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平素より格別のご支援をたまわり、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
にお声をおかけください。
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クイーン カピオラニ ホテル
ワイキキ一等地に立つクイーン カピオラニ ホテルは、2019 年に新たな宿泊パ
ッケージを公開しました。これらのパッケージではゲストが地元のライフスタ
イルを楽しんだり、オアフの生活様式を感じることができます。ゲストは新し
く生まれ変わった 315 室の客室またはスイートに宿泊でき、館内の新しい
レストランやアメニティ、ショッピングなどもお楽しみいただけます。
現在 3 つの新パッケージをご用意しています。「ライズ＆シャイン」では、ダ
イヤモンドヘッドとワイキキビーチの美しい景色を眺めながら、メインダイニ
ングであるデックにてご朝食（2 名様分）をお楽しみいただけます。「サーフ
＆ダイン」では、午後に 2 時間のサーフィンまたはスタンドアップパドルレッ
スン（2 名様分）をお楽しみいただけます。本パッケージには軽めのランチま
たは 3 コースディナーが含まれております。「ロイヤル パッケージ」ではプレ
ミアム・スイートへの宿泊、プライベートアートレッスン“シップ＆ペイント”、
4 コースディナーを 2 名様分、そしてイオラニ宮殿にて VIP 待遇が受けられる
チケットが 2 枚含まれています。また、ハクレイ作り、DIY ウェルネス・ワー
クショップ、ハワイアンカクテル作り、ジョギング、そしてサンライズ／サン
セット時に地元のインストラクターによって行われるヨガクラスの中から、興
味のあるアクティビティーを 1 つ選び参加することができます。クイーン カピ
オラニ ホテルのご予約およびお問い合わせは、公式ウェブサイト
（www.queenkapiolani.com）にて受け付けております。

アロヒラニ・
リゾート・
ワイキキ・ビーチ
日本人旅行者向けの新しいゲ
ストサービスラウンジが
オープン
日本人旅行者向けに新しいゲストサービ
スラウンジがオープンしました。新しい
ゲストサービスラウンジがオープンする
ことで到着時、出発時共に、ストレスな
くアロヒラニ・リゾートで思い出に残る
滞在ができます。ゲストサービスラウン
ジは毎日午前 7 時から午後 8 時までご利
用いただけます。

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
ワイキキ唯一の全室スイートルーム仕
様のホテル、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（エンバシー・スイーツ）
に、新しい客室カテゴリー「プレミア
ム・スイート」が登場しました。プレ
ミアム・スイートからは最高のオーシ
ャンビューがお楽しみいただけるほ
か、ワンランク上のアメニティをご用
意しております。
プレミアム・スイートは、ご家族やカ
ップル、グループ旅行に最適。ホテル
内でも最高のビューを望む一角に位置
し、室内にはソフトドリンクやハワイ
産のスナック、選りすぐりのコーヒー

を毎日ご用意いたします。
エンバシー・スイーツはヒルトンオナ
ーズプログラムの一部であり、2018
年の楽天トラベルアワード受賞者（ブ
ロンズ）および HLTA フード＆ビバレ
ッジオブザイヤーに選ばれました。
エンバシー･スイーツのご予約および
お問い合わせは、日本語公式ウェブ
サイト
(http://jp.embassysuiteswaikiki.com )
もしくはお電話 0120-084-452（エン
バシー・スイーツ・リザベーション
ズ・ワールドワイド）にて受け付けて
おります。

到着後には、ラウンジでおしぼりとウェ
ルカムドリンクがお楽しみいただけま
す。また館内には、レストランの予約、
交通手段、各種アクティビティ、その他
旅行者が必要とするサービスなど、ゲス
トのご要望にお応えするコンシェルジュ
が常駐しています。ホテル内の O バーで
は、朝～夜まで飲食サービスも提供して
います。
また、アロヒラニ・リゾートでは 2019 年
春にロングボートクラブがオープン予定
です。ロングボートクラブはメンバー限
定のアクセスとなり、お客様がリラック
スして滞在を楽しむためのプライベート
な環境を提供いたします。
アロヒラニ・リゾート・ワイキキ・ビー
チのご予約およびお問い合わせは、日本
語公式ウェブサイト
（jp.alohilaniresort.com）にて受け付けて
おります。
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ロッテ・チャンピオ
ンシップと第 6 回
コオリナ・チルドレ
ンズ・
フェスティバル

