィーナスフォート 2Ｆ
オアフ島ノースショアで 2011 年 3 月 9 日にスタートしたサーフアートプ
ロジェクト。シャノン・オコンネルやパトリック・パーカーなど現在 15 名以
上のアーティストが所属しています。

シャノン・オコンネル

キャシー中島
キャシー中島 ハワイアン・キルト展
ハワイアン・キルト展
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日時：
日時：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝） 場所：
場所：MEGA WEB
日本におけるハワイアン・キルトの第一人者として有名
なキャシー中島自身が制作した、ハワイアン・キルトの
数々を展示します。4 月 27 日（土）にはキャシー中島トー
クショーも開催！
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レイ・デイ（
レイ・デイ（5 月 1 日） ／ ケイキ・フラ（
ケイキ・フラ（5 月 5 日）

＜レイ・デイ＞
レイ・デイ＞

日時：
日時：5/1（
5/1（水） 場所：
場所：2F 教会広場

ハワイの伝統文化を讃える日として制定された“レイ・デイ”。
この日は、ハワイ各地でレイ作りコンテストなどが開かれます。
ヴィーナスフォートでは、この日に合わせてククイ・レイをハワイ
から空輸！ミスハワイ 2012「スカイラー・マリアナ・カマカ」がプレ

ククイレイ

ゼンターとなり、フラダンス披露の後、会場の皆様にプレゼント
いたします。

※整理券を配布させて頂く予定がございます。

＜ケイキ・フラ＞
ケイキ・フラ＞

日時：
日時：5/5（
5/5（日） 場所：
場所：パレットプラザ

スカイラー・マリアナ・カマカ

飛び入り参加可能な、ケイキ（子供）だけのフラステージを開催。
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東日本大震災被災地
東日本大震災被災地 復興支援

Ｆ
昨年に引き続き、東日本大震災被災地の子供たちを支援する取り組み
を実施。オリジナルヴィジュアルをステッカーにし、1 枚 100 円以上で販
売、収益を「RAINBOW FOR JAPAN KIDS」に寄付する予定です。
※「RAINBOW FOR JAPAN KIDS」とは
ハワイの有志が集まり、東日本大震災被災地の子どもたちを「自然豊かな癒しの島であるハワ
イに招待すること」をテーマに立ちあがった活動
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ワンデー・カルチャー・スクール

9

※本年のチャリティステッカー

ハワイアン・スタンプ・ラリー

日時：
日時：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝）

日時：
日時：4/27（
4/27（土）～5/6
）～5/6（
5/6（月・祝）

場所：
場所：MEGA WEB

場所：
場所： ヴィーナスフォート、
ヴィーナスフォート、MEGA WEB、
WEB、

日替わりで、フラ・ウクレレ体験、レイメイキングやハワ
イ語講座など、ハワイの文化を学べる「ワンデー・カル
チャー・スクール」を開催。

パレットプラザ
ハワイアン航空ハワイ往復チケット等が当たる
スタンプラリーを開催。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 ※写真はイメージです。

撮影取材のお
撮影取材のお申
のお申し込みについて /ＰＲ事務局まで、ご連絡・ご相談下さい。
わせ先
お問い合わせ
先 /ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：
担当：中野・
中野・北田
TEL：
TEL：0303-55725572-6072 FAX：
FAX：0303-55725572-6075

E-mail：
mail：sasa-nakano@vectorinc.co.jp

※「お台場ハワイ・フェスティバル
台場ハワイ・フェスティバル 2013」
2013」の内容および
内容および「
および「ヴィーナスフォート」
ヴィーナスフォート」についてのお問
についてのお問い合わせ先
わせ先
森ビル株式会社 ヴィーナスフォート運営室 プロモーションイベントグループ 荒川
ＴＥＬ：03-3599-1738 ＦＡＸ：03-3599-1730 E-mail：arakawa-s@mori.co.jp

＜ ＦＡＸ返信用紙
ＦＡＸ返信用紙 ＞

お台場ハワイ・フェスティバル
台場ハワイ・フェスティバル2013
ハワイ・フェスティバル2013
オープニングイベント
4 月 27 日（土） 11：
11：00～
00～

ヴィーナスフォート 2Ｆ 教会広場ステージ
教会広場ステージ

ＰＲ事務局
ＰＲ事務局（株式会社プラチナム
株式会社プラチナム）
プラチナム） 担当：
担当：中野・
中野・北田 行
出欠のご意向を 4 月 26 日（金）までに下記番号まで FAX にてお知らせいただけますと幸いです。

ＦＡＸ： 0303-55725572-6075

□御出席 ／ □御欠席
御 社 名：
媒 体 名：
部 署 名：
御 芳 名：
参加人数：
参加人数：
内カメラ数
カメラ数：

名.
スチール
スチール ：

電話番号：
電話番号：

台

／

ムービー ：

台.

FAX：
FAX：

.

E - m a i l：
掲載・
掲載・放送のご
放送のご予定
のご予定：
予定：
ご希望等：
希望等：
※関係者への個別取材
個別取材やインタビュー
個別取材 インタビュー、
インタビュー、館内の取材等をご希望の方は「ご希望等」欄へその旨をご記入ください。
取材
関係者の滞在時間が限られているため、事前にスケジュールを調整させて頂きます。
※大変恐縮ではございますが、当申込書に必要事項をご記入のうえ、4
4 月 26 日（金）までに FAX にて
ご返信頂きますようお願い申し上げます。
【個人情報取り扱いに関して】
本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社プラチナムの個人情報保護方針に基づいて厳重に管理しております。
今後、弊社からのリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡を御願い致します。

【本件に関するお問い合わせ】 ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：中野・北田
TEL：03-5572-6072 ／ FAX：03-5572-6075 ／ E-mail：sa-nakano@vectorinc.co.jp

