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東京

仙台 darwin

【日時】

会場

Supported by

浜松

原宿アストロホール

会場

【日時】

広島

浜松 窓枠

【日時】

1st〔開演〕14:30
〔開演〕
〔開演〕18:30
2013.11.28（木）
18:30 2013.12.1（日）
2013.12.3（火）
2nd〔開演〕18:30

会場

札幌

広島クラブクアトロ

【日時】

会場

cube garden

【日時】

〔開演〕18:30 2013.12.5
（木）
〔開演〕18:30
2013.12.4（水）

【料金】※全席自由

【料金】※全席自由

【料金】※全席自由

【料金】※全席自由

【料金】※全席指定

【チケット情報】

【チケット情報】

【チケット情報】

【チケット情報】

【チケット情報】

前売り
■

■

5000 円 / 当日 5500 円

ローソンチケット
0570-084-002（L: 24195）

前売り
■

チケットぴあ

■

イープラス

■

http://eplus.jp/

【 information 】

G.I.P
☎

022-222-9999

前売り

イープラス

■

ローソンチケット
0570-084-003（L: 75089）

■

チケットぴあ

■

0570-02-9999（P: 211-743）

チケットぴあ

前売り
■

ローソンチケット
0570-084-004（L: 42986）

■

イープラス

【 information 】

デイスクガレージ

ジェイルハウス
☎

050-5533-0888

5000 円 / 当日 5500 円

ローソンチケット
0570-084-006（L: 68021）

■

■

チケットぴあ

チケットぴあ

■

イープラス

0570-02-9999（P: 211-986）

0570-02-9999（P: 211-853）

■企画制作：オフィスウォーカー

ローソンチケット
0570-084-001（L: 16745）

■

【 information 】

052-936-6041

5000 円 / 当日 5500 円

イープラス

夢番地
（広島）
☎

マウントアライブ
☎

082-249-3571

■協賛：

http://eplus.jp/

【 information 】

‒ 各会場、
ドリンク料金が別途かかります。‒

■主催：アイズクルー / スタジオリム ハワイ

前売り

http://eplus.jp/

http://eplus.jp/

【 information 】

☎

5000 円 / 当日 5500 円

0570-02-9999（P: 211-918）

http://eplus.jp/

0570-02-9999（P: 211-848）

■

5500 円 / 当日 6000 円

■後援：

011-211-5600

【アイランドコンテンポラリーバンドマノアDNA】
【アイランドコンテンポラリーバンド マノアDNAとは？】
2005年夏にハワイで正式結成された父と息子二人によるファミリーバンド。
バンド名の“Manoa”は彼らが住んでいるハワイ・マノアの土地名から、“DNA”は 父親のDad、
長男のNick、次男のAlexの頭文字から命名。 家族ならではの息のあったハーモニーは、
日本とハワイをつなぐ“絆”そのもの。これまでにリリースしたオリジナルアルバムは、
ハワイのグラミー賞と呼ばれる、 Na Hoku Hahohano Awardsの4部門でノミネートされ、
2007年度Hawaii Music Awardsで コンテンポラリー・アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞。
2008年からハワイ州観光局のCMソングを担当。昨年春には、「ALOHA YOU 絆」
NHKみんなの歌に起用され、ハワイの顔として、日本に活躍の場を広げています。
昨年は、初のジャパンツアーを実施。ハワイだけでなく、日本のあらゆる世代に愛されるバンドです。

【父親のDad・ロイドとは？】
フラガールをはじめ、ハワイ好きの方に人気の
ファッションブランド【Iolani】の社長
今年で創業６０周年（10月10日）を迎え、
ホノルル日本人商工会議所が選ぶ
「GENERATION AWARD」を受賞。父のKEIJI KAWAKAMIが
創業したイオラニスポーツウエアを受け継ぐ２世社長。
ローカルビジネスの中で企業成長するだけでなく、
ハワイのコミュニティに大きく貢献。
また、東日本大震災の被災地への慰問も定期的に行っています。

【『 Iolani on Kona Street
(イオラニ・オン・コナ・ ストリート)』】
女性用のドレスは、古典的なムームーではなく、ドレスアップに
最適なスタイルや柄がそろっているほか、フラダンサーのサラ・
ノエルさんデザインのライン「カマレイ ライン」など、フラを
踊る人にも人気のスタイルも。男性用のシャツも、
洗練されたデザインがそろっています。
今年は創業６０周年で、10月に開催されるハワイファッションマンスにも
参加。最近は、ハワイ挙式をする方々にも御用達となっているブランド。