「 Stay Longer 」＆
「 Love Lanai 」

コオリナ・リゾート
コオリナ・リゾートでは毎年恒例の二
大イベント、「ロッテ・チャンピオン
シップ」と今年で 6 回目となる「コオ
リナ・チルドレンズ・フェスティバ
ル」が開催されます。今回の「ロッ
テ・チャンピオンシップ」は、2019 年
4 月 14 日～20 日までの間、コオリ
ナ・ゴルフクラブにて開催されます。
第 8 回 LPGA（全米女子プロゴルフ協
会）イベントでは、前回チャンピオン
のブルック・ヘンダーソン選手をはじ
めとする 144 人のプロの女性ゴルファ
ー達が熱戦を繰り広げます。また、ハ
ワイ出身のミシェル・ウィー選手も参
加予定です。4 月 14 日～16 日まで無
料で入場、4 月 17 日～20 日までは 1
日 10 ドルの入場料でご参加いただけ
ます。チケットはトーナメントウィー
ク期間中にメインゲートにて販売され
ます。大会の詳細については
https://www.lottechampionship.com
にてご覧いただけます。

フォーシーズンズ
ラナイ
フォーシーズンズ リゾート ラナイに
ゆったりと滞在できるお得なプランが
登場しました。2019 年 12 月 19 日ま
での期間、4 連泊すると 5 泊目の滞在
が無料となります。また、アンリミテ
ッドアクティビティーパスをご利用い
ただくと、リゾートおよび島内で開催
されているさまざまなアクティビティ
ーを無制限にお楽しみいただけます。
パスは 1 日につき大人 2 名様で$400
（無料の 5 泊目も含みます）。乗馬、
UTV ツアー、アーチェリー、テニス、
マウンテンバイク、ゴルフ、そしてさ
まざまなマリンスポーツがお楽しみい
ただけます。
フォーシーズンズ リゾート ラナイで
は、ラナイ島でのアクティビティーを
最大限に楽しめる「Love Lanai（ラブ
ラナイ）」パッケージも提供していま
す。Love Lanai をご利用のお客様はプ
ウぺへ（スイートハート ロック）への

コオリナ・リゾートは今年で６回目
となる「コオリナ・チルドレンズ・
フェスティバル」を 2019 年 4 月 27
日（土）午後１時～午後 8 時に開催
します。同フェスティバルは、ライ
ブパフォーマンス、ファミリー向け
の映画、音楽やビデオを使ったアク
ティビティー、サンセット時にビー
チで上映される映画など、家族全員
で楽しめる恒例の人気イベントとし
て親しまれてきました。アウラニ・
ディズニー・リゾート＆スパ コオリ
ナ・ハワイとフォーシーズンズ リゾ
ート オアフ アット コオリナでは、チ
ケット早期購入者向けの特別宿泊料
金を提供。チケットの収益金は全て
カピオラニ病院小児治療科及び婦人
科へ寄付されます。
イベントの詳細については
http://koolinachildrensfestival.com/
にてご覧いただけます。

