パックリム
マーケティング
グループ
ハワイ最新情報

2019 年秋
平素より格別のご支援を賜り、心より御礼申し
上げます。パックリムマーケティンググループ
は、ハワイをテーマにしたストーリー構築のお手
伝いをさせていただきたく、弊社クライアントの
最新情報をまとめてお届け致します。取材のお問
い合わせやご質問などございましたら、ぜひお気
軽にお声掛けくださいませ。

ホスピタリティ
•
•
•
•
•
•
•

クイーン カピオラニ ホテル
アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ
アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツ
アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビーチ
コオリナ・リゾート
フォーシーズンズ リゾート ラナイ
マウイ観光局

ショッピング
•
•
•
•

アラモアナセンター
カポレイ・コモンズ
ティファニー
ワイキキ・ビーチ・ウォーク

ダイニング
• ニーマン・マーカス ホノルル店 マリポサ
• ルースズ・クリス・ステーキハウス
• ハードロックカフェ・ホノルル

http://jp.pacrimmarketing.com
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クイーン カピオラニ ホテル

アウトリガー・
ホテルズ＆リゾーツ
ビーチコマー・マーケットと
バイカデリック ハワイが登場
クイーン カピオラニ ホテルでは、お得にハワイ旅行を楽しんで
頂けるプロモーション＆宿泊プランの販売を開始しました。2019 年
12 月 19 日までにシティービュー以上のカテゴリーにご滞在の
お客様には、ノッツ コーヒー ロースターズのランチとホノルル
動物園のチケットが付いた「ピクニックプラン」をお楽しみ
いただけます。 また、「ハンズ・ヒーデマン・サーフスクール」に
よる 2 時間のサーフィン／スタンドアップパドルのクラスに、人気
レストラン「デック」でのランチ／ディナーが付いたプランも
ご用意。熟練したサーフィンの講師が丁寧に指導してくれるので、
サーフィンが初めてという方も安心してご参加いただけます。
ご宿泊のお客様は、サンライズヨガやレイ・メイキングなどホテル
内で開催しているアクティビティに加え、イオラニ宮殿や
ビショップミュージアムなどオアフ島文化施設でのディスカウント
もご利用いただけます。
宿泊プランの詳細についてはこちらから：
https://jp.queenkapiolani.com/

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラ
アラモアナ・ホテル・バイ・マントラの日本語公式サイトが新しく
なり、さらに使いやすくなりました。新しいウェブサイトでは、ご
予約の手配やホテルの詳しい情報をご確認いただけます。「お部屋
のご案内」ページには客室タイプごとに 3D マップの機能がついて
おり、各お部屋の立体的な映像をご覧いただけます。ランディング
ページでは、プールやビジネスセンター、朝食ビュッフェなど、ア
ラモアナ・ホテルの充実した設備に関する 1 分間の動画をご覧
いただけます。

アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツの
新しいライフスタイルホテル、ワイキ
キ・ビーチコマー by アウトリガーに
「ビーチコマー・マーケット」が新設
されました。旅の必需品が豊富に揃う
マーケットで、ホテル内のサービスが
さらに充実。ワイキキ・ビーチコマー
ブランドの帽子、トートバッグ、浴衣
風バスローブなどの限定アイテムや、
ローカルブランドの食料品、飲料、お
土産品をご用意しております。また、
ハワイの地元アーティストや職人との
コラボレーションによるザ・ビーチコ
マー・オリジナルズのアート作品
「#WaikikiVibes」も購入でき、ご自
宅用やお土産としてお持ち帰りいただ
けます。
ビーチコマーから数ブロック先には、
レンタルサイクルショップ「バイカデ
リック ハワイ」がオハナ・ワイキ
キ・イースト by アウトリガー内に移
転し、拡張オープンしました。新店舗
はホエラーズ・ジェネラス・ストアの
隣に位置し、様々な種類の自転車を
100 台以上揃えています。バイカデリ
ックでは、自転車の貸し出しやガイド
付きサイクルツアーだけではなく、サ
イクル用のアパレル、お土産品もご用
意。さらにビジターも居住者も利用で
きる自転車修理サービスも行っており
ます。自転車の貸し出しは一時間$7
～。

