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アロヒラニ フラスタジオ

ハーラウ ピオ ケ アーヌエヌエ

Hawaiian 8 Cafeスペシャルステージ
　エイミー・ハナイアリイ LIVE
　ハワイの最新情報トークショー
　トーク＆ミュージックステージ
　〈GUEST〉ウェルドン・ケカウオハ

マナカイメケアロハ ポリネシアンハーラウ
ラウレア

ワイルナ フラサークル

プアナニアロハ

アロハマイ フラスタジオ

ラナ マーリエ フラスタジオ

ハナ プナヘレ フラスタジオ

ミリミリ フラスタジオ ナゴヤ

muta / Angels by the sea ファッションショー
with DJ MIDORI

イイヴィレフア

DJ MIDORI

DJ MIDORI

プメハナ フラ スタジオ

DJ MIDORI

ハラウ アイナ ホオプカ エ カ ラー

ハーラウ ナー レイ オ カ イポ ラウアエ

レイ アロハ マカナ
モアニ フラ スタジオ

フラサークル メリア
ラウレア ミヤカ フラ スタジオ

カ ハナ ヌイ ケ アロハ

ハーラウ フラ オ フラリ オ プウヴァイ

カリノパーバル フラスタジオ

ハラウ オリ アロハ

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア

フラオハウオリ

タマトア ジャパン
カノホナ ハウオリ フラスタジオ
マカナ アロハ

フラ オ ケオナ ヴァイ アヌヘア
ティアレカハイア

立命館大学ハワイアンサークル メアフラ&OG
関西学院大学公認フラサークルモナティ

マカナニ フラ スタジオ 岐阜

ラマラニ プアナニ フラスタジオ

ハーラウ ナー マモ オ カアラ－ナゴヤ

DJ MIDORI 

エイミー・ハナイアリイ LIVE

ウクレレプレイヤー・オンステージ
メカマハロ/冗談ハワイアンセンター/レレ友隊

Shen（from Def Tech）LIVE

ハーラウ プア キエレ

カパフラオ プアラニ プアメリア

カピリアロハ ハワイアンアカデミー

テマラマタヒチ

ホアピリ マカナ フラ

ナニレフア フラスタジオ

フラ マヒナ
フイ フラ オ レイアロハ

ナ ハヌ オ クウレイアロハ ジャパン
ハーラウ マーラマラマ

ハーラウ フラ オ ケアラニ
フラ ハナ レアレア

ハーラウ カヴァイカヘラニマーリエ アンド カフラリヴァイ ナゴヤ
ハーラウ エマリウマイ

アロハカルチャースタジオ

マノヒヴァ ジャパン

フラスタジオ モハラプア ハエハワイ

立命館大学ハワイアンサークル メアフラ&OG
関西学院大学公認フラサークルモナティ

EKOLU LIVE

マカナニ フラ スタジオ 春日井

ハーラウ フラ オ ナ プア オ ハワイ

ルアナ

カレオ オラカ イ イアパナ～
カパーフラ オ カ イエイエ 

エイミー・ハナイアリイ LIVE

ナープアメリア

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア
レイナニ ミツカワ フラスタジオ
ハーラウ フラ オ レイ ミキオラ

フイ フラ オ レイアロハ
ハラウ フラ オハナ

ハーラウ ワレア ホアヘレ

アロハート

テ アヒオラ テマラマタヒチ ファイヤーステージ

ポリネシアンダンススタジオ ティアオロ

レイ フラ スタジオ

ナ プア オレナ フラスタジオ

ハーラウ ワア カウルア ハアリ マオヒ
ラウレア

フラセラピーインターナショナル

アロハ プアケア

プアナニ小林フラスクール

ハーラウ フラ オ カリコオカラニ

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア

近藤利樹 LIVE

ハーラウ ケ クイ ア レイ ナニ オラア

同志社大学メアフラノヘアラニ＆OG

ハーラウ フラ オ ナプアラニ イカヴェキウ

ケエナ ハナ フラ シヅエ

フラオリタヒチ マカリイ

スタジオ アジラ

ラウレア キアヌ オ カ アイナ / フラモアニ

メアフラ ミューズ

ナー メア フラマーヒエ

フラスタジオ ミノアカ

近藤利樹 LIVE

レアレア フラスタジオ

ハーラウ フラ オ クウプアイリマ

同志社大学メアフラノヘアラニ＆OG

ハーラウ フラ ナーレイ ヒヴァ イ カ モアナ

ケ アオ オ アノラニ 日本校

クウ ホア アロハ

ハーラウ フラ オ カへレラニ

フラスタジオ ラナポノ アンド レア

カウラナ トヨ フラスタジオ

ウクレレプレイヤー・オンステージ
Sekobo-z / ルアナ カフェレレ / Pualani
HawaiianHut / アイランドライフチーム

EKOLU LIVE

アロヒラニ フラスタジオ

ハーラウ フラ オ アロヒラニ

ケイ ナニ カ ヴァイ マープナ

レアレア マカマカ

フラ ハーラウ カ マカニ オ ハワイ 

ハーラウ カ リコ プア オ カラニアーケア

マハナオラ
アコフラスタジオ

フラハーラウ ラウロア
マナ タイ ウラ

ホアロハ フラサークル

ハーラウ ナーレオ アネラ

スペシャル ゲスト 学生フラ ウクレレプレイヤー・オン・ステージ ※出演時間は変更になる場合がございます。
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

5/26 FRI
オアシス21ステージ エディオン久屋広場ステージ
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5/27 SAT
オアシス21ステージ エディオン久屋広場ステージ
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5/28 SUN


