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モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパで創業 116 周年記念イベントを 3 月 11 日に開催
ハワイ州ホノルル市ワイキキ – 3 月 11 日に創業 116 年を迎えるワイキキ最古のホテル、モアナ サーフラ
イダー ウェスティン リゾート&スパでは、創業記念日にハワイの伝説的ミュージシャンであるロバート・カ
ジメロによるコンサートを開催します。
マルチに活躍するカジメロによるコンサートは、モアナ・バニヤン・コートヤードに
て午後 6 時より開催されます。ロバート・カジメロは、弟のローランドと共にブラザ
ーカジメロとして 1970 年代から活動しており、彼らの作り出す楽曲はハワイアン音
楽と文化の復興ムーブメントを牽引してきました。ミュージシャン以外にもクムフラ
（フラダンスの師範）として活動するロバートは、類稀なるその美声で「Pane Mai」
や「My Sweet Pikake Lei」、「E Ku’u Lei」など多くのハワイアンクラシックと呼ばれ
る曲を発表してきました。
前後半 45 分づつの構成となっている今回のコンサートでは、ロバート・カジメロの
楽曲演奏には欠かせないグランドピアノによる弾き語りも披露される予定です。
また、イベントではビーチハウス・アット・ザ・モアナのシェフ、デイビッド・ルケラの作るお食事もコンサート
と一緒にお楽しみいただけます。前菜にミニサイズのビーチハウス・シーザーサラダとロブスタービスク、
メインディッシュには 6 オンス（約 170 グラム）のフィレステーキとロブスターテールにマッシュポテトと野
菜を添えたお料理を提供。4 コースディナーの最後を飾るデザートには、日本人ペーストリー・シェフの
ナナコ・ペレズ・ナバの作るコナコーヒーチーズケーキ、ピーナッツバタークランチ、マンゴーシャーベット
が乗ったデザートトリオをお楽しみいただけます。
料金は、プレミア席（ゴールデンサークル）とディナー付きでお一人様$116（税・チップ別）、ウェルカムド
リンクとオードブルが付いたバニヤン・コートヤードの一般席はお一人様$50（税・チップ別）となっていま
す（3 月 1 日以降は料金が$126 と$60 になります）。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。
「ワイキキのファーストレディ」と称されるモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパでは、中庭に
ある樹齢 100 年を超えるバニヤンツリーの下で演奏されるアイランドミュージックのコンサートを創業以来
開催してきました。今日、モアナ サーフライダーは、ザ・ベランダで楽しむアフタヌーンティーやビーチハ
ウス・アット・ザ・モアナでのディナーやビンテージ 1901、ザ・ビーチ・バーでのカクテルなどが堪能できる
ホテルとしても知られています。また、ワイキキで唯一オーシャンフロントに位置するモアナ ラニ スパで
は、心と体が癒されるバラエティ豊かなトリートメントを提供しています。今回、ホテルの創業 116 周年を
記念して、モアナ ラニ スパでは、ESPA パーソナライズド・フェイシャル 45 分（通常価格$145）を$116、
ESPA パーソナライズド・フェイシャル 75 分（通常価格$195）を$160 で 3 月末まで提供しています。さら
に、このプロモーションには$25 相当の ESPA ビューティーギフトも付いています。モアナ ラニ スパのご
予約は、jp.moanalanispa.com または(808)237-2535 まで。
Moana Surfrider Celebrates 116 Years
Page 1 of 3

116周年記念イベント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/beachhouse.htm ) をご覧ください。モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート & スパの最
新情報は、日本語公式ウェブサイト（http://jp.moana-surfrider.com ）、フェイスブック
（facebook.com/MoanaSurfriderJP ）、インスタグラム（@moanasurfriderjp ）をご覧ください。

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 ＆ リゾートは、マリオット・インターナショナル(NASDAQ: MAR)によって所有されています。マリオット・インターナショナルは
米国メリーランド州ベセスダに本社を置く世界最大のホテル企業で、110 を超える国に 5,700 軒以上の宿泊施設やホテルフランチャイズやバケ
ーションオーナーシップのライセンスを展開・運営しています。マリオット・インターナショナルの主要ブランドは次のとおりです：Bulgari®、The
Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®、St. Regis®、W®、EDITION®、JW Marriott®、The Luxury Collection®、Marriott Hotels®、
Westin®、Le Méridien®、Renaissance® Hotels、Sheraton®、Delta Hotels by MarriottSM、Marriott Executive Apartments®、Marriott Vacation
Club®、Autograph Collection® Hotels、Tribute Portfolio™、Design Hotels™、Gaylord Hotels®、Courtyard®、Four Points® by Sheraton、
SpringHill Suites®、Fairfield Inn & Suites®、Residence Inn®、TownePlace Suites®、AC Hotels by Marriott®、Aloft®、Element®、Moxy®
Hotels、Protea Hotels by Marriott®。さらに、受賞経験もあるロイヤリティプログラム、リッツカールトン・リワーズとスターウッドプリファードゲストを
含む「マリオット・リワーズ」も運営しています。詳細は http://www.marriott.com または http://www.marriottnewscenter.com をご参照ください。
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 180,000 人以上を誇るホテル･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 180,000 人以上を誇る 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。

Moana Surfrider Celebrates 116 Years
Page 2 of 3

（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。）

###

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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