
昨年23万⼈を動員した｢Tahiti Festa｣が今年もシルバーウィークにお台場で開催！

｢Tahiti Festa 2018 お台場ヴィーナスフォート｣
9⽉15⽇〜9⽉17⽇開催決定！

タヒチアンダンスやライブ、伝統⼯芸職⼈ブース、屋台エリア、
タヒチ産パインジュース、ビール販売など1⽇中楽しめるコンテンツが盛りだくさんの⼊場無料イベント

⽇本国内においてタヒチ全般のプロモーションを⾏っている株式会社タヒチプロモーション(代
表取締役：⼤⽯ 暢)は、2018年9⽉15⽇(⼟)〜17⽇(⽉・祝)の3⽇間、｢Tahiti Festa 2018 お
台場ヴィーナスフォート｣(共催：森ビル株式会社)と題した“オンリータヒチ”のイベントを開催
します。

Tahiti Festa 2018 お台場ヴィーナスフォート

◆開催⽇時 2018年9⽉15⽇（⼟）〜9⽉17⽇（⽉・祝） 3⽇間
◆開催時間 11:00-21:00 （会場により終了時間が異なります）
◆場所      お台場ヴィーナスフォート/パレットプラザ/メガウェブ
◆⼊場料 無料
◆実施内容 タヒチアンダンスショー / タヒチアンライブ 

タヒチ伝統⼯芸局ワークショップ/タヒチ飲⾷キッチンカー
タヒチ商材・雑貨販売/その他

◆主催 株式会社タヒチプロモーション
◆共催 森ビル株式会社
◆協賛 株式会社アムラックストヨタ / エアタヒチヌイ
(昨年実績)
◆後援 タヒチ観光局 / CCISM TAHITI HINANO TAHITI / ⼤塚製薬株式会社

La maison de la culture de TAHITI
MOOREA EVENT Manutea /タヒチプロモーションカード
Le ministre de lʼAgriculture, de lʼartisanat et du développement 
des archipels 

※上記の情報は予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

Tahiti Festaについて
Tahiti Festaは2008年から始まった南太平洋 最後の楽園「タヒチ」のイベントです。⼊場無
料でどなたでも1⽇中楽しめる国内最⼤級のオンリータヒチのイべントです。お台場での開催
は、今年で8年⽬になり、昨年は3⽇間で23万⼈以上を動員しました。期間中は、現地のプロ
タヒチアンダンスグループやアーティストのステージを開催。また⽇本国内で活躍するタヒ
チアンダンスグループのダンスショーを3エリアのステージで実施します。販売エリア(マル
シェ)では、国内外からアパレル、雑貨、ジュエリーなどの魅⼒的なタヒチグッズを展開。屋
外の飲⾷エリア(ルロット)ではタヒチアンフードやタヒチのビール「ヒナノビール」、タヒ
チ モーレア島産100％パイナップルジュース「ロトゥイ」もお楽しみいただけます。また、
昨年⼤⼈気を博した、現地より来⽇する伝統⼯芸職⼈の⼯芸品販売や⼯芸体験を今年も実施。
さらに現地の企業ブースも参加が決定。本場タヒチを味わえるイベントです。



PICK UP 1 タヒチより来⽇のゲストによる豪華ステージ

来⽇ゲスト：ダンスグループ TEVA I TAI(テヴァ イ タイ) 
毎年好評をいただいている現地のタヒチアンダンスグループによるステージ。今年はタヒチ最
⼤の祭典Heiva I TAHITI 2017でグループ総合準優勝を果たしたTEVA I TAI(テヴァ イ タイ)
が2016年に続きゲスト出演することが決定！メンバーには同⼤会で⼥性ソロ部⾨での優勝を
果たしたHauhani Taputu(ハウハニ タプトゥ)も参加します。
9⽉15⽇(⼟) 16:00-Tiareステージ(メガウェブ)  

           19:20-AirTahitiNuiステージ(屋外パレットプラザ)
9⽉16⽇(⽇) 15:50-Monoi de Tahitiステージ(教会広場)  

