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ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート
【最新ニュース】
イースターブランチ
エグゼクティブ・シェフ、コリン・ハザマ氏率いるチームによるイースター・ブランチ・ビュッフェを 3 月
27 日（日）にモナークルームにて開催致します。メニューにはロイヤル・ベイクショップからミニバナ
ナブレッドマフィン、パン・オ・ショコラなどのペイストリー、フルーツ、寿司、アヒ (マグロ)、ハマチ、エ
ビ、サーモン、アヒポケ、タコポケ、ロブスターや牡蠣などの幅広いアイテムが揃います。他にもクラ
産ストロベリーとグアバのコンポートを添えた「ピンク・パレス・パンケーキ」やミックスグリーン、トマト
やポテトサラダ、シンサト・ファームのクリスピー・ロースト・ポークベリー、ロースト・プライムリブ、蒸
したカニ脚、ショウガと日本酒で味付けをしたフエダイ、フリフリチキン、ローストダック、お好みにカ
スタマイズできるエッグベネディクトステーション、ピーチタルト、ティラミス、パンプディングやミニカッ
プケーキをお楽しみいただけます。価格は税金やチップを含み、お一人様$95、12 歳以下のお子様
は$47.50。ご予約はダイニング・リザベーションまで電話 (808-921-4600) にて承ります。

日程：3 月 27 日 (日)
場所：モナークルーム
価格：お一人様$95、12 歳以下のお子様は$47.50 (税金、チップを含む)

サーフ ラナイに新ランチメニューが登場
ダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを見渡せるオーシャンフ
ロントのレストラン、サーフ ラナイにハザマ氏が考案した新し
いランチメニューが登場しました。新しくなったメニューでは新
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鮮なレモンバーベナ・冷製シュリンプ、メバチマグロとコナ産カンパチを使用したアジア風“ポワソン・
クリュ”、ピザ、ロイヤル・アリイ・バーガー、ココナッツグローブ・ロコモコ、オナガのシトラス風味酒蒸
しやシェフのテイスティング・セットメニューなどがお楽しみいただけます。ご予約はダイニング・リザ
ベーションまで電話 (808-921-4600) にて、また、ウォーク・インも歓迎しております。

ロイヤル ハワイアン ルアウ ～アハ アイナ～
ワイキキで唯一オーシャンフロントで行われるディナー
ショーの「アハ アイナ」ではハワイの壮大な歴史と文化
をロイヤルハワイアン・スタイルでご体験いただけます。
ロイヤルハワイアンのオーシャン・ローンというダイヤモ
ンドヘッドとワイキキビーチを背景とした美しいロケーシ
ョンで毎週月曜日に行われるルアウショーは、素晴らし
い 3 部の演目にて構成されています。また、エグゼクティブ・シェフのコリン・ハザマ氏によるお食事
もハイライトの 1 つです。 ご予約はダイニング・リザベーションまで電話 (808-921-4600) にて承り
ます。

【今後のイベント情報】
“ファンタシー”ダイニング・シリーズが遂にスタート！
エグゼクティブ・シェフのコリン・ハザマ氏がプロデュースした計 6 回開
催予定の「ファンタシー（Fanta-Sea）・ダイニング・シリーズ」の第 1 回目
が 2 月 26・27 日に開催され、ご参加いただいたお客様よりたいへん好
評をいただきました。現在は、次回の予約も続々と入ってきています。
第 2 回目は 4 月 22 日(金)にアズーア レストランにて開催。
4 月 23 日(土)はピア 38 のユナイテッド・フィッシング・エージェンシーへ
のツアーが行われ、ツアーの後にはロイヤルハワイアンのリゾート内
で一番の大きさを誇るカメハメハ・スイートにてランチをお楽しみいただきます。

ファンタシー・ダイニング・シリーズはハザマ氏が 2014 年に自身で考案したシェフズ・テーブル・ディ
ナーとファームツアーをセットにシリーズ化したもので、ハワイの地元農園で採れた素晴らしい食
材を使ったディナーと農園ツアーを 2 日間にわたり体験できます。ファンタシー・ダイニング・シリー
ズで提供されるメニューは、ハザマ氏の創造性とハワイで採れた食材に対する情熱に溢れていま
す。

