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住友不動産ベルサール株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：浦部健）は、日本と

ハワイの魅力を堪能できる文化交流イベント「大江戸 Hawaii Festival 2018」を 7月 14日

（土）～16日(月)の 3日間、ベルサール東京日本橋（東京都中央区）にて開催いたします。 

ハワイアンミュージシャン『Manoa DNA』のコンサート出演が決定いたしました。 

 

「大江戸 Hawaii Festival 2018」http://oedohawaiifes.com 

 
■ 「大江戸 Hawaii Festival 2018」開催 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「大江戸 Hawaii Festival 2018」に権威ある 

ハワイアンミュージック賞の受賞歴をもつ『Manoa DNA』の出演決定！ 

～7 月 14 日(土)～16 日(月・祝) ベルサール東京日本橋～ 

リニューアル ロゴ 

2018年は、日本人がハワイに初めて移住し

て 150周年になる記念の年です。本イベントも

今年で 3回目を迎え、深い絆で結ばれている 

ハワイと、昨年以上に友好関係を深めることを

目的に、両国の歴史や伝統文化を 

「見て」「聞いて」「感じて」「味わって」 

堪能していただき、日本とハワイの魅力を 

発信していく文化交流イベントを開催します。 

今年はフェスティバル、コンサートの 2部構成

で様々な年代の方にお楽しみいただけます。 
大江戸ハワイフェスティバル 2018ロゴ 

スペシャルコンサート！ ハワイアンミュージックの権威 

『ナ・ホク・ハノハノ・アワード』受賞歴のある『Manoa DNA』の出演決定 

Manoa DNA（左：アレックス、右：ロイド） 

※出演日程：7/15（日）18:30～21:00 コンサート内 

移民 150周年を記念し、父ロイドの母方が

広島、そして父方が福岡出身、日本が第二の

故郷であるハワイアンミュージシャン

『Manoa DNA』の 7月 15日(日)18:30～

のハワイコンサート出演が決定しました。

2010年に日本語で歌った「Aloha You～ 

きずな～」が「NHKみんなのうた」の 4・5

月のうたとして放送され注目を集め、毎年の

ようにジャパンツアーを行い、日本でも多く

のファンに愛されている『Manoa DNA』。

彼らのエネルギーと最強のハーモニーが織り

なすサウンドは、きっと訪れる方すべてを魅

了します。 

http://oedohawaiifes.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

ローチケ購入方法：Lコード：31441 

http://l-tike.com/event/mevent/?mid=346089 

 

■7 月 14 日（土）日本コンサート 

日本伝統芸能『落語』 

協力：一般社団法人 落語協会  

出演：桃月庵白酒師匠、春風亭一之輔師匠、他 

日本伝統和楽器『和太鼓』 

出演：和太鼓グループ彩 –SAI- 

 

■7 月 15 日（日）ハワイコンサート 

ハワイ伝統芸能『フラ』 

出演：SANDII   

ハワイ伝統芸能『ハワイアンミュージック』 

出演：Manoa DNA 

 

■7 月 16 日（月・祝）日本＆ハワイコンサート 

日本伝統芸能『女優・一人語り』 

出演：二宮さよ子 

ハワイ伝統芸能『ハワイアンバンド』 

出演：KONISHIKIバンド 

 

  

日本で唯一のプロファイヤーナイフダンスチーム「Siva Ola（シバオラ）」 

東京日本橋タワー地上に出現！？ 

 

「Siva Ola（シバオラ）」 

※出演日程：7月 14日（土）11:30～、16:15～ 

※都合により出演時間に変更が生じる可能性あり 

心に響く『日本』と『ハワイ』の完全指定席スペシャルコンサート 

400 席限定チケット販売開始！ 

 

ナイフの両端に燃えさかる火を点けて、体の

周りでバトンのように自由自在に回しながら

勇敢に踊る“ファイヤーナイフダンス”。 

7月 14日(土)スパリゾートハワイアンズプ

レゼンツ日本で唯一のプロのファイヤーナイ

フダンスチーム『Siva Ola』の迫力あるパフ

ォーマンスをご堪能あれ！ 

ステージショーを座ってゆっくり堪能したい、という声にお応えして『日本』 

『ハワイ』、『日本とハワイ』をテーマに 18:30～約 2時間のコンサートを開催いたします。 

各日、400席限定となりますのでお早目にお買い求めください。 

http://l-tike.com/event/mevent/?mid=346089


 

 

 
～これを食べずして帰れない！～ 

 