リゾート
ハイキング、海岸での釣りや投
網、島の歴史やラナイの人々との
物語を含んだリゾート文化芸術ツ
アー、ハワイアンクラフト作り、
ラウラウ、アヒポケ、ハウピアな
どが満喫できるハワイアンディナ
ーなどをお楽しみいただけます。
フォーシーズンズ リゾート ラナイ
のご予約およびお問い合わせは、
ウェブサイト
(https://www.fourseasons.com
/jp/lanai)、もしくはお電話 0120024-754 にて受け付けておりま
す。また、日本語公式 Facebook
(@FourSeasonsResortsLanaiJP)
Twitter/Instagram (@fslanai) への
ご参加もお待ちしています。
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カポレイ・コモンズ
アルタ･ビューティーは全米各地に 1,124 店を構え、メイクアップ（bareMinerals, Urban Decay, Maybelline, NYX など
のブランド）からヘアケア、ネイルまで、500 種類のブランドが揃うコスメ専門店です。オアフ島内では３店舗目とな
るカポレイ店は、500 種類のブランド、約 2 万点の化粧品やビューティー用品を取り扱う大型店となります。
さらに、地元ハワイで人気のレストラン、「ヤングス・フィッシュ・マーケット」も新オープン。
ヤングス・フィッシュ・マーケットのオープンにより、ラウラウやプレートランチ、ポケ、ビーフシチュー、魚料理な
ど、ハワイの人々に人気の味が西オアフでも気軽に楽しめるようになります。
詳細は公式ウェブサイト（https://kapoleicommons.com/）をご覧ください。

ニーマン・マーカス
ニーマン・マーカスでは高級感とあたたかみ溢れる雰囲気の中、他では見つからない最高級のファッションや高品質で
洗練された商品の数々をお求めいただけます。また、プロのスタイリストがお客様に合うコーディネーションを提案い
たしますので安心して洋服を選ぶことができます。
近年ブランドラインの強化を図っているニーマン・マーカスでは幅広いハンドバッグと靴のラインナップを取り揃えて
います。ニーマン・マーカスでは、今シーズンのハンドバックには、“artisanal touches (職人技)”と“getaway shapes
（日常から離れた形）” をテーマにカサ・イソタ氏、エリック・ジャヴィッツ氏、ユージニア・キム氏、メゾン・アル
マ氏などのデザイナーを起用しています。靴売り場ではゴールデングースが追加され、グッチの新作春コレクションも
取り揃えています。また、ジバンシーやロジェヴィヴィエがニーマン・マーカス限定のバッグと靴を発売しました。
美容品売り場には Conture、LightStim、パナソニック、ZIIP ビューティー、ぺリス・モンテカルロなどのブランドが追
加されました。また、限定のゴルスキファーやアマンダ・バルダンなどが取り揃えられているスポーツウェアセレクシ
ョンにマジェスティックパリ、トリースポーツ、そしてカナダグースなどのブランドが追加されました。
詳細は日本語公式ウェブサイト（http://jp.neimanmarcushawaii.com/）をご覧ください。
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アラモアナセンター
ショッピング、ダイニング、エンターテイメントが楽しめる世界最大規模の
オープンエア・ショッピングセンター、アラモアナセンターが、2019 年 8
月 13 日に創業 60 周年を迎えます。これを祝し、アラモアナセンターでは 1
年を通じて様々なイベントを展開。特に 7 月と 8 月にはアニバーサリーをテ
ーマに、記念イベントや特別なオファー、ギフト進呈プロモーション、創業
60 周年の記念アイテムの販売など、60 日間にわたるセレブレーションを開
催いたします。60 年前のアラモアナセンター建設時の動画が以下のリンク
からご覧いただけます。
https://www.youtube.com/watch?v=A2EOBX33m0o#action=share
(ビデオ クレジット：ハワイアンドレッディングコンストラクションカンパ
ニー)
今や、店舗面積は 240 万平方フィート（約 223,000 平米）を誇り、350 軒以
上の店舗やレストランが併設されているアラモアナセンターでは常に新しい
お店がオープンしています。昨年の 12 月には日本国内に 800 店以上を展開
するリサイクル商品小売のエコタウンがオープンしました。ヴィンテージア
ロハシャツ、ウクレレ、デザイナーのハンドバッグ、財布、そして靴などの
ブランドアイテムがお得な価格で購入できます。
その他、ビアードパパ、トッティキャンディファクトリー、ママフォー、シ
ャブ屋、ソウルミックス 2.0、ソミソミ、ユニクロなどが新たにオープン。
また、バッファローウィング、マイゴーセンター、マイゴーキッズなどの

