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PRESS RELEASE                     

2022年4月11日 

ホテル日航つくば 

 

～Hotel Nikko Tsukuba Starlight Luau Show～ 

 

『Aloha E Komo Mai ～ハウオリ・デイ＆ナイト～』 を開催 
 

【開催日】2022年 7月 30日（土） 

【時  間】受付 16:00／食事 17:00～18:30／ショー 19:00～20:00 

【料  金】One Harmony会員 ￥12,000／一般 ￥13,000 小学生 ￥5,000 

■ One Harmony会員先行受付  5月 16日（月）10:00～5月 22日（日）まで 

■ 一般チケット販売 5月 23日（月）10:00 より 

 

 

ホテル日航つくば（所在地：茨城県つくば市吾妻 1-1364-1、総支配人：髙田浩）は、2022年 7月 30日（土）

に『Aloha E Komo Mai（アロハ・エ・コモ・マイ）～ハウオリ・デイ＆ナイト～』を開催いたします。 

 

 

 

『Aloha E Komo Mai（アロハ・エ・コモ・マイ）～ハウオリ・デイ＆ナイト～』は、優雅なフラと情熱的なタヒチア

ン＆ポリネシアンダンス、手に汗握る迫力満点のファイヤーナイフダンスを南国の魅力溢れるハワイアンテイスト

のディナーと共にお楽しみいただくイベントです。当日は、一般社団法人つくば観光コンベンション協会や JAL

ふるさと応援隊の協力による、茨城ならではの選りすぐりの特産品などを販売する「茨城物産マルシェ」のほか南

国気分を盛り上げてくれる「アロハマーケット」を同時開催いたします。この夏の最高の思い出に、ぜひ皆様お揃

いでご参加ください。 

開催当日は新型コロナウイルス感染症対策として、会場入口での検温とマスク着用の確認、アルコール消毒

を行っていただいてからのご入場となります。また、3 密を回避するため、食事会場とショー会場を分け、各会場

では席の間隔を十分に配慮した配席と、定期的な換気及び、什器備品等の消毒を実施して安心・安全を徹底

して参ります。 

なお、ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数を制限して開催いたします。 
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〈開催概要〉 

【タイトル】 Aloha E Komo Mai（アロハ・エ・コモ・マイ）～ハウオリ・デイ＆ナイト～ 

【開催日】 2022年 7月 30日（土） 

【時間】 受付 16：00／食事 17:00～18:30／ショー 19:00～20:00 

【会場】 ホテル日航つくば 別館 1階 昴の間 

【料金】 One Harmony会員 ￥12,000／一般 ￥13,000／小学生 ￥5,000 

※料金には、料理、フリードリンク、消費税、サービス料が含まれます。 

※オークラ ニッコー ホテルズの会員プログラム「One Harmony」はチケット申し込み時のご入会も

適用となりますが、事前にご入会いただくとチケット予約がスムーズです。 

※One Harmonyポイントの積算はございません。 

【ご予約方法】 

■ One Harmony電話受付のみ 

会員先行受付：5月 16日（月） 10:00～5月 22日（日） 

電話番号：ホテル日航つくば 宴会予約 TEL.029-853-8055 

■ 一般 電話受付のみ 

チケット販売：5月 23日（月） 10:00 より  

電話番号：ホテル日航つくば 宴会予約 TEL.029-853-8055 

・チケット発送にかかる事務手数料として 1回のお申込みにつき別途 500円を頂戴します。 

（チケット代と合わせてご請求します） 

・請求書の到着より 2週間以内にお振込みください。（振込手数料はお客様のご負担となります） 

・チケットのお渡しは振込確認後、全て郵送（7月初旬～中旬）となります。 

 

 

 

 

 

 