ご予約、詳細はこちらから：http://jp.alamoanahotel.com
アウトリガー・ホテルズ＆リゾーツの
詳細はこちらから：jp.outrigger.com

Page | 2

アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・
ビーチ
「ロングボード
クラブ」とボール
ルームがオープン

カーシェアサービス
「 Hui 」を導入！
アウラニで楽しむ
ハワイアン
ミュージック

アロヒラニ・リゾートに、
プライベートな空間でゆったりと
寛げる「ロングボードクラブ」が
オープンしました。ロングボード
クラブ・メンバーの方には、毎朝
ローカル産の新鮮なフルーツや
ジュース、コーヒー、紅茶、
ご自身で盛り付けができるアサイ
ボールバーをお楽しみいただけま
す。また夕方からは、チーズ、
シャルキュトリー、オードブル、
自家製デザートに加え、世界各国
からのワイン 16 種類やクラフト
ビールを、ワイキキビーチと
ダイヤモンドヘッドの美しい景色
と共にご堪能いただけます。屋外
にはプライベートカバナもあり、
リラックスしたひと時をお過ごし
いただける他、Wi-Fi や英語、
日本語のテレビチャンネルをご覧
いただけるメディアステーション

も完備しております。ロングボ
ードクラブは毎日午前 6 時～10
時、午後 4 時～8 時まで営業。
また、様々な機能を持ち合わせ
たボールルーム（宴会場）も
新たに公開されました。6 階に
位置する約 1,150 ㎡の広々と
したボールルームは、用途に
合わせて 520 ㎡と 585 ㎡の
2 つのスペースに仕切ってお
使いいただくことも可能です。
シアタースタイルでご利用の
場合は 1,100 人、バンケット
スタイルの場合は 800 人まで
収容可能です。
詳細はこちらから：
http://jp.alohilaniresort.com

コオリナ・リゾート
コオリナ・ゴルフクラブは Hui と
提携し、カーシェアサービスが
いつでもご利用頂けるように
なりました。事前予約は勿論、
すぐに必要な場合でも、Hui の
アプリから簡単にお申し込み
いただけます。現在、プリウス、
カムリ、レクサス RX350 を含む
4 台がコオリナ・ゴルフクラブ
からご乗車になれます。 従来の
レンタカーと違い、Hui は月額
料金や保険料がかからず、税金も
使用料金に含まれています。
コオリナ・リゾートでの滞在に
是非ご活用ください。
アウラニ・ディズニー・リゾート
＆スパ コオリナ・ハワイでは、
伝統的なハワイアンミュージック
のパフォーマンスを毎週開催して
おります。毎週木曜日の夕方は、
ハワイアン・デュオ

「ヘマ・パア」やコンテンポラ
リーミュージシャン「ベン&
マイラ」の演奏がお楽しみ
いただけます。ババ・アリムー
トとクリス・カマカからなる
ヘマ・パアは、ハワイアンの
定番曲やハパ・ハオレの曲を
レストラン「アマアマ」にて
午後 6 時 15 分～9 時までお届け
します。午後 6 時～10 時は 15 年
以上聴衆を魅了してきたベン＆
マイラのモダンなハワイアン
ミュージック、毎週金曜日の
午後 6 時～9 時はホク・ズッター
マイスターによる伝統的な
ハワイアンミュージックを、
オレロ・ルームにてお楽しみ
いただけます。
詳細はこちらから：
http://jp.KoOlina.com
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フォーシーズンズ リゾート ラナイ
フォーシーズンズ リゾート ラナイでは、より多くの方にご家族やご友人と滞在頂くために、スペシャルプ
ランをご用意。2019 年 12 月 15 日までにベスト・アベイラブル・レートにてご予約のお客様は、2 部屋目
のガーデンビューまたはパーシャル・オーシャンビューのお部屋が 50％割引となります。ラナイ島には、
乗馬、シュノーケリング、オフロードツアーなど、家族旅行をより一層楽しくするアクティビティが盛りだ
くさん。5 歳～12 歳のお子様を対象とした「キッズ・フォー・オール・シーズンズ」では、インドア、アウ
トドアのプログラムに無料でご参加いただけます。5 歳以下のお子様は大人の方が同伴の場合、ケイキメニ
ューを無料でお楽しみいただけます。さらに、ウェルカムサプライズ、子供用バスローブ、ベビー/キッズ
用洗面用具など、子供用のアメニティも充実しております。
また、ゴルファーの方にはとっておきの新しいプログラムをご提供。ジャック・ニクラス設計のマネレ・ゴ
ルフコースは、海辺の断崖と絶景を望める美しいコースです。「ラナイ・アンリミテッド・ゴルフ・エクス
ペリエンス」をご利用の方には、2019 年 12 月 20 日までお 1 人様 1 泊$400 の追加料金にて、カート、クラ
ブレンタル、ゴルフボール 2 スリーブを含むプレーをお好きなだけお楽しみいただけます。カートをご利用
にならない方やエクササイズをしたい方には、お 1 人様$95 で利用可能な「スイング・アンド・ストロー
ル」プログラムもご用意しております。午後 3 時以降ゴルフコースを歩いてプレーする事ができ、プレー中
にサンセットもご覧いただけます。毎週水曜日の午後にはマネレ・ゴルフの練習場が 6 ホール、パー3 のミ
ニ・マネレに変わり、リゾートにご滞在のお客様は、ご家族と一緒に無料で練習していただけます。年齢、
経験を問わずにお楽しみ頂けるプランです。
フォーシーズンズ リゾート ラナイへのお問合せおよびご予約は、ウェブサイト
https://www.fourseasons.com/jp/lanai/ にて受け付けております。また、日本語公式 Facebook
(@FourSeasonsResortsLanaiJP) へのご参加もお待ちしております。

