2018 年 5 月 30 日
Event Islands HAWAII

GREENROOM FESTIVAL Hawaii’18
第 4 弾出演アーティストを発表

世界へ活躍の場を広げるハイクオリティアイドルユニットが太平洋の架け橋に－
－日本発オフィシャルツアーも発表！ファンにはたまらない特典が盛りだくさん－
－大会前夜祭でのスペシャルミニステージ開催も決定－

－ハワイ No.1 の歌姫 Anuhea(アヌヘア)の出演が決定！－
－特典盛りだくさん『グリーンルームフェスティバルオフィシャルツアー』も発売－

GREENROOM FESTIVAL Hawaii’18 実行委員会は、2018 年 9 月 7 日・8 日の２日間にわたり開催されるイ
ベントの第４弾出演アーティストとして、ハワイ No.1 の歌姫として名高い Anuhea(アヌヘア)の出演を発表
しました。
～ハワイ No.1 の歌姫 Anuhea(アヌヘア)の出演が決定！～
1985 年生まれ、マウイ島出身のシンガーソングライターであるアヌヘア。ブルーノ・マーズやジャック・ジ
ョンソンといった有名歌手とも共演し、2010 年にはハワイのグラミー賞として名高いナ・ホク・ハノハノ賞
で「最優秀新人賞」、「最優秀コンテンポラリーアルバム賞」を受賞。生粋のビーチ・ガールとしての自らの
ライフスタイルを反映した若々しくグルーヴィーなサウンド、レゲエ、ソウル、R&B、ブルースをブレンドし
たアコースティックでナチュラルな歌声が人気を誇ります。

～特典盛りだくさん『グリーンルームフェスティバルオフィシャルツアー』も発売～
GREENROOM FESTIVAL Hawaii’18 実行委員会メンバーである株式会社 JTB より、特典盛りだくさんのオフ
ィシャル参加ツアーも発売されました。ステージ前の最優先エリアが確保しやすい優先入場特典や、フェステ
ィバルオリジナルのグッズがプレゼントされる他、滞在中ハワイ観光の移動に便利なオリオリウォーカーチケ
ットや人気パンケーキが試せるミールクーポンがついてくるなど、フェス好き、ハワイ好きにはたまらない特
典付きのツアーです。
～大人から子供まで楽しめるビーチカルチャーパーク～
ダイヤモンドヘッドの麓に位置する野外音楽堂“ワイキキシェル”で、ハワイのさわやかな風と自然を感じなが
ら様々なコンテンツが楽しめる GREENROOM FESTIVAL Hawaii‘18 は、イベントコンセプト『Save The
BEACH, Save The OCEAN』に賛同したハワイ内外の音楽アーティストが集いライブパフォーマンスを行う
ほか、アート作品の展示やコンテスト、ビーチマーケット、ビーチフード、ヨガ、ダンス、各種パフォーマン
スなどバラエティ豊かなコンテンツが一度に楽しめます。

<<イベント概要>>
■名称

：GREENROOM FESTIVAL Hawaii ’18

■会場

： ワイキキシェル

■日時

： 2018 年 9 月 7 日（金）、8 日(土)

ホノルル ハワイ
※両日 16:00 開場、17:00 開演～22:00 頃終演（予定）

■チケット：【自由席 (後方座席/芝生エリア)】
◆ONE DAY チケット(１日券)
早期割引（現地時間 5 月 1 日～6 月 30 日）: $20.00 /
当日

一般発売（現地時間 7 月 1 日～前日） : $30.00

： $40.00

◆TWO DAYS チケット(２日券)
早期割引（現地時間 5 月 1 日～6 月 30 日）: $30.00 /
当日

一般発売（現地時間 7 月 1 日～前日） : $40.00

: $60.00

【指定席 チケット(1 日券のみ) (前方座席) 】
早期割引（現地時間 5 月 1 日～6 月 30 日）: $30.00 /
当日
※年齢制限はございません。
※米国在住者向け割引あり(現地購入)
■オフィシャルサイト：www.greenroomfest.com

一般発売（現地時間 7 月 1 日～前日） : $40.00

: $50.00
※12 歳以下のお子様は保護者同伴に限り無料

<<GREENROOM FESTIVAL Hawaii‘18 オフィシャルツアー概要>>
日程

：2018 年 9 月 7 日（金）より３泊５日 又は 4 泊 6 日

旅行代金

：成田空港発着 大人お一人様 157,000 円-

旅行企画

：株式会社 JTB

関西国際空港発着

大人お一人様 163,000 円-

公式ホームページ： http://www.jtbbwt.com/entertainmenttour/greenroom2018/

<<第４弾出演アーティスト>>

Anuhea

1985年生まれ、マウイ島出身のシンガーソングライター。
2010年には、ハワイのグラミー賞として名高いナ・ホク・ハノハノ賞で「最優秀
新人賞」、「最優秀コンテンポラリーアルバム賞」を受賞した。日本やアメリカ
本土、ヨーロッパ、ブラジル、ニュージランド、カナダなど、世界中でライブを
行っている。生粋のビーチ・ガールとしての自らのライフスタイルを反映した
若々しくグルーヴィーなサウンド、レゲエ・ソウル・R&B・ブルースをブレンドし
たアコースティックでナチュラルな歌声が大人気。