【出演】ホアヘレ･オ･クワナ／ナ･プア･ア･ヘアラニ･マタヴァイノポリネティア／ヒヴァヒヴァ･ホアピリ･フラタヒチア

ンスタジオ／ポリネシアンファイヤーナイフダンスチーム TEPA／アイランド･ガール／ハワイアンバンド ウイラ

ニ／梅田陽子（MC） 

【主な演目】 ～当日はリゾートカジュアルでお越しください～ 

・ホテルオリジナルハワイアンテイストのディナー 

・癒しのハワイアンミュージック生バンド演奏 

・大迫力！スリルと興奮のファイヤーナイフショー 

・華やかで優雅なフラ 

・情熱的なタヒチアンダンス&ポリネシアンダンス 

・全員参加による感動のワン･ハンドレッド･フラ 

●茨城物産マルシェ、アロハマーケットについて 

開催日時：7月 30日（土）15:00～20:00 

場所：別館 1階ロビー 

販売商品：茨城県ならではの特産品、ハワイアングッズ など 

問い合わせ先：ホテル日航つくば 029-852-1112（代） 

 

【協力】JALふるさと応援隊／一般社団法人つくば観光コンベンション協会／ALOHA DESIGN Inc. 

【注意事項】 

・当日の参加者全員に体調を確認させていただく「体調確認シート」をご提出いただきます。 

・食事会場とショー会場は会場が別となります。全席指定、食事会場は相席となります。 

〈振込先口座〉 

常陽銀行 研究学園都市支店  （普） 1752393 

口座名義：カ）ツクバガクエンホテル 

※振込時の「ご依頼人様」にはフルネームをご入力ください。 

※お振込手数料はご負担願います。 
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・座席は当日受付でご案内いたします。 

・ご入金後のキャンセルにつきましては返金いたしかねます。 

・乳幼児、未就学児童の参加はご遠慮ください。 

【新型コロナウイルス感染症対策について】 

・ホテルへの各入口では検温とマスク着用の確認、アルコール消毒を行っていただいてからのご入場となりま

す。 

・受付前にも再度検温を実施いたします。なお、37.5度以上または体調不良の方は入場をご遠慮いただき

ます。 

・館内の不特定多数のお客様が触れる箇所では、医療現場でも使用されている「Dr. CLEAN」を使用し毎

日除菌を行っております。 

・3密回避策として、食事会場とショー会場を分けて開催いたします。 

・各会場の換気は宴会場の空調システムで外気を取り入れての循環のほか、航空機や新幹線等で使用され

ている空気清浄機を設置いたします。 

・飛沫感染防止策として、食事会場では隣の方との間に、クリアータイプのパーテーションを設置いたしま

す。 

・食事と食事の合間はマスクの着用をお願いいたします。 

・ショー会場「昴の間」においては、最大収容人数を制限して開催いたします。 

・ホテル入口や会場付近にはアルコール消毒液を設置しております。 

・公演中はマスク着用をお願いいたします。 

・公演中の歓声、出演者へのお声がけはご遠慮ください。 

 

