モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパが
『メレ・アット・ザ・モアナ』11 月までの出演者を発表！
ハワイ州ホノルル市ワイキキ – 115 年ものあいだ珠玉のハワイアンミュージックをお届けしているモアナ
サーフライダー ウェスティン リゾート&スパにて毎月開催されている、「メレ・アット・ザ・モアナ」コンサート
の 11 月までの出演予定者が発表されました。それに伴い、新しいディナーパッケージも登場しました。
7 月、8 月、9 月のメレ・アット・ザ・モアナでは今年初めにジミー・ボージャスによる奨学金が設立されたハ
ワイ大学マノア校の生徒たちも演奏をします。ジミー・ボージャスは 5 月 30 日に癌で亡くなった伝説的な
ジャズシンガーで、今年 1 月 30 日にモアナ サーフライダー ホテルで行われた彼の最後のパフォーマン
スとなった「フォー・ザ・ラブ・オブ・ジミー」イベントは、その奨学金を募るために行われました。ハワイのト
ップアーティストたちが次々と登場するメレ・アット・ザ・モアナは、過去 1 年の間にライアテア・ヘルム、ナ
タリー・アイ・カマウウ、ロバート・カジメロなどハワイアンミュージック界の大物たちが出演しました。また、
今年のメレ・アット・ザ・モアナも年末までスター揃いです。
11 月までのメレ・アット・ザ・モアナ出演者は以下の通りです：
ジョン・クルーズ ：7 月 29 日(金)出演予定
ハワイの音楽一家に生まれたジョン・クルーズはナ・ホク・ハノハノ・アワ
ードを数回にわたり受賞しています。ジャック・ジョンソンのステージパー
トナーとしても知られており、2008 年にはハワイマガジン誌でベストシン
ガーソングライターとして名前が挙がりました。また、彼のアルバム「ワン・
オブ・ジーズ・デイズ」はホノルルマガジン誌よりハワイのベストアルバム
として賞賛されました。魂のこもった歌声で知られるジョンはキ・ホアル(ス
ラックキーギター)のマスターとして他のアーティストとは一味違ったアコ
ースティックスタイルを得意としています。ヒットソングには「アイランド・ス
タイル」、「シャイン・オン」、「シッティング・イン・リンボ」などが並びます。
シリル・パヒヌイ ： 8 月 26 日(金)出演予定
音楽一家の伝統を引き継いでいるシリル・パヒヌイは、彼自身も才能あふ
れるギターリストでありシンガーです。スラックキーギターのレジェンドとも
呼ばれる父親のフィリップ・”ギャビー”・パヒヌイは、シリルがウクレレを持
つことができるようになる年齢から音楽を学ばせました。7歳でキ・ホアル
(スラックキーギター)を弾き始めたシリルは、12歳の頃にはすでに父親と
共にステージでの演奏を経験しています。今まで2度カーネギーホール
にて演奏し、3度にわたるグラミー賞受賞スラックキーギターミュージック
のコンピーレション・アルバムへ参加、50曲以上をリリースし、数え切れな
いほどナ・ホク・ホノホノアワードを受賞したシリルは、現在では定期的にワイキキのプライベートパーティ
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ーやイベントに参加するほか、ウクレレの講師を務めています。最新アルバム「カニ・プ・コル」は生徒で
もあるジェフ・アウ・ホイとピーター・ウック・ムーンと共に制作しました。
ウィリーK ：9 月 30 日(金)出演予定
現在ではネイティブハワイアンミュージックの第一人者として知られるウィ
リーですが、自身も著名なミュージシャンである父親から最初に学んだ
のはブルースでした。本名ウィリアム・カハイアリイ、ハワイではアンクル・
ウィリーとして親しまれるウィリーは、幅広いレパートリーを持つハワイでも
数少ないミュージシャンの一人で、ジャンルはジャズ、ブルース、ハワイ
アンと多岐に渡ります。ウィリーK は真のミュージシャンでありながら魅力
的なエンターテイナーとして、グラミー賞にノミネートされたり、多くのナ・
ホク・ハノハノアワードを受賞しています。
ポーマイカイ・ライマン：10 月 28 日(金)出演予定
多くのメレ・アット・ザ・モアナ出演者のように、ポーマイカイ・ライマンも家
族のもとで音楽を習得しました。幼い頃からライマンは「ハイ」と呼ばれる
ユニークなハワイのファルセットの発声法をアンティ・ジェノア・ケアヴェと
して親しまれた祖母より教わってきました。アンティ・ジェノアのファンはラ
イマンが音楽の伝統を引き継ぎいたことを喜んでいます。ライマンはプ
ナホウ高校とブリガムヤング大学を卒業し、現在は夫のシェイン・ライマ
ンと共に 4 人の子供を育てています。
ライアテア・ヘルム & フレンズ ：11 月 18 日(金)出演予定
10 代の若さでハワイアン・ミュージック界に彗星のごとくデビューし、その
音楽ととステージ・パフォーマンスで国際的に高い評価を得ている歌姫
ライアテアが、親交の深いミュージシャンたちと一緒にメレ・アット・ザ・モ
アナに登場します。セカンド・アルバム「スイート＆ラブリー」では、ハワイ
の女性アーティストとして初めてグラミー賞にノミネートされました。

コンサートでは音楽とモアナ サーフライダー ホテルが誇るビーチハウス・アット・ザ・モアナのお食事を一
緒に楽しんでいただくため、新たにディナーパッケージ（お一人様$100）が登場。こちらのパッケージに
はメレ・アット・ザ・モアナでのプレミア席と、シェフのデヴィッド・ルケラによる 3 コースディナーが含まれて
います。お食事はクラ産ロメインレタス、ベーコン、トマト、ハート・オブ・パーム、枝豆、フォカッチャパン
のクルトン、パルメザンチーズ・クリスプを使ったビーチハウスシーザーサラダで始まり、次いでメインディ
ッシュのプチフィレとロブスターテール、マッシュポテト、夏野菜、ボルドレーズソース。最後の一品はペ
ーストリーシェフのナナコ・ペレス・ナバによるチョコレートピーナッツバターバー、コナコーヒーチーズケ
ーキとマンゴーシャーベットです。他にもバニヤンコート席が$80（4 名様まで）と$50（2 名様まで）となり、
それぞれにフムス、枝豆、チキンウィング、ポケが入ったアペタイザー盛り合わせとパーキングが含まれ
ます。各席ともにホノルルボックスオフィスでお買い求めいただけます。
メレ・アット・ザ・モアナの最新情報に関しては、日本語公式ウェブサイト(http://jp.moanasurfrider.com/mele.htm)をご覧下さい。
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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。）
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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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