【HOT HAWAIIAN CHRSTMAS MANOA DNA JAPAN TOUR 2013】
【スケジュール】
11/28(木）仙台darwin 開場午後6時、開演午後6時半～
お問い合わせ：GIP 022-222-9999
11/29(金）宮城県女川町 慰問ライブ（華夕美）ハワイの地からVOL4
11/30(土）仮設住宅慰問
12/1(日）原宿アストロホール
1ST 開場午後2時、開演午後2時半～
2ND 開場午後6時、開演午後6時半～
お問い合わせ：ディスクガレージ050-5533-0888
12/3(火）浜松 窓枠 開場午後6時、開演午後6時
お問い合わせ：ジェイルハウス 052-936-6041

12/4(水）広島 広島クラブクアトロ
開場午後6時 開演午後6時半～
お問い合わせ：夢番地 082-249-3571
12/5( 木）札幌cube garden
開場：午後6時、開演：午後6時半～
お問い合わせ：マウントアライブ011-211-5600
チケット料金
仙台、浜松、広島、札幌：
前売り5000円、当日券5500円（消費税込み）
尚、東京会場は、前売り5500円、当日券6000円
チケット発売日
仙台、東京、浜松、広島は、9/28、札幌は、10/13
ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、
各プレイガイドにて発売。
全会場には、ゲスト日本語MCとしてPELEREIKOも帯同します。

【HOT HAWAIIAN CHRSTMAS MANOA DNA JAPAN TOUR 2013】
【ライブ内容】

マノアDNAのオリジナルヒット曲、新曲のほかに、アイランドスタイルの
クリスマスソングタイムやメレフラタイムなどをもうけ、ハワイアンオハナスタイルの
ステージを演出します。木枯らしが吹く寒い日本をマノアDNAのアロハスピリットが
詰まったサウンドで暖めます。
また、昨年と同様、観客（オハナ）に対して、公演写真や映像をそれぞれの
FACEBOOK、TWITTERにアップする許可をする予定ですので、
瞬時にそのハワイスタイルが世界中に広がります。
ペレレイコも日本語ゲストMCとして帯同します。
復興に向かって懸命にがんばっていらっしゃる被災地の方々が作られた農作物や水産物、
水産加工物の収穫をお祝いをするため、感謝祭の11/28に、仙台からスタートします。
（スタジオリムの番組もFM 仙台に放送し続けて、１０年です）
また、STUDIO RIM ハワイが、継続的に行っているプロジェクト、東日本大震災復興支援
「ハワイの地から（力）」VOL4として、大きな被害に見舞われた女川町の華夕美旅館宴会場に仮設住宅居住者の皆
様に集っていただき、マノアDNAのライブやハワイの話を楽しんで頂く予定です。
（協力：女川町商工会、女川町観光協会、女川町復興連絡協議会、復興は道からはじまる写真展主宰芥川麻子
その後の公演地では現在の被災の状態や慰問ライブの様子のレポートをしつつ、さらなるサポートを呼びかけます。
また、イオラニスポーツウェア（IOLANI ON KONA STREET)の創業者のおひとりで、今年8月6 日に他界されたイー
デス・トコヨ・カワカミさんの故郷である広島公演では、イオラニ創業60周年のお祝いを予定している他、
スタジオリムの番組にレギュラーゲストとして、出演していたエリア、東京（原宿）、静岡（浜松）、北海道
（札幌）でも公演を行います。

＊ハワイの地から（力）プロジェクトとは、継続的＆定期的に、ハワイの土地から、被災地へ、ハワイのアイテム、ハワ
イのエンターテイメント、ハワイの真心（力）をもって被災地の皆様のところへ慰問に伺うプロジェクト。被災地とハワイ
の交流を育み、将来の夢や希望につなげることを目的にしています。