また 2019 年 11 月 1 日、「フォーシーズンズ ホテル ラナイ アット コエレ、Sensei リトリート」が待望の
リニューアルオープン。お客様お一人おひとりの心と体に合わせた科学ベースのウェルネス・プログラムを
ご提供します。プランはオールインクルーシブとなっており、世界的に有名なレストラン「Nobu」のスペ
シャルメニューもお楽しみ頂けます。ご予約はこちらから：https://www.fourseasons.com/koele/offers/

マウイ観光局
来年で 12 回目となるマウイ・オーシャンフロント・マラソンが 2020 年 1 月 19 日に開催されます。
ワイレアからスタートし、ラハイナにあるカメハメハイキ・パークでフィニッシュする 42.195k の
オーシャンフロントコース。走るだけでなく、クジラや山の景色も楽しめるレースとなっています。
またハーフマラソン、15k、10k、5k のカテゴリーもございます。このレースはコミュニティー
イベントとなっており、収益の一部は地元の学校のクラブや NPO へ寄付されます。
詳細はこちらから：http://mauioceanfrontmarathon.com/
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アラモアナセンター
2019 年に 60 周年を迎えたアラモアナセンターでは、新店舗や
イベントが続々と登場しております。8 月には、空港とホテル間
を移動中のお客様が寛げるラウンジ「ビジター・コンセルジュ
サービス by ロバーツハワイ」がオープン。旅行には早朝の
フライトや遅いチェックインなどがつきものですが、ロバーツ
ハワイのラウンジではゆったりとリラックスしたり、荷物を
預けてアラモアナセンターにある 160 のダイニングを含む
約 350 の店舗を見て回る事もできます。
アラモアナセンターでは、新店舗が続々とオープンしています。
アレキサンダー・マックイーン、チャビーズ、ディオール メンズ、
ディオール カフェ、ハウス・サパークラブ、マーシャルズ、
ホープ＆ヘンリー、楽天カードラウンジ、らーめんバリ男、
ステーキ てっぺい、モーフィー、ヴァレクストラなどが最近
オープン。今後は、バッファロー・ワイルド・ウィングス、
エルベシャプリエ、ジャックヴィトロッシ、ジ・アレイも
オープン予定です。
詳細はこちらから：http://www.AlaMoanaCenter.jp/