           19:20-AirTahitiNuiステージ(屋外パレットプラザ)

TEVA I TAI

Hauhani Taputu

来⽇ゲスト：アーティスト Teiva LC(テイヴァ エルシー) 
Teiva LCのゲスト出演が決定。Tahiti Music Awardsでアーティストオブザイヤー
男性部⾨を受賞し、名実ともにタヒチNo.1のヴォーカリストであると共に世界各地でLIVEを開催。
⽇本国内でのライブやダンサーとのコラボレーションステージなども注⽬を集めています。
9⽉16⽇(⽇) 14:20-Tiareステージ(メガウェブ)

18:30-Air Tahiti Nuiステージ(屋外パレットプラザ)
9⽉17⽇(⽉・祝) 14:10-Tiareステージ(メガウェブ)

19:20-Air Tahiti Nuiステージ(屋外パレットプラザ)

PICK UP 2 ⽇本国内で活躍するゲストによるステージ

Te Ra KYOKO (テ・ラ キョウコ)
幼少の頃からクラシックバレエなどを習い、舞踊歴20年以上のキャリ
アを持つTe Ra KYOKO。タヒチアンダンスエクササイズの考案者で
もあり、現在はタヒチアンダンススタジオ｢ポエラニオリタヒチ｣の主
宰を務めるほか、本場タヒチの⼤会Heiva i Tahitiに出演するなど、
国内外問わず活躍の場を広げています。
9⽉16⽇(⽇)15:30- 17⽇(⽉・祝)15:20-Tiareステージ(メガウェブ)

タネダンスステージ
｢タヴァケレレアタ｣のタネ(男性)ダンサー｢ジョー｣が中⼼となり、
グループの垣根を超えたタネダンサー達がステージで躍動します。
迫⼒満点のステージをぜひお楽しみください。
9⽉15⽇(⼟)14:40- Air Tahiti Nuiステージ(屋外パレットプラザ)



VAʼA(アウトリガーカヌー)の第⼀⼈者である柏⽊星
詩さんと曽和 仁さんによるトークショーを初開催し
ます。 VAʼA競技の中でタヒチは圧倒的な強さを世界
に誇ります。タヒチに訪れる中で⼈々の暮らし、精
神的な豊かさ、⽂化、家族など⾔葉では表現できな
いほどにタヒチという場所に魅了され、タヒチを第
⼆の故郷のように感じるようになったというお⼆⼈
に、VAʼAを通してタヒチの魅⼒をお話いただきます。
9⽉15⽇(⼟)18:00- Tiareステージ(メガウェブ) 柏⽊星詩 曽和 仁

PICK UP 3 ⽇本国内で活躍中のタヒチアンダンサー約1,400名が参加のステージ！

毎年⼈⼝が増加傾向にあるタヒチアンダン
サー。今年は⽇本国内を中⼼に活躍するダ
ンサーが71チーム約1,400名参加！ご来
場の皆様に迫⼒のタヒチアンダンスショー
をお届けします。会場内3つのステージで
繰り広げられるハイレベルなショーステー
ジをお楽しみください。

PICK UP 4 VAʼA(アウトリガーカヌー)トークショーを初開催！

PICK UP 5 トヨタ ハイラックスとVAʼA(アウトリガーカヌー)を展⽰

メガウェブエリア内ステージ横には、タヒチアンスタイ
ルにデコレーションを施したアウトドアにぴったりなト
ヨタ ハイラックスとタヒチ伝統のVAʼA(アウトリガーカ
ヌー)も展⽰します。ぜひこの機会にお越しください。
場所:メガウェブ

PICK UP 6  メガウェブエリア内ではタヒチ観光局ブースなどが登場！

メガウェブエリアではタヒチ観光局の観光PRブースや、昨年も好評だったゲストミュージシャ
ンが直接指導する「ウクレレワークショップ」、お⼦様向けの「キャンドルワークショップ」も
開催します。その他、タヒチアンダンススタジオPRブースや南国グッズ販売のショップも出店
します。ステージ以外にも様々なブースが登場するメガウェブでぜひお楽しみください。
場所:メガウェブ



PICK UP 7 マルシェエリア 本場タヒチから参加のブースが続々登場!