Page 2 of 8

4 月のファンタシー・ダイニング・シリーズの参加料金は、以下の通りです。
ディナーのみ

お一人様 $150

ディナー＋ワインペアリング

お一人様 $180

ディナーとファームツアーご参加

お一人様 $250

ディナー＋ワインペアリングとファームツアー

お一人様 $280

料金には税金及びサービス料が含まれております。また、メニューの内容や料金等はイベントによ
り、もしくは予告無く変更される場合がございますので、予めご了承ください。ご予約はダイニング・
リザベーションまで電話 (808-921-4600) にて承ります。

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ
【最新ニュース】
地元シェフの料理が楽しめるパーティー - 「Love of Libations」
モアナ サーフライダーの 115 周年を祝い、ホノルルのトップシェフとバーテンダーが競い合うイベン
ト、“Love of Libations”を 3 月 11 日（金）の 18 時よりダイヤモンドヘッド・ローン & テラスにて開催し
ます。ウェルカム・ドリンク、参加レストランとバーのメニューのテイスティング、エンターテイメントが
お楽しみ田だけ増す。価格はお一人様$75 となり、同イベントの収益の一部はボランティア団体のラ
イフ・ファウンデーションに寄付されます。チケットはホノルルボックスオフィスでも販売中です。

参加レストラン：ザ・ビーチ・バー(モアナ サーフライダー内)、ラムファイヤー(シェラトン・ワイキキ内)、
スクラッチ・キッチン&ベイクショップ、ピッグ・アンド・ザ・レディ、ココヘッド・カフェ、MW レストラン、
MAC 24/7 レストラン、スクエア・バレルズ
場所：ダイヤモンドヘッド・ローン & テラス
日時：3 月 11 日(金) 18 時～21 時
価格：お一人様$75 (パーキングは含まれません)

マカナ「ハワイ・コールズ」コンサート
3 月 11 日(金)、18 時 30 分よりバニヤン・コートヤードステー
ジにて、モアナサーフライダーの音楽にまつわる歴史に敬
意を払ったトリビュートコンサート「ハワイ・コールズ」が開催
されます。出演はスラックキーギターの若き名手であるマカ
ナ。「ハワイ・コールズ」は、バニヤン・コートから全米に生中
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継されたラジオ番組で、約 40 年続いたその長い歴史とハワイの音楽を世界へ紹介するきっか
けとなった伝説的ラジオ番組です。当時はバニヤン・コートヤードステージから奏でられるミュ
ージシャンの演奏と、MC のウェブリー・エドワーズの「美しいワイキキビーチを見渡す、モアナ
ホテルのバニヤン・コートからお送りしております。ハワイ・コールズ！」という台詞が世界中に
響き渡っていました。

マカナはハワイのスラックキーギターの名手として知られており、グラミー賞にノミネートされた
アルバムにも参加した経歴があります。その内の 1 つはアカデミーー賞を受賞した「ファミリー・
ツリー（原題：Descendants）」のサウンドトラックです。
料金は前菜が含まれる 4 名様がけのテーブルでお一人様$80、収益の一部はビショップ博物館、
ワイキキ水族館、ヒストリック・ハワイ・ファンデーションへ寄付されます。チケットはホノルルボ
ックスオフィスでも販売中です。

ビーチハウス・アット・ザ・モアナのイースターデライト
ビーチハウス・アット・ザ・モアナではイースター(復活祭)を祝い、ご家族でお楽しみ頂けるブラ
ンチ・ビュッフェを用意しております。3 月 27 日(日)に開催されるブランチ・ビュッフェではアヒ(マ
グロ)、ハマチ刺身、アヒとタコのポケ、ポーチド・シュリンプ、注文を頂いてから作るオムレツ、プ
ライムリブ、ラムラック、ローストピッグなど幅広い料理がお楽しみいただけます。他にもロース
ト・カボチャ・スープ、シャルキュトリー、メイン州産ロブスターサラダ、ホ・ファームのトマトとモッ
ツァレラのカプレーゼなどこだわりが詰まったお食事とマンゴーチーズケーキ、ココナッツケー
キ、モアナのキャロットカップケーキ、ストロベリーショートケーキ、ハウピア・パイ・ティラミス、ア
ーモンドフロート、マカダミアナッツクリームタルトなどのスイーツも充実しております。料金はお
一人様$69、6 歳から 12 歳のお子様は$35 です。ご予約はダイニング・リザベーションまで電話
(808-921-4600)にて承ります。また、ブランチ・ビュッフェをご予約いただいたご家族のお子様は、
8 時より開催されるエッグハント（卵探し）に無料でご参加いただけますのでご希望の場合は予
約の際にお申し付け下さい。