カポレイ・コモンズ
カポレイコモンズに、コアパワー・ヨガ、パニオロ、テリヤキ
マッドネス、マッド・ベーネの 4 店舗が登場しました。西
オアフの第 1 号店となるコアパワー・ヨガのスタジオでは、
初心者から上級者まで参加できる幅広いクラスを提供しており
ます。新規ご入会の方は、ビジターも居住者も 1 週間無料で
無制限にクラスを受けることができ、カポレイ・コモンズの
芝生で毎月行っている無料体験クラスにも参加できます。
また、カイルアに本店を置くパニオロの 2 店舗目がラ・トゥー
ル・カフェの隣にオープンしました。地元の材料を使った
ブリトー、ボウル、タコスなどのメキシコ料理をお楽しみ
いただけます。
カポレイ・コモンズには他にも新しいレストランが登場予定
です。テリヤキマッドネスは、テリヤキに特化したオーダー
メイドのファストカジュアル店。マッド・ベーネ（西海岸の
スラングで「猛烈に美味しい」）は自家製モッツァレラチーズ
を使った作り立てのピザやパスタを提供しております。両店と
も、2019 年後半オープン予定です。
詳細はこちらから：https://kapoleicommons.com/jpn
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ニーマン・
マーカス ホノルル
店 マリポサ
マリポサではハッピーアワーと
アフタヌーンティーが新たにスター
トしました。マリポサはアラモアナ
センター内、ニーマン・マーカス
ホノルル店の 3 階に位置し、
ショッピングの後にリラックスして
過ごすひと時にも最適です。ハッピ
ーアワーは毎日午後 3 時～6 時
（金曜は午後 3 時～5 時）まで実施
しています。カクテルやワイン各種
が$8、セレクトビールが$4 で
お楽しみいただけます。お食事に
は、ポークベリー・スライダースや
グリルド・サーモン・タコス（各
$10）などをご用意しております。

ティファニー
高級ジュエリーの代表格でもあるティファニーより、2 つの新たな
コレクションが誕生しました。代表的なコレクション「ティファニ
ーT」からは、よりエレガンスで洗練された新作が加わりました。
新しい 18K のイエローゴールドのワイヤーブレスレットには、
ブラックオニキス、ピンクオパール、ターコイズがアクセントと
して用いられています。ダイヤモンドが施されたティファニーT
スクエアリングは、18K ローズゴールドバンドにブラックオニキ
ス、18K イエローゴールドバンドにターコイズの組み合わせが展開
されています。
メンズコレクションからは、男性用ジュエリー、アクセサリー、
バー用品、ホームグッズの新作が登場。ティファニー 1837 メイカー
ズやダイヤモンド ポイントからは、スターリングシルバー製のレク
タングルペンダントやカフス、ガラス加工されたカクテルミキサー
など、どんな男性でも欲しくなるだろうアイテムが登場。一点物の
スターリングシルバーまたは 18K イエローゴールド製のチェスセッ
トなどのアイテムは、洗練され、モダンなティファニーの男性像を
表現しています。
詳細はこちらから：https://www.tiffany.com/

また、人気のアフタヌーンティー
が新メニューと共に毎日午後 2 時～
4 時までご利用いただけるように
なりました。お 1 人様$35 にて
フランスのティーブランド「ダマン
フレール」の紅茶のセレクションと
共に、フィガーサンドイッチ、
セイボリー、自家製スイーツが
楽しめます。アフタヌーンティー
は、24 時間前までにお電話での事
前予約が必要となります。
詳細はこちらから：
http://jp.neimanmarcushawaii.com