テナントも近日オープン予定です。
詳細は日本語公式ウェブサイト
（https://www.alamoanacenter.com/ja.html）をご覧ください。

ユニクロ アラモアナ店
アラモアナセンターエヴァウイングの 2 階と 3 階に店舗を構える
日本のグローバルアパレルブランド、ユニクロは今回の 2 階フロ
アのオープンに伴い、売り場総面積が 1,087 平方メートルから
1,607 平方メートルに拡大。ユニクロ アラモアナ店の完成を記念
し、POW!WOW! Hawaii（パウワウ ハワイ）に参加のアーティス
ト 2 名とコラボレーションしたハワイ限定のＵＴ（UNIQLO Tshirt) 、「Feel Hawaii」の販売がスタートしました。
全 14 種類のデザイン UT “Feel Hawaii” はマシュー・タピア氏と
ケビン・ライオンズ氏によってデザインされました。ハワイで生
まれ育ったマシュー・タピア氏は独学でグラフィックデザイナー
を学び、過去 10 年間、手書きとデザインで独自の芸術性を磨い
てきました。マシュー・タピア氏は POW!WOW! Hawaii 壁画イ
ベントでの目玉アーティストの一人です。ケビン・ライオンズ氏
はニューヨークのブルックリンに拠点を置く、イラストレーター
兼クリエイティブディレクターです。彼が手がける「モンスタ
ー」のキャラクターは、ホノルル市のカカアコ地区にある 2 つの
壁画をはじめ、世界中の製品や壁画に描かれています。
ハワイのユニクロに関する詳細は、ウェブサイト
https://www.uniqlo.com/us/en/hawaii/ をご覧ください。
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ソウル
2.0

ミックス

ラナイ＠アラモアナセンターに「ソ
ウルミックス 2.0」がオープンしま
した。ソウルミックス 2.0 では、韓
国の伝統的なストリートフードにイ
ンスピレーションを受けたアジアの
フュージョン料理をお楽しみいただ
けます。炒飯にビビンバ、タコスな
ど幅広いメニューがそろい、ランチ
やディナー、軽食としてお楽しみい
ただけます。また様々なフレーバー
を組み合わせた、お好みの一皿もオ
ーダー可能です。今回ソウルミック
ス 2.0 がオープンしたことで、ラナ
イ＠アラモアナセンターに全店が出
揃ったことになります。
詳細はウェブサイト
（https://www.seoulmix.com/）をご
覧ください。

マウイダイバーズジュエリー
創業から 60 年間に渡り数々の美しいジュエリーを手がけ、人々を魅了してきた
マウイダイバーズジュエリーが「ハワイアンモーメント」発売を発表しまし
た。こちらのコレクションはアラモアナ店やオンラインにてご購入いただけま
す。ハワイの魅力を封じ込めたハワイアンモーメントは、繊細な彫刻を施した
貝やターコイズ、ハワイ産黒珊瑚に、14 カラットゴールドの象嵌細工を施し、
輝くばかりのハワイの自然美と鮮やかでトロピカルな色合いに焦点を当てたコ
レクションです。精緻を極めたクラフトマンシップが、プルメリアの花や、穏
やかな波、モナークバタフライ（オオカバマダラ）など、ハワイをモチーフに
したデザインを生き生きと表現しています。
また、人気の高い「リビングエアルーム」コレクションも店舗、オンラインに
てご購入いただけます。このコレクションは 14K ローズゴールド、14K ホワイ
トゴールド、およびその他の貴金属で製作されており、趣深く自然美を感じさ
せるシェイプや、レースのように軽やかで上品なデザインが特徴です。「リビ
ングエアルーム」コレクションはハワイらしさ溢れるコレクションで、お土産
にも最適です。
ハワイアンモーメントについての詳細やその他マウイダイバーズジュエリーの
限定コレクションに関する情報については日本語公式ウェブサイト
（https://www.mauidivers.jp/）をご覧ください。