場所：ビーチハウス・アット・ザ・モアナ
日時：3 月 27 日(日) 9 時～13 時 30 分
料金：お一人様$69、お子様 (6 歳～12 歳) $35
(※消費税、サービス料は含まれません。)

エッグハントでは、バニヤンツリーのある中庭でお子様の年齢ごとにイースターの伝統行事と
なっている卵の形の宝探しをします。9 時 5 分から 9 時 30 分にはイースターバニーが登場いた
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します。イースターエッグハントのみにご参加希望のお子様(0～12 歳)はお一人様$25、ご予約
は担当の Mason Waugh へ電話(808-923-2811)にてご連絡下さい。

場所：中庭
日時：3 月 27 日(日) 8 時～9 時 30 分
料金：お子様(0～12 歳) お一人様$25
(※ご宿泊、イースター・ブランチビュッフェご利用のお客様は無料。)

シェラトン・ワイキキ
【最新ニュース】
「ワイン & キャンバス」イベントを開催
シェラトン・ワイキキでは 3 月 14 日より「ワイン & キャンバス ハワイ」と提携し、お客様にホテルで
の思い出を自らで描く絵画で残して頂ける、新しいイベントを開始いたします。ご参加のお客様には
ドリンクを楽しみながら、ワイン & キャンバス ハワイより提供される 41cm×50cm のキャンバスとア
クリル絵の具を使ってシェラトン・ワイキキやハワイでの楽しい思い出をテーマに自由に絵を描いて
いただき、それを思い出の品としてお持ち帰りいただけます。参加費は、シェラトン・ワイキキの 45
周年を記念して、お一人様$45 となっています。また、イベントではスナックやドリンクもその場で購
入いただけます。
シェラトン・ワイキキにご宿泊のお客様はアクティビティ・デスクより電話 (808-931-8007) にてお申
し込み可能です。また、一般のお客様もワイン & キャンバス ハワイのウェブサイト(英語)よりお申
し込みいただけます。

日時：毎週月曜日 午後 3 時～
場所：リリーポンド
価格：お一人様 $45

シェラトン・ワイキキがさらにアップグレード
現在シェラトン・ワイキキではホテルの公共トイレとオーシャンフロントの客室トイレにウォシュレット
を設置する改装工事を行っております。100 万ドルをかけて施行されたこの工事の完了予定は 2016
年 4 月。TOTO 社の最新ウォッシュレットで客室と公共のトイレがより快適に生まれ変わります。ボタ
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ン 1 つで温水洗浄、暖房便座、温風乾燥、脱臭機能などをコントロールできる新しいウォシュレット
付きトイレは、より快適で清潔な水まわりを実現いたします。

さらにシェラトン・ワイキキではご宿泊のお客様により快適な滞在を提供するため、昨年より全客室
に新しい RFID ロックの設置を進めております。3 月には実装が開始され、管理室では施錠状態や
バッテリーレベルの確認が可能のため、キーをお部屋に忘れたままドアの鍵がかかってしまうなど
のトラブルを解消いたします。

4 月にはプールやビーチ、ツアーなどのアクティビティ中もご着用いただけるリストバンド型キーを導
入予定です。

栗山智英氏が副総支配人に就任
栗山智英氏が副総支配人としてシェラトン・ワイキキに就任いたしました。栗山副総支配人は 5 年
間をタイで過ごし、シェラトン・グランデ・スクンビットにてアシスタントマネージャーとして勤務したの
ち、シェラトン・パタヤ リゾートの総支配人に任命されました。同氏が総支配人を勤めていた 2015
年にシェラトン・パタヤ リゾートはロールスロイス・ホテル・アワードをアジアパシフィック部門でベス
トホテルとして受賞。さらに、地域の中でもお客様の満足度が一番高いホテルとして、スターウッドよ
り高評価を得ました。

栗山副総支配人はハワイ・パシィフィック大学にて国際ビジネスの学士過程を修了後、2003 年にシ
ェラトン・マウイのゲストサービス・エージェントとしてスターウッドでのキャリアをスタート。2006 年に
シェラトン・ワイキキにてフロントオフィス・マネージャーとして勤務後、宿泊部ディレクターに就任。そ
の後もゲストサービス・マネージャー、アウトレット・マネージャー、アシスタント・フロントオフィス・マ
ネージャーなど様々なポジションを経験し、キャリアを築きました。