毎年⼤好評の伝統⼯芸職⼈ブースでの販売やワークショップを今年も開催します。
また、新たにアパレル店舗やタヒチ特産の⿊真珠の店舗など、現地タヒチからの店舗が続々登場し、パ
ワーアップしました！さらに⽇本国内から出店する販売ブースも充実のラインアップ。是⾮、あなたの
お気に⼊りを⾒つけてください。
場所:ヴィーナスフォート1F・2F

Rimatara [現地ブース]
⼯芸が⽣業として成り⽴ってい
るリマタラ島出⾝のイアエラ。
パンダナスを原料としたカゴ
バッグやアクセサリーを中⼼に
展開します。趣向を凝らした世
界で１つのカゴバッグは⾒逃せ
ません。

Moeata Création [現地ブース]
ツアモツ諸島のタカポト島にルー
ツを持つモエアタはシェルジュエ
リーを専⾨とするMoeata Création
（モエアタ・クリエーション）を
⼿掛け、地元で採取したシェルを
モエアタ独⾃の感性でアクセサ
リーへと⼤胆に変貌させます。

C'Tahiti [現地ブース]
新鋭のアパレルブランド CʻTahiti(セ・タヒチ)を⼿掛けるのはタヒチアンテキスタイルデ
ザイナーのトレタ。2016年にタヒチで開催されたファッションウィークで⼀気に注⽬を
集めた⼿染めのドレスやパレオは、Tahiti Festaでも⾒逃せないアイテムになります。

DRESS TAHITIAN [現地ブース]
DRESS TAHITIAN（ドレス・タヒチアン）を⼿掛ける服飾デザイナー
のアケは５年連続５回⽬のTahiti Festa出店。⽇本⼈の嗜好を理解した
⽣地のセレクトセンスは⽬を⾒張ります。

Rapa [現地ブース]
ラパ島出⾝のヴァイヌイとソラヤが
⽣み出す作品は伝統的技法を守りつ
つも、フェミニンでキュートなモダ
ンデザインが特徴的。花冠はカラフ
ルな⾊使いで⼈気を博しており、売
り切れ必⾄の⼈気商品です。

Tiare Pa [現地ブース]
ツブアイ島から来⽇するTiare Pa（ティアレ・パ）は３
年連続でTahiti Festaに出店する８⼈からなる笑顔の素
敵な⼯芸職⼈集団。真珠層を巧みに使ったアクセサリー、
植物を使⽤した雑貨、パレオなどバラエティに富んだラ
インアップとなっています。

Tamure Rhum [現地ブース]
｢パリ農業コンクール2018｣銀賞を受賞したTamure Rhum（タムレ・ラム）。タヒチ産
原料のみを使⽤したスイートなアロマが⾹る２種類（バニラ・オレンジ）のラム酒は⼥性
でも飲みやすく、これまでのラム酒のイメージが変わるような仕上がりになっています。

Tahiti Festa主催者ブース
タヒチが⽣んだ⼤地の恵み「Heiva社モノ
イオイル」が登場。またROTUI100%パイ
ナップルジュースやヒナノビールも販売し
ます。さらに、ここでしか買えないTahiti 
Festaオリジナルグッズが登場！数量限定の
レアアイテムをお買い求めいただけます。

Bijoux de Tahiti [現地ブー
ス]
タヒチアンパールジュエリー専
⾨店Bijoux de Tahiti(ビジュ
ドゥ タヒチ)。タヒチの養殖場
から直接仕⼊れ、お求めやすい
価格で提供させていただきます。

アレミティ
タヒチのトレンドを⽇本
でも楽しめる！タヒチア
ンテイストのカジュアル
アイテムを中⼼にライン
アップしました。

初出店

初出店

初出店



PICK UP 8 ルロットエリア タヒチアンフード&ドリンクが充実!