しゃぶ屋
ロサンゼルス発のしゃぶしゃぶ食べ
放題レストラン「しゃぶ屋」がアラ
モアナセンターエヴァウィングの 2
階に出店しました。ハワイでは初出
店となるしゃぶ屋では、食べ放題の
和風しゃぶしゃぶが楽しめます。 2
時間の制限時間となっており、様々
なつけダレ、スープベース、高級
肉、新鮮な魚介類、そして季節の野
菜を楽しむことができます。和牛、
子羊肉、豚肉などの肉の切り身は、
注文に応じてスライスされます。
営業時間やロケーションに関しては
ウェブサイト
（https://www.alamoanacenter.com/
en/directory/shabuya-24140.html ）
をご覧ください。

クイーン カピオラニ ホテル
ノッツ コーヒー ロースターズ
クイーン カピオラニ ホテル内に位置するノッツ コーヒー ロースターズは、
ワイキキに新しく登場したコーヒーと紅茶の専門店。選りすぐりの豆を使用し
たハワイ産のコーヒー、ビールやワインも豊富に揃っています。お飲み物と共
にペイストリーやフルーツなどのテイクアウトもお楽しみいただけます。
詳細やメニューに関しましては公式ウェブサイト
（https://www.queenkapiolani.com/knots-coffee-bar.htm ）をご覧ください。
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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・ステーキハウスがマウイ島ワイレア
店の改装オープンを発表しました。マウイ島で大人気の
ハッピーアワーメニューは引き続き提供、新しく増築さ
れたエリアでリラックスしながら手作りカクテルがお楽
しみいただけます。ディナーには受賞歴のあるワインリ
ストと人気の 3 コースプライムタイムメニューをお楽し
みいただけます 。
リニューアルにより、アイランドスタイルの雰囲気とモ
ダンな雰囲気両方が楽しめるようになりました。ワイレ
ア店で上質な食事とアロハスピリッツをお楽しみくださ
い。ルースズ・クリス・ステーキハウスでは、結婚祝
い、記念日、誕生日、ビジネス会議、またはプライベー
トイベントを思い出に残るものにいたします。
詳細はウェブサイト
（https://www.ruthschris.com/hawaii/ ）をご覧ください。

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
(マリオット–ワイキキ コンプレックス)
ワイキキの中央に位置する人気ホテル、シェラトン・プリン
セス・カイウラニ内のレストラン、ピカケ・テラスに豪華な
イタリアン・ビュッフェ、「La Costa Italiano（ラ・コスタ・
イタリアーノ）」が登場、ワイキキの中で最もお手頃な価格
でプライムリブがお楽しみいただけるディナー・ビュッフェ
として話題を呼んでいます。
ラ・コスタ・イタリアーノは毎日午後 5 時 30 分から提供。豊
富な種類が揃うパンにチーズ、ハムなどの冷菜、サラダ、野
菜料理、温菜としては人気のイタリア料理、チョッピーノ、
チキン・マルサラ、ほうれん草のベイクドパスタ、マッシュ
ルーム・リゾット、ムール貝やハマグリ、２種類のソースが
楽しめるパスタ、そしてその場で切り分けるプライムリブな
どがずらりと並びます。加えて名店「カフェ・ローファー」
出身の人気パティシエ、サイラス・グーによる手作りデザー
ト、ポット・ド・クリーム、ティラミス、フレッシュベリ
ー・パンナコッタ、様々なフルーツのタルトなどもお楽しみ
いただけます。また、土曜日午後のビュッフェでは蟹の足も
お楽しみいただけます。
詳細は日本語公式ウェブサイト
（http://www.princesskaiulani.jp）をご覧ください。

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をご計画ですか？ 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アントになります。
どうぞ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) 469-4851
東京オフィス
〒107-0052 東京都港区
赤坂 4-15-1
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

ショッピング








アラモアナセンター
カポレイコモンズ
マウイダイバーズジュエリー
ニーマン・マーカス ハワイ
ティファニー
ユニクロ ハワイ
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
ソウルミックス 2.0
しゃぶ屋
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