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
【最新ニュース】
ピカケ・テラスのイースター・ディナービュッフェ
3 月 27 日(日)はピカケ・テラスにて家族でイースターをお祝いしませんか。シェフのクリス・カー
クシー率いるチームが豪華なディナービュッフェをご用意しております。冷製アイテムには寿司、
ショウガと醤油風味の豆腐、アヒポケ、ロミロミサーモン、エビ、サラダバーやフルーツ、メインデ
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ィッシュにはスパイスの効いたボーンインハム、ホースラディッシュを添えたプライムリブ、蒸し
たカニ脚、ローストラム、味噌漬けサーモン、フライドチキン、ガーリックシュリンプなど様々なお
料理をお楽しみいただけます。デザートは、チョコレートムースケーキ、ティラミス、ストロベリー
チーズケーキ、チョコレートバナナパンプディングやサンデーバーなど幅広いメニュを取り揃え
ております。料金はお一人様$55、お子様はお一人様$25。ご予約はダイニングデスクまで、電
話(808-921-4600)で承ります。

場所：ピカケ・テラス
日時：3 月 27 日(日)
料金：お一人様$55、お子様はお一人様$25
(※税金、サービス料は含まれません。)

「テ・モアナ・ヌイ～太平洋の物語～」もイースターに観覧でお得！
ワイキキでホットなポリネシアン・ショーを観覧希望でしたら、
ぜひ 3 月 27 日(日)の「テ・モアナ・ヌイ～太平洋の物語～」へ
お越しください。当日は、特別にシェフのクリス・カークシー監
修のスペシャルディナービュッフェをショーの前にお楽しみい
ただけます。
昨年登場してから高い評価を受けている本格ポリネシアン・
ショー「テ・モアナ・ヌイ ～太平洋の物語～」。毎週日、水、金曜日に公演されているこのショー
は太平洋の文化や歴史を美しく表現し、観客の皆様をポリネシアの旅へと誘います。

リブアイ・ステーキもお楽しみ頂けるデラックス・ディナー & ショーはお一人様$155、スタンダ
ード・ディナービュッフェが付いたディナー&ショーはお一人様$105、5 歳～12 歳のお子様は
$78.75、カクテル&ショーはお一人様$60、5 歳～12 歳のお子様は$45 となります。ご予約及び
詳細はhttp://jp.temoananui.com/ まで。
また、ご予約はダイニングデスクまで電話(808-921-4600、団体予約は 808-931-4878)でも承り
ます。
シェラトン・プリンセス・カイウラニの詳細及び宿泊のご予約はオンライン
(http://jp.princess-kaiulani.com/) または電話(808-922-5811)にて受け付けております。

場所：アイナハウ・ショールーム
日時：3 月 27 日(日) ディナーは 17 時 30 分～、ショーは 19 時 30 分～
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料金：デラックス・ディナー & ショー お一人様$155、お子様 (5 歳～12 歳) $116.50
ディナー & ショー お一人様$105、お子様 (5 歳～12 歳) $78.75
カクテル & ショー お一人様$60、 お子様 (5 歳～12 歳) $45
(※料金は全て税金、サービス料を含みます。)

【改装／最新ニュース】
シェラトン・プリンセス・カイウラニが 500 万ドルをかけた改装計画を発表
シェラトン・プリンセス・カイウラニはおよそ 500 万ドル(約 5 億円)をかけた改装計画の一部とし
て、アイナハウ・タワーの最上階から 10 階分の 280 部屋のソフト・リフレッシュ改装工事計画を
発表しました。今回の改装では家具、カーペット、壁紙、アートワークなどの内装や、シェラトン・
スイート・スリーパーベッドが導入される予定。改装後には全部屋にフラットスクリーン TV、新
たなバスルームの備品、リネン類やサーモスタットが導入され USB や電源のアウトレットも追加
されます。改装工事は 2016 年 8 月に完了予定です。前回の改装では部屋の内装や、シェラト
ン・フィットネスセンター、シェラトン・リンクやロビーの工事が行われ、現在ではすでに一新され
ています。
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