PELEREIKO

(ロジャース徳重玲子）

2000年にスタジオオリムハワイ開設のため、ハワイ移住。ホノルル在住１３年目。
『ペレレイコ』という愛称は、ビッグアイランドのキラウエアに住むといわれる
火の女神『ペレ』と性格が類似することから、当時、ローカルスタッフに名づけられた。
ハワイビギナーからリピーターまで、老若男女問わず、『ハワイのコンシェルジュ』と
してリスナーやSNSのフォロワーから絶大な支持を得ている。
一方、単なる観光情報だけでなく、ハワイ・ライフ情報（ビザ、税金、法律）にも
卓越しているため、企業コンサルティングやマーケティングも行っている。
観光業面では、インセンティブツアー、教育旅行者向けの講演なども好評である。
また、ペレレイコの「DEEP TOUR」はオアフ島で数回開催、他島でも可能。

ハワイアンミュージック界、フラ界をはじめ、ハワイの様々な分野で幅広いネット・ワーク
や友人関係をもっているのは、特徴のひとつ。ラジオ番組パーソナリティ、MCイベントディ
レクター、プロダクト＆店舗プロデューサー、講演講師、ライター、ソーシャルネットワー
クなど活動の場は多岐にわたるが、
ムーブメントの仕掛人としての仕事が一番やりがいがあると本人談。
また、ハワイのエンタメ、グッズなどを被災地へ直接届ける、東日本大震災復興支援プロ
ジェクト「ハワイの地から（力）」主宰や、被災地の中学生をハワイに招待する教育支援プ
ログラム「RAINBOW FOR JAPAN KIDS」の立ち上げメンバーのひとり。 ハワイでの出会い
を目的とした「LOVE MEETS HAWAII」をプロデュース中。
愛読書は、家庭の医学、各地域のイエローページ。ホノルルマラソン10回参加完走。
趣味はラン大会参加し、ローカルにふれること。トレイルラン。最近は他島の大会にも数多
く出場。
ペレレイコのつぶやきTWITTER(@PELEREIKO),, FACEBOOK(徳重玲子）人気。
つぶやきブログはhttp://www.twilog.org/pelereiko 日本航空ハワイ発機内誌EHEUやハワイ州観
光局公式ポータルサイトHAWAII-TV.JPではレギュラーで音楽コラムを執筆中。
http://www.facebook.com/discover.aloha
ハワイの最新写真ギャラリー(ストックフォト)プロデュース
www.hawaiianhotshots.com

【HOT HAWAIIAN CHRSTMAS MANOA DNA JAPAN TOUR 2013】
【MANOA DNA被災地・宮城県女川町慰問公演によせて】

東日本大震災から3年がたとうとしています。被災地で復興の槌音が聞こえる中、明日への希望を失った多くの人々
の声無き声も聞こえます。
女川町・被災前は1万人規模だった町も震災でその1割の命が失われ、その後人口の流出は止まらず、現在の住民は
4500人ほどまで減ってしまいました。若者たちの後ろ姿を見送るお年寄りをはじめとする人々は、疲れ切って今にも心
が折れそうです。
私は今まで何度も、落語、懐かしの曲のライブなどを女川町へ連れていきました。訪れるたびに、女川町の方々との
友情が深まっていきました。昨年のハワイからの慰問団も女川へ迎えることができ、力強い中にも癒しある音楽に、
会場が忘れかけていた笑顔と心の潤いで満たされてことは、いうまでもありません。
私は、今後、1年に1度は、女川町へビッグなプレゼントをしたいと考えています。その第一弾が、
今
回のMANOA DNA慰問公演です。「楽しかった、また来てほしい」という未来への思いを女川町の人々にもっていた
だきたいと、心から願ってやみません。
女川町商工会・女川町観光協会・女川町復興連絡協議会の皆様と協力し、
女川町の人々と共に、心癒すハワイの音楽を楽しみにしています。
2013年10月3日
芥川麻実子
<芥川麻美子 あくたがわまみこ／道路環境プランナー＞
テレビ・ラジオのパーソナリティーを経て、テレビ番組プロデューサー
その後、道路に関する広報や道路施設プロデューサーを歴任。
現在「道の駅八王子滝山」駅長、 道路情報財団法人理事など役職多数
株式会社モグ・ネットワークス代表、復興は道からはじまる写真展主宰
昨年のホノルルフェスティバルでも同写真展を開催。
文豪芥川龍之介は実祖父、音楽家芥川也寸志は実父。

