ニュースリリース
Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa
2365 Kalakaua Avenue
Honolulu, Hawaii 96815
TEL: 808.922.3111 FAX: 808.924.4799
http://jp.moana-surfrider.com

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパでワインペアリングディナーを開催
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＆スパのビーチフロントに位
置するビーチハウス・アット・ザ・モアナでは、最高峰のワイナリーとコラボレーションし、ワインのペアリン
グディナーイベントを一年を通して開催いたします。
今年最初のワインペアリングディナーは 3 月 25 日（土）午後 6 時 30 分より開催され、マスターソムリエの
パトリック・オオクボがケークブレッド・セラーズのワインをご紹介します。シャルドネとカベルネ・ソーヴィニ
ヨンで知られるカリフォルニアのケークブレッド・セラーズは、1990 年代はじめに世界的なワイナリーとし
ての評価を確立しました。シェフのデヴィッド・ルケラ率いるチームがケークブレッド・セラーズのワインを
より引き立てる贅沢な下記メニューを提供する予定です。

クマモトオイスター、青リンゴ、いくらの燻製、クレソン、白ぽん酢
ケークブレッド・セラーズ ソーヴィニヨン・ブラン 2015 年
アワビ、サンチョーク（菊芋）、鳥皮、ワイルドライス、シーアスパラガス
ケークブレッド・セラーズ シャルドネ 2014 年
ウズラ、ニンジン、フェンネル、葡萄のピクルス、燻した天然ジュ（だし汁）
ケークブレッド・セラーズ メルロー 2013 年
48 時間真空調理した和牛のショートリブ、BBQ ビーツ、コーンプディング、コールスロー
ムラン･ロード･セラーズ ケークブレッド・レッドブレンド 2014 年
ブルーチーズ、梨、マルコナ・アーモンド、ベリーレザー
ケークブレッド・セラーズ カベルネ・ソーヴィニヨン 2013 年
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「昨年 3 回開催したワインペアリングディナーは毎回完売となる大好評のイベントでした。ワインと食べ物
のペアリングについて深く学ぶことができ、とても勉強になったという感想もお客さまよりいただきました」
とモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ料飲部長のライアン・ルーは語りました。
ケークブレッド・セラーズ ワインのペアリングディナーはお一人様$125(税金、サービス料を除く)となり、
チケットは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。料金にはシェラトン・プリンセス・カイ
ウラニ駐車場のセルフパーキング代が含まれます。
2017 年のペアリングディナーは以下の通り予定されています：
6 月 7 日（水）： ガーギッジ・ヒルズ・エステート
（ゲスト：創業者マイク・ガーギッジの娘 バイオレット・ガーギッジ）
9 月 21 日（木）：パルメイヤー＆姉妹ワイナリーのウェイフェアラー
（ゲスト：パルメイヤーよりジョー・ハンター）
10 月 27 日（金）： ドメーヌ・カーネロス by テタンジェ
（ゲスト：アイリーン・クレーン）
※日程や詳細は予告なく変更になる場合がございます。

ペアリング・ダイニング・シリーズの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#pairings ) にてご覧いただけます。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。
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。
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（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 03-5572-6066
Email: PR_Japan@pacrimmarketing.com
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