■ ニッポンの味 

創業 80余年、築地の老舗『近江屋牛肉店』の 

赤みそで牛スジを煮込んだ『どて煮』と『どて煮 

の汁』をたっぷり吸いこんだごはんがたまらない！ 

7月 10日に販売のまろやかで上質な味わいの 

スコッチウィスキー『ホワイトホース』ハイボールとの 

相性もぴったりです。 

 
 ハワイの味 

オアフ島出身のオーナー、ショーンさんのお店 

『Sean’s kitchen』からハワイの伝統料理「カルア 

ピッグ」、「アヒポケ」、「サイミン」をご提供いただ 

きます。日本に住んでいるハワイアンも懐かしい 

家庭料理を食べにいくレストランの味は必食。 

 

 
 
～これを買わずしてして帰れない！～ 

 
■ ニッポンのお土産 

おみやげグランプリ 2018準グランプリ受賞の 

青森県産混濁りんご果汁と桃川にごり酒で作ったやさし 

い飲み口が人気のリキュール『雪りんご』。 

生のじゃがいもから作ったサクサクのポテトチップスに、   

なめらかな口あたりのミルクチョコレートをしみ込ませ 

た『十勝ポテトチップス』は必食。 

その他、商品もご用意しているのでお楽しみに。 
 
 
 ハワイのお土産 

世界で初めてマカデミアナッツチョコレートを作った 

『ハワイアンホースト』の特別なシーンを飾る、ちょ 

っと贅沢なスイーツ『MAHALO SELECT』が登場。 

良質なチョコレートとマカデミアペーストを、焼成可能 

な限界値まで練り込んだ生地を、一層一層ていねいに 

焼き上げた自信作の『バウムクーヘン』や、水を加える 

だけで簡単に調理ができる本格的な『チョコレートパ 

ンケーキ』がご自宅で手軽にお楽しみいただけます。 

 
 

牛すじ味噌煮込み丼 

アヒポケ＆サイミン 

BAUMKUCHEN、CHOCOLATE、PANCAKE MIX 

MELT 

雪りんご（青森県 桃川）、花畑牧場ポテトチップス 

約 50 店舗 100 商品が集結 

『日本』と『ハワイ』の限定グルメとお土産をご紹介 

 

 



 
開 催 概 要 

【 日  時 】 2018年 7月 14日（土）  11:00～17:00 コンサート：18:30～21:00 

             7月 15日（日）  11:00～17:00 コンサート：18:30～21:00 

 7月 16日（月・祝）11:00～17:00 コンサート：18:30～21:00 

【 会  場 】 ベルサール東京日本橋  

【 案内図 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 入場見込 】 15,000名 

【 入場料金 】 フェスティバル：1,000円（税込） 

コンサート：前売券 3,500円（税込）、当日券 4,000円（税込） 

【 主  催 】 住友不動産ベルサール株式会社 

【 後  援 】 外務省、JICA横浜、海外移住資料館、ハワイ州観光局、日本ハワイ旅行業協会、

日米協会、ホノルル日本人商工会議所、ハワイシニアライフ協会、一般社団法

人 中央区観光協会、一般社団法人 日本旅行業協会、一般社団法人 落語協会、

一般社団法人 日本メンズフラダンス協会、日本の凧の会、一般財団法人 日本

太鼓協会、文化放送 

【 協 賛 】  住友不動産株式会社、ハワイアン航空、アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツ、

株式会社ヴェントゥーノ様、チョーヤ梅酒株式会社、株式会社永谷園、株式会

社 POLA、三井住友海上火災保険株式会社、Osaji、Vitamix 

【詳細はこちら】http://oedohawaiifes.com/ 

 

■会社概要 

商号   ： 住友不動産ベルサール株式会社 

所在地  ： 〒163-0233 東京都新宿区西新宿 2丁目 6番 1号（新宿住友ビル）33階 

代表者  ： 代表取締役社長 浦部 健 

設立   ： 2008年 4月 

事業内容 ： イベントホール、貸会議室の施設運営事業 

      各種イベント、コンサート、展示会などの主催・企画・制作・運営事業 

      設営工事、レンタル、イベント運営等のイベントサービス事業  

     旅行事業  

資本金  ： 5,000万円 

URL  ： http://www.bellesalle.co.jp/ 

 

【本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先】 

大江戸 Hawaii Festival 2018事務局(住友不動産ベルサール株式会社内) 

担当：宮應(みやおう)  TEL：03-3346-1398 

mail：info@oedohawaiifes.com 

＜所在地＞ 

〒103-6090 

東京都中央区日本橋 2-7-1  

東京日本橋タワーB2、B1、1F  

 

＜交 通＞ 

・「日本橋駅」B6出口直結 

（銀座線・東西線・浅草線） 

・「三越前駅」B6出口徒歩 3分 

（銀座線・半蔵門線） 

・「東京駅」八重洲北口徒歩 6分 

（山手線・京浜東北線・丸ノ内線ほか） 

・メトロリンク日本橋（無料巡回バス） 

「日本橋二丁目」下車 徒歩 1分 

http://oedohawaiifes.com/
http://www.bellesalle.co.jp/