【出演者プロフィール】 

■Hoahele O Kuwana （ホアヘレ･オ･クワナ） 

萩本欽一率いる『元茨城ゴールデンゴールズ』の専属チアリーディングチーム。結成

19 年目、国内フラコンペティションでも優勝を獲得するなど、数々の栄誉ある受賞に輝

く実力派フラチーム。美しく、優雅なフラスタイルで、見ていただく人達をスマイルに！ 

これが私達の目指すアロハマジックです。 

■Na Pua A Healani/Matavai no Polinetia 

（ナ・プア・ア・ヘアラニ・マタヴァイノポリネティア） 

目黒区学芸大学を拠点に、バラエティに富んだ本場さながらのポリネシアンダンスショ

ーをお届けしているプロフェッショナルダンサーチーム。主宰の Healani（ヘアラニ）

Mayumi Kumamotoは、オアフ島のクムフラ（フラの先生）Leato S. Savini（レアト・サ

ヴィーニ）に師事し、10 年余りショーダンサーとして活動。2008 年タヒチアンダンスコンペティション（ヘイヴァ イ

ン ジャパン）ソロ部門にて優勝。ショーダンサーとしての経験を活かしテレビ出演の傍ら、お客様も一緒に楽し

めるショーをお届けしております。 

■Hiwahiwa Hoapili Hula Tahitian Studio 

（ヒヴァヒヴァ・ホアピリ・フラタヒチアンスタジオ） 

東京都西東京市を中心に活動する「Hiwahiwa Hoapili Hula Tahitian Studio」は

古典フラ カヒコ、現代フラ アウアナ、タヒチアンダンスが学べる教室。主宰の青木は都

内某レストランにてフラ、タヒチアンダンサーとして活躍後、東京都小平市にてスタジオ

をオープンし、はじめて子連れでレッスン出来るスタジオとしてテレビや雑誌に取り上げられました。また、ダンサ

ー時代の経験を活かし、現在も数々のイベントに出演。例年は池袋フラフェスタ、お台場のイベントなどに出演し、

コンペティションにも積極的に出場。迫力満点のタヒチアンメドレーをお楽しみください。 
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■ポリネシアンファイヤーナイフダンスチーム TEPA 

メンバー全員がハワイで修業を積んだファイヤーナイフダンサー。今年で活動 13 年目

を迎えるファイヤーナイフダンスチーム「TEPA」。リーダーの Takaka は 2018 年

Vaimatina インターナショナルコンペティションで準優勝の実績。全国各地でのイベン

トでのステージショーの出演実績は国内最多を誇ります。NHK、テレビ朝日、東海テレ

ビなどの報道番組に取り上げられた他、メ〜テレ「ザキロバ」などのバラエティ番組にも出演。国内ではファイヤ

ーナイフダンスのパイオニア的存在であり、神秘的で大迫力なステージショーは名声を博しております。 

■ISLAND GIRL（アイランド･ガール） 

フラ・タヒチアン歴は 10 年を越え、今までに参加した大会にて数々の賞を受賞。

Wedding Party、サマーイベント等フラやタヒチアンのステージをはじめ、Magic 

Show でのマジシャンとのコラボステージ等、新しいスタイルでのショーも行なっており

ます。悔しくも中止となった 2020 年のメリーモナークフェスティバル（フラの大祭典）で

は Team JAPAN として前夜祭のパフォーマンスを予定しておりました。 

■ハワイアンバンド U’iLani（ウイラニ） 

ハワイ語でU’iは美しい、Laniは天国という意味。「楽しくハワイアン音楽」をモットーに

横浜を中心に活動。U’i の Toshi（高橋利幸）と Papa（萱野正明）のユニットに加え、

2019 年夏より美しいファルセット、ソプラノボイスの Shiho（加藤紫帆）がボーカル&ピ

アノで加わりウイラニとなりました。今や本場ハワイよりもフラ人口が多い日本に於いて、

各種イベントや発表会等で活躍中。 

■【MC】梅田 陽子 

セント・フォース所属フリーアナウンサー。学習院女子大学在学中に、ミス学習院女子大学、

パールプリンセス等に選ばれたことをきっかけに、日本テレビ『きょうの出来事』のお天気キャ

スターとしてデビュー。その後、E テレ『NHK 高校講座 生物』、TBS『はなまるマーケット』、

テレビ朝日『ワイド！スクランブル』等の情報番組、サッカー・競馬等のスポーツ番組に出演。

リポーターや MC、ラジオパーソナリティなど多岐にわたり活躍中。特技はピアノの他、チェン

バロ、パイプオルガンといった古楽にも修練を積み、演奏活動を行うなど、音楽好き。 

 

 

 

 

 

 

 

報道関係者の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば 広報担当 横川、滝川 

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻 1-1364-1  TEL : 029-853-8112 

一般の方からのお問い合わせ先 

ホテル日航つくば TEL : 029-852-1112（代表） 
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