タヒチモーレア島産の100%パイナップルジュース「ロトゥイ」やタヒチNo1ビールの「ヒナノタヒチ」
などの美味しいタヒチアンドリンクもお楽しみいただけます。また、特別なタヒチアレンジのキッチン
カーブースも登場し、バリエーション豊かなフードメニューを展開します。ステージを観ながらタヒチの
フードやドリンクをお楽しみください。
場所:パレットプラザ(屋外イベントスペース)

Papeete
2016年8⽉にオープンした⽇本唯⼀のタヒ
チアンレストラン&バーです。お店で⼈気
の⾼いマヒマヒフリットやココナッツチリ
チキンウィングをお楽しみいただけます。
さらに南国ムード満点のカクテルもご⽤意
しています。ぜひお越しください。

Tahitian Drink
Tahitian Drinkブースでは、タヒチモーレア島産パイナップルを使⽤した
ロトゥイパイナップルスムージーがTahiti Festa初登場！
タヒチNo1ビールのヒナノタヒチはお⾷事との相性も抜群です。
ぜひ、キッチンカーのお⾷事とご⼀緒にお楽しみください。

Tahiti Bal Manuia
Tahiti Festaの出店は今年で７年⽬。名
物料理の⾃家製ローストビーフは、お
ためしいただきたい、オススメメ
ニューです。Tahiti Festaフードグラン
プリでの優勝経験もあります。その他
タヒチの郷⼟料理のプレオ・コカをご
⽤意。鶏⾁を、コーラで煮込む料理で、
⽇本⼈の好みに合わせた味付けにして
います。

Megʼs Kitchen
Megʻs Kitchenのキッチンカー
は、湘南エリアを中⼼に活躍し
ているYumi Yamadaさんのか
わいいイラストが特徴です。ト
ラディショナルレシピのシンプ
ルなマラサダは外はカリッと中
はふわふわもちもちのドーナツ
です。揚げたてのマラサダで南
国の味をお楽しみください。

COCONUT TREE
COCONUT TREEのオリジナルのもち粉ブレンドをつかったモチコチキンは外はサクッと中は
ジューシーな唐揚げです。お昼のお弁当やビールのおつまみにも喜んでいただいています。
ガーリックシュリンプはスペシャルブレンドのスパイスでガーリックを気にすることなく美味
しく召し上がれます。こちらはエビ好きにはたまらない⼀品！定番ロコモコは⾊々な組み合わ
せを楽しめるランチボックスでお楽しみください。

Lings Kitchen
初出店のLings Kitchen
はもちもちポテトを新
しいスイーツ感覚でお
楽しみいただけます。
キャラメル・チョコ味
が特にオススメです！

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社タヒチプロモーション 担当：⼤⽯・江藤

TEL：045-321-0693 FAX045-321-0624 E-mail：info@tahiti.co.jp
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご取材の際は上記にお問い合わせください。

ムティアラ
鎌倉・由⽐ヶ浜に店舗を
構えるオリジナルリゾー
トウェアやタヒチアン・
ハワイアンウェア、オリ
ジナル雑貨を取り扱うム
ティアラ。着⼼地の良い
素材が特徴です。

⼤⻄パール
本真珠の美しさを、⼀⼈でも多くの⽅
に⾝につけていただきたいという願い
と共に、スタッフ⼀同⼼をこめて良質
の商品を作り続けてきました。真円の
パールだけではなく、バロックといっ
た個性あふれる豊富な素材をこだわり
のデザインでお届けします。

パルシステム連合会
「ほんものの実感を！！⾷
べたものは体になっていく
から」がテーマである⽣協
の宅配パルシステムが展開
する⼈気商品をご試⾷いた
だけます。

タヒチアンダンス スタジオ
PRブース
「Tahiti Festa 2018 お台
場ヴィーナスフォート」に
出演する国内ダンスグルー
プのパンフレットが⼿に⼊
るブースです。

初出店

初出店


