モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパで父の日にビアフェスタを開催！

ハワイ州ホノルル市ワイキキ – モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパでは、父の日である 6
月 19 日(日)にザ・ビーチ・バーにて毎年恒例のビアフェスタを開催します。歴史あるバニヤン・ツリーの
下に佇むザ・ビーチ・バーからワイキキビーチを見渡しながら、様々なビールを楽しめるイベントです。
ビアフェスタでは、19 種類以上のクラフトビールとビールに
ぴったりなおつまみ（ププ）など、ビール愛好家も満足できる
品々が揃います。ビールはシメイやマウイブリューイング、ジ
ャイガンティック・ブリューイング、グリーンフラッシュ・ブリュ
ーイング、ベルチングビーバー・ブリューイング、コロナド・ブ
リューイング、オクシデンタル・ブリューイング、ブレイクサイ
ド・ブリュワリー、シエラネバダ、クーパーズ、ミッドナイトサ
ン・ブリューイング、クラウンシューズなど国内外の醸造所ま
で幅広い種類が揃います。
イベントではモアナ サーフライダーのエグゼクティブ・シェフ
であるジェイソン・ワタナベ監修のピーナッツバターとジャム
のチキンウィングとピーナッツディップソース、カルビスライダ
ーとキムチ・ケール、トリュフ・テイタートッツ、クリスピーポークベリーパオズと海鮮醤ソース、オニオンとパ
パイヤのクラウトを添えたビールブルートヴルスト、アンバーとリリコイバーベキューソースのスモークポー
クバックリブなど、ビールにぴったりな軽食も提供されます。イベント参加者は 21 歳以上である必要があ
り、前売りチケットは$40 (当日は$45)でホノルルボックスオフィスにてお買い求めいただけます。
さらに、数々の受賞歴があるモアナ ラニ スパでは、3 種類のエクスプレス・トリートメントをお選び頂くと 4
種類目が無料となる父の日スペシャルメニューを用意しています。トリートメントはオプティマル・プロセラ
ム・エクスプレス・フェイシャル、リフト&ファーム・アイトリートメント、肩・首・頭皮のマッサージ、背中・首・
肩のマッサージ、ボディスクラブ、フットトリートメント、リフレクソロジーの中からお選びいただけます。通
常$270 の 4 種類トリートメントセットを、3 種類の料金である$220 でお楽しみいただけるこのキャンペー
ンは 6 月いっぱい開催されます。ご予約はモアナ ラニ スパまでお電話(808-237-2535)またはオンライン
予約フォームにて承ります。また、モアナ ラニ スパの最新情報は日本語公式ウェブサイトよりご覧いた
だけます。
ビ ア フ ェ ス タ に 関 す る 詳 細 及 び 最 新 情 報 は 日 本 語 公 式 ウ ェ ブ サ イ ト (http://jp.moanasurfrider.com/beachbar.htm#fathers) または、モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート & スパのコン
シェルジュまでお電話 (808-922-3111) にてお問い合わせ下さい。レストランへの ご予約やお問い合わ
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せはスターウッド・ワイキキのセントラル・ダイニング・リザベーション・センタ ー(808-921-4600)にて承りま
す。
ロイヤルハワイアンとモアナサーフライダーの「タイムレス・ワイキキ」
最も名高くかつワイキキを代表するランドマーク的リゾートとも言えるロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾートとモアナ サーフライ
ダー ウェスティン リゾート＆スパの二つのリゾートは合わせて 200 年にもわたる優雅なおもてなしの伝統を確立し、現在でもハワイにあるリゾー
トすべてを評価する最高の基準となっています。いくつもの世代を通してハワイ・リピーターを魅了するこの二つのリゾートはハワイ諸島の観光
黄金時代を牽引し、共に何十年にもわたり観光業の老舗として認識されてきました。時を超えた伝統と数えきれないほどの思い出が二つのリゾ
ートで織り合わさり、それは「タイムレス・ワイキキ」と呼ばれています。現在そして未来へ向けてこの二つの老舗リゾートは新しい伝統を創り続け、
物語を更に刻み続けて参ります。
京屋ホテル ＆ リゾート LP と京屋カイウラニ LLC は、ワイキキのモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパとロイヤ ル ハワイアン ラグ
ジュリー コレクション リゾート、そしてカリフォルニア州サンフランシスコにあるパレス ホテル ラグジュ アリー コレクション リゾートといった長い歴
史と伝統を誇るホテルのほか、シェラトン・ワイキキ、シェラトン・プリンセス・ カイウラニ、シェラトン・マウイ・リゾート＆スパの計 6 ホテル及びリゾ
ートを所有しています。京屋はハワイにおいて 1961 年以 来多くの雇用を促進し続けており、現在では約 4500 人以上もの従業員を抱えるハワ
イでも有数の企業です。同社は近年ワイキキの ホテルに 3 億ドル以上もの投資を行い改装やアップグレードを完了させており、今後も世界的
なリゾート地としてのワイキキの確 固たる地位を維持するために貢献し続ける予定です。ハワイの発展に貢献するというビジョンを共有する地元
