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Tahiti Festa 2017 お台場ヴィーナスフォート 開催概要

名 称 Tahiti Festa 2017 お台場ヴィーナスフォート

開催⽇時 2017年9⽉16⽇（⼟）〜9⽉18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 ・MEGA WEB ※⼊場無料

来場者数 3⽇間合計 約231,200名

※ヴィーナスフォート及びMEGA WEBの3⽇間の来館者数の合計となります。

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

タヒチ雑貨販売 など

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
後 援 タヒチ観光局 / La maison de la culture de TAHITI / Manutea

インターコンチネンタルフレンチポリネシア / タヒチプロモーションカード
Le ministre de lʼAgriculture, de lʼartisanat et du développement des archipels

イベントエリア展開

◆ステージ(３ヶ所にて展開)
・AirTahitiNuiステージ(屋外パレットプラザ)
・Tiareステージ(MEGA WEB)
・Monoi de Tahiti ステージ(ヴィーナスフォート館内2F教会広場)

◆マルシェ(物販・企業PR)
・ヴィーナスフォート館内1F/2F
・MEGA WEB 

◆ルロット(飲⾷販売ケータリングカー)
・パレットプラザにて展開

◆ワークショップ
・現地伝統⼯芸職⼈ ・⼦供向けワークショップ (共にMEGA WEB)

◆その他 装飾
・トヨタ2000GT ・トヨタランドクルーザー (共にMEGA WEB)
・ヴィーナス 冠 (ヴィーナスフォート２F 噴⽔広場)
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出演ゲスト(タヒチより来⽇)

O TAHITI E (オタヒチエ)

Teiva LC (テイヴァエルシー)

TOAʼURA (トアウラ)
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出演ゲスト(国内)

Te Ra KYOKO (テ・ラ キョウコ)

ToySpeaker (トイスピーカー)

来海 ⼤

国内タヒチアンダンスグループ

本年の参加グループは66組1483名(昨年58組1211名)
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マルシェエリア (ヴィーナスフォート館内)
アレミティ

オフィシャルグッズパルシステムハレクーアイレア

パティティファタヒチムティアラモンステラ

トリちゃんず！！ラハイナヴィヴィリゾートスタイル

タヒチアンダンススタジオPR⼤⻄パールマウナロアMMJ

Tahiti Festa 2017 お台場ヴィーナスフォートにご出展いただ
いたブースをご紹介します。初登場のイベントオフィシャル
グッズブースや南国関連商品、タヒチアンダンス⾐装やタヒチ
アンパールなど様々な商品ラインナップになりました。ブース
には多くのお客様にお越しいただきました。
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タヒチ伝統⼯芸職⼈

毎年好評のタヒチ伝統⼯芸職⼈ブース・ワークショップでは４つのブースが参加(リマタラ島・ラ
パ島・トゥブアイ島・ソシエテ諸島)⼯芸品販売ワークショップ共に多くのお客様にご好評をいた
だきました。

ルロットエリア(飲⾷販売ケータリングカー)
ヒナノビール/ロトゥイパイナップルジュース タヒチカフェ /アロハテーブル

タヒチバル マヌイア メグズキッチン ココナッツツリー

ヨコハマ マルルー パラダイス

タヒチ産のヒナノビール/ロトゥイパイ
ナップルジュースをはじめ、全国各地か
らキッチンカーが集結しタヒチアンフー
ドを3⽇間に渡ってお客様に楽しんでい
ただきました。
※パラダイスのみ2⽇間の出店。
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マルシェエリア(MEGA WEB)

その他

タヒチアンダンススタジオPR

アネラウィンク アンティークラバーズ タヒチ観光局

⼦供向けワークショップ

ヴィーナス 冠 (ヴィーナスフォート2F噴⽔広場)

トヨタ200GT 装飾 ランドクルーザー装飾

タヒチアン ウクレレ ワークショップ
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イベントスポンサー

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

後援
タヒチ観光局
La maison de la culture de TAHITI
Manutea
インターコンチネンタルフレンチポリネシア
タヒチプロモーションカード
Le ministre de lʼAgriculture, de lʼartisanat et du développement des archipels

出展各社 順不同

タヒチ伝統⼯芸局 リマタラ島・トゥブアイ島・ソシエテ諸島
マウナロアMMJ / ムティアラ / アレミティ / ラハイナヴィヴィ / モンステラ
リゾートスタイル / ⼤⻄パール / トリちゃんず！！ / ハレクーアイレア
マリオットバケーションクラブ / パルシステム
パティティファタヒチ / オフィシャルグッズブース
アネラウィンク / アンティークラバーズ
Tahiti Café by AlohaTable / Tahiti BAL Manuia / メグズキッチン
ココナッツツリー / YOKOHAMA MAURUURU / パラダイス
ヒナノビール・ロトゥイパイナップルジュース

ステージスポンサーボード

エアーポップ
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掲載メディア

JRおでかけネット
グノシー
Infoseekニュース
OKGuide
OVO
ガジェット通信
ネタりか
FlyTeam
Time Out Tokyo
楽天woman
dメニュー
excite.ニュース
GREE
Infoseekニュース
Kirei Style
livedoor
So-netニュース
アメーバニュース
グノシー
東京バーゲンマニア
伝説の営業マン
徳島新聞Web
財経新聞
excite.ニュース
StartHome
とれまがニュース
毎⽇新聞
Mapionニュース
リセマム
JPubb

デイリーニュースオンライン
goo ニュース
Mapionニュース
Bizloopサーチ
起業SNS
PLUS TS net 〜東京湾岸スタイル〜
⽇本広報新聞
マチパブ
えきねっと
朝⽇新聞デジタル＆m
YOMIURI ONLINE
SEOTOOLS
LIVE HOUSE.COM
@nifty ビジネス
@Press
BIGLOBEニュース
bizocean※
Infoseekニュース
MarkeZine
N+NewsRelease
rentaloffice.bz※
SankeiBiz
SANSPO.COM
zakzak
クイックオーダー※
ニュースナビ
ビズハック！
ロイター.co.jp
RETRIP

WEBメディア

雑誌
フラヘブン
Buono

他多数
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Tahiti Festa 2017 お台場ヴィーナスフォートにご来場下さいました皆様、
また出演者、出展者を含む関係者の皆様に感謝申し上げます。本年の開催に
つきましては、ゲストO TAHITI EのTahiti Festa 初参加や例年⼤好評の伝統
⼯芸職⼈による販売・ワークショップなど「本物のタヒチ」を感じていただ
けたと思います。今後もよりタヒチを感じていただけるイベントになるよう
努⼒してまいります。

Mauruuru roa!

2017

株式会社タヒチプロモーション
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡3-1 東興ビル2F
TEL:045-321-0693 FAX:045-321-0624
http://tahiti.co.jp/