ワイキキ・ビーチ・ウォーク
2019 年前半、ワイキキ・ビーチ・ウォークに、ビッグウェーブ・
デーブ・サーフ＆コーヒーが登場しました。ビッグウェーブ・デーブ
ではサーフィンレッスン、サーフボードの貸し出し、カヌー、プライ
ベートサーフツアーなど、海のアクティビティに必要なものが全て
揃います。サーフィンの前には、オーナーのデーブ・カルバーリョと
彼のチームによる海とハワイ文化についてのレクチャーがあります。
お店ではコーヒーや軽食も提供しているので、ビーチで運動した後の
お腹を満たすにもぴったりです。
ワイキキ・ビーチ・ウォークでは他にもローカルのお店が揃います。
アンダー ザ コアツリー、ココ・マンゴー、カールドウィカをはじめと
する、ハワイの中でも 1 店舗しかないショップがワイキキ・ビーチ・
ウォークにあります。広々とした芝生とエンターテイメント・プラザ
では地元のミュージシャンやフラグループによるパフォーマンスの
他、どなたでも参加頂けるクラスを常時開催しております。
詳細はこちらから：http://jp.waikikibeachwalk.com/
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ルースズ・クリス・ステーキハウス
ルースズ・クリスではお得にワインが楽しめる
プロモーション、「ワイン・ウェンズデー」を全店舗
で開催しております。毎週水曜日の午後 5 時～6 時の
間にプライムタイムの 3 コースメニューをご注文の
お客様には、ボトルワインが 25%オフでお楽しみ
いただけます。お得なプライムタイムメニューの値段
は、税抜き$55～65 となります。
ルースズ・クリスはバケーション中のディナーから
ロマンティックなデートナイト、ご家族やご友人との
ひと時まで、どなたでも楽しんでいただける演出を
しております。看板メニューの約 260 度に熱したお皿
に乗った USDA プライムステーキや骨付き肉に加え、
新鮮なシーフード、サイド、デザートもご用意して
おります。アロハとホスピタリティが溢れるサービス
で皆様をお待ちしております。
ご予約、詳細はこちらから：
http://jp.ruthschrishawaii.com/reservation.htm

ハードロックカフェ・ホノルル
ハードロックカフェのランチとディナーメニューに、新アイテム
が登場しました！前菜、バーガー、ミルクシェイク、カクテルな
どを豊富にご用意。新鮮な食材にこだわった「インポッシブル・
バーガー」は、100%植物由来のビーガン・パティに、チェダー
チーズ、クリスピー・オニオンリング、レタス、完熟トマトが
乗っています。また、ロックスターにもふさわしい金箔が乗った
「24 カラット・ゴールド・リーフ・ステーキバーガー」も要
チェックです。「24 カラット・ゴールド・リーフ・ステーキ
バーガー」の収益は全てハードロック ヒールズ財団を通じて
アクション アゲインスト ハンガーへ寄付されます。

24 カラット・ゴールド・リーフ・ステーキバーガー

お食事の後には、写真映えのするミルクシェイクはいかがで
しょうか。バニラアイスクリーム、ストリベリーチーズケーキ
のシロップ、バニラフレーバーのウォッカの上に、ホワイト
チョコレートのホイップクリームとビスケットがトッピング
された大人向けのミルクシェイク「ストロベリー・チーズ
ケーキ・ブージー・ミルクシェイク」は、味も見た目も楽しめ
ます。ノンアルコールの自家製ミルクシェイクはミニサイズのミ
ルク瓶でご提供しており、お子様にも人気があります。ハードロ
ックカフェでは季節ごとに写真映えのするミルクシェイクが登場
するので、目が離せません！
詳細はこちらから：
https://www.hardrockcafe.com/location/honolulu/

Page | 7

ハワイについてお尋ねください！
ハワイについての記事・旅行をご計画中ですか？パックリムマーケティンググループは、ご宿泊や取
材のお手配をお手伝いいたします。下記が私共のクライエントになります。どうぞ E メール
(pr_japan@pacrimmarketing.com)までお気軽にお問い合わせください。

ホスピタリティ
•
•

PacRim Marketing Group Inc.

•

•

ホノルル オフィス
1585 Kapiolani Blvd #888

•
•

Honolulu, HI 96814
(808) 469-4852

•
•

東京オフィス

•

〒107-0052 東京都港区
赤坂 4-15-1

ショッピング
•
•

赤坂ガーデンシティ 15F
03-5572-6066
PR_Japan@pacrimmarketing.com

アラモアナ・ホテル
アロヒラニ・リゾート・
ワイキキ・ビーチ
エンバシー・スイーツ・バイ・
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ・
ウォーク
フォーシーズンズ リゾート
ラナイ
コオリナ・リゾート
マリオット – ワイキキ
コンプレックス
マウイ観光局
アウトリガー・ホテルズ＆
リゾーツ
クイーン カピオラニ ホテル

•
•
•
•

アラモアナセンター
インターナショナルマーケット
プレイス
カポレイコモンズ
ニーマン・マーカス ハワイ
ティファニー
ワイキキ・ビーチ・ウォーク

ダイニング
•
•

ハードロックカフェ・ホノルル
ルースズ・クリス・ステーキ
ハウス
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