の非営利組織、地域 の団体及びリーダーとの連携により、地域に根ざした事業活動を継続していきます。
スターウッド ホテル ＆ リゾート ワイキキは、シェラトン・ワイキキ、シェラトン・プリンセス・カイウラニ、ロイヤル ハワイ アン ラグジュリー コレクショ
ン リゾート、そしてモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパからな り、京屋ホテル ＆リゾート LP が所有、スターウッド ホテル＆リゾート
ワールドワイド Inc．が運営しています。スター ウッド ホテル＆リゾ ート ワイキキの 4 ホテルではリーズナブルで快適なゲストルームから究極の
贅沢を体現する珠玉の スイートルームまで計 4110 室の客室をご提供。各ホテルでは最新のリゾート設備を完備し、特にダイニング施設の質
の高 さはホテル業界でも高い評価を受け ています。京屋ホテル＆リゾート LP は約 3000 人の従業員を抱えるハワイでも有数の 企業です。
スターウッド ホテル ＆ リゾート ハワイは、オアフ島、マウイ島、カウアイ島、ハワイ島のハワイ 4 島で 11 のリゾートホテルを 展開し、ハネムーン、
家族旅行、出張やレジャー等あらゆる目的の旅行に理想的な宿泊施設を提供しています。歴史や伝統に彩ら れたホテルから、絵画のようにド
ラマチックな景観が目前に広がるプロパティまで、個性豊かな 11 のリゾートすべてがハワイ各諸 島の著名なビーチに歩いてすぐという絶好の
ロケーションを誇っています。国際的なホテルブランド、シェラトン、ウェスティン、 ラグジュアリー コレクション、セント レジスの名に相応しく、お
客様にご満足いただくため常に新しいサービスや施設を追及・ 提供しています。スターウッド ホテル＆リゾート ハワイに関する詳細は
www.starwoodhotelshawaii.com をご覧ください。 ご予約および詳細はお電話(1-866-716-8140)もしくは http://www.starwoodhotelshawaii.jp/を
ご覧ください。
ウェスティン ホテル＆リゾートは、ウェルネスとホスピタリティのパイオニアとしてご滞在中の体験すべてをお客様の活力に変えていただけるよう
な新しいプログラムをご提供しています。約 40 の国や地域に 200 以上のホテルとリゾートを持つウェスティン ホテル＆リゾートは、世界をリード
するホテルとレジャー施設企業チェーンの一つであるスターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド が所有しています。スターウッド ホテル＆リ
ゾート ワールドワイド は、世界約 100 ヶ国に 1200 のホテルを展開し、従業員 181,400 人を誇るホテル･レジャー業界のリーディングカンパニー
です。
スターウッド ホテル ＆ リゾート ワールドワイド Inc. は世界約 100 ヶ国に約 1200 のホテルを展開し、従業員 181,400 人を誇る ホテル･レジャー
業界のリーディングカンパニーです。またセントレジス、ラグジュアリー コレクション、Ｗホテル、ウェスティ ン、ル メリディアン、シェラトン、フォー
ポイント･バイ･シェラトン、アロフト、エレメント等の著名なホテルブランドの所有、 運営およびフランチャイズを行っています。適用除外日なしで
無料宿泊や客室アップグレード、フライト等の魅力的な特典と交換 いただけるスターウッド プリファード ゲスト（SPG）は、ホテル・レジャー業界
でも有数のメンバーシップ・プログラムです。高 級バケーション･オーナーシップ型リゾートの開発･運営会社のひとつであるスターウッド バケー
ション オーナーシップ Inc. も 所有しています。詳しくは http://www.starwoodhotels.com/をご覧ください。
（注：このプレスリリースは米連邦証券規制の解釈に含まれる将来予想に関する記述を含みますが、将来予想に関する記述は将来の業績や
事象を保証するものではなく、将来予想に関する記述作成時の見通しから大幅に異なった結果または事象を生み出す可能性のあるリスクや
不確定要素およびその他の要素を含んでいます。これらのリスクや不確定要素の詳細は米連邦証券取引委員会に提出された書類に記載さ
れています。未来予想に関する記述に反映されている見通しは合理的仮定に基づいたものですが、弊社の見通しが実現したり結果や事象が
大幅に異ならないことを保証するものではありません。新情報、将来の事象ないし他の手段からの結果を問わず、弊社が将来予想に関する記
述を公的に更新または改訂する義務を負わないことをご了承ください。）

MS “Hoppy” Father’s Day Festivities 2016
Page 2 of 3

###

メディアお問い合わせ先
スターウッド ホテル & リゾート ワイキキ
パブリックリレーションズ マネージャー
スレイトン 明子
Tel: 808-931-8909 Fax: 808-931-8569
E-mail：akiko.slayton@starwoodhotels.com
PacRim Marketing Group Inc. - ホノルル／東京
担当：塙 ／ 三重野
Tel: 1-808-469-4839 または 03-6427-7891
Email: PR_Japan@pacrimmarketing.com
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