<<既発表出演アーティスト>>

9月7日（金）Allah-Las、Mike Love、Anuhea、The Babe Rainbow、Makua Rothman
9月8日（土）スガ シカオ、Nulbarich

and more

and more
米・カリフォルニア州ロサンゼルス出身。
伝説的なレコードストア、アメーバ・ミュージックで働く仲間によって2008年に結成。2011年にセル
フ・タイトル作がA2IMリベラ賞にノミネートされ、ピッチフォークはじめ数多くのメディアから称賛
を浴びる。2014年の『ワーシップ・ザ・サン』も高評価を得ると、欧米、南アフリカ、メキシコ、イス
ラエルなどでのツアーも成功。2016年に3作目となる『カリコ・レビュー』に続き新たにEPとしては初
となるCovers #1.をリリース。モダンなガレージロックとオーガニックな西海岸サウンドが出会った極
めて現代的な今注目のガレージ・バンド。

Allah-Las

Mike Love

ハワイ州オアフ島、音楽一家のもとで生まれ育つ。１０代にクラシックピアノをはじめ、高校に入ると
バンドの一員としてパフォーマンスをするように。マイクはクラシカルレゲエのシンプルなリズムを自
分のベースとなっているクラシックやロックミュージックとフュージョンさせ、全く新しいユニークな
ものを生み出している。現在２枚目のアルバム『Love Will Find A Way』を制作中。過去にはStephen
Marley、Don Carlos、Trevor Hall、Nahko & Medicine For The People、John Butler Trio、
Groundation、Steel Pulse、Dave MatthewsやJack Johnsonなど、名だたるミュージシャンとステージ
を共にしている。

2017年デビュー。オーストラリア・バイロンベイ出身。
時代の流れを無視したシンプル� ドリーミーなグルーヴがたまらない60s西海岸の匂いを漂わせるロッ
クバンド。「サーフィンの街、バイロンベイ」から来たメロウでレイドバックなサウンドが心地よい、
デビュー以来世界が注目の新世代3ピースバンド。

The Babe Rainbow

Makua Rothman

スガ シカオ

マクア・ロスマンはオアフのノースショアで育ち2歳にしてサーフィンを始める。そして18歳の時、世
界最大のビッグウェイブを捕えBILLABONG XXL GLOBAL BIG WAVE AWARDにて優勝。嵐の様にサーフィン
の世界を手にする。このサーフィンチャンピオンは現在、洗練されたウクレレ奏者兼シンガーとして音
楽の世界で更なる情熱を追求中。イズラエル・カマカヴィヴォオレ、レッドワード・カアパナ、ジョ
ン・クルーズと言ったレジェンドミュージシャンたちより教えを受けている。マクアは世界へ彼の音楽
を通しアロハ大使でいること、 つまり世界中の群衆に向けプレイすることにとても夢中だ 。
彼の音楽はたとえあなたがどこにいようと、あなたに笑顔と楽しい日をもたらすとても良い感じのハワ
イアンの音で満たされている。
1997年2月26日、「ヒットチャートをかけぬけろ」でデビュー。1stアルバム『Clover』以降、全てのオ
リジナルアルバムがオリコンTOP10入りを記録。2011年、所属事務所からの独立を発表。メジャー/イン
ディーズの枠組みに捉われない独自の活動を行ってきたが、2014年シングル「アストライド/LIFE」で
メジャーフィールドに完全復帰。2016年にはデビュー20周年イヤーに突入。周年企画として、6年ぶり
のオリジナルアルバム『THE LAST』と自身がボーカルを務めるバンドkōkuaの1stアルバム『Progress』
をリリース。2017年には集大成イベントとなる「スガフェス！」をさいたまスーパーアリーナ・
大阪城ホールで開催。初のアジアサーキットも大盛況にて終幕させた。現在、全国弾き語りツアー
「Hitori Sugar Tour2018」を開催中。
シンガーソングライターJQがプロデュースするバンド。親交の深い仲間と共に、スタイルやシチュエー
ションなどに応じたベストなサウンドを創り出す。ファンクやアシッドジャズなどのブラックミュージ
ックをベースに、ポップスやロックなどにもインスパイアされた彼らのサウンドは、国内外のフィール
ドで唯一無二のグルーヴを奏でている。Nulbarich(ナルバリッチ) という名前には、Null(ゼロ、形な
く限りなく無の状態)、but(しかし)、Rich(裕福、満たされている)、から作られた造語であり、形ある
ものが全てではなく、形の無いもの(SOUL、思いやりや優しさ含めた全ての愛、思想、行動、感情)で満
たされている「何も無いけど満たされている」という意味が込められている。

Nulbarich

＝本件に関するメディア関係の皆様からのお問い合わせ先＝
Event Islands HAWAII 事務局
TEL：808-922-0200

E-mail：info@hawaii-event.com

受付時間 ：平日 9:00～17:00(ハワイ時間)

