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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 概要
(2016 年 7 月現在)
ホテル名称:

Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ

ロケーション:

ワイキキビーチのオーシャンフロント

所在地:

Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa
2365 Kalakaua Avenue
Honolulu, Hawaii 96815

電話番号:

808-922-3111 (ホテル代表)
808-237-2523 (セールス)
808-237-2535 (スパ)
808-921-4640 (予約)
808-921-4600 (レストラン予約)
808-923-2813 (ケータリング＆コンベンション)
0120-92-5956 (日本でのお問い合わせ)

ウェブサイト:

http://jp.moana-surfrider.com

ホテルオーナー:

京屋ホテル＆リゾート LP

経営:

スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.

ホテル開業日:

1901 年 3 月 11 日

建設会社:

ルーカス・ブラザーズ

ホテル建築家:

オリバー・G・トラファガン

歴史:

英国のビジネスマン、ウオルター C. ピーコックと彼のモアナ･
ホテル・カンパニーが＄150,000（日本円で約 1,866 万円）を投
じて完成させたモアナ・ホテルは人々がオアフ島、そしてワイ
キキを訪れるきっかけとなりました。エレガントなビクトリア
調の建築と近代的な設備を取り入れたモアナ･ホテルは US テリ
トリーとしてのハワイ初の電動エレベーターを備えたホテル、
また各客室に電話及び浴室を持つ 1900 年代の幕開けを飾る贅沢
極まりないホテルとしてその名を知れわたらせたのです。1918
年にはさらに 2 つのウイングが増築され、今日の H 型の建物が
完成しました。1952 年にはサーフライダー・ホテルが建設さ
れ、サーフライダー・タワーは 1969 年に完成いたしました。
1980 年代にはホテルの新しいオーナー、京やカンパニーのも
と、建築家バージニア・ D・ ムリソン氏とチャップマン・D・
サカタ氏の共同事業として改装が行われました。この 5 千万ド

ル（日本円で約 62 億 1890 万円）をかけたと言われる大掛かり
な改装により、これらのホテルは 3 つのウイングとそれらをつ
なぐロビーを持つ一つの大きなビーチフロント・リゾートへと
変身を遂げることになったのです。オーナーはこの新しいリゾ
ートをシェラトン・モアナ･サーフライダーと改名しました。
「ワイキキのファースト･レディ」の復興のプロジェクトにはオ
ーシャン･ラナイとサーフライダー･タワーの合体及びアップグ
レードが含まれ、これによってリゾートは 1989 年 3 月に再オー
プンした現在の建築様式とほぼ同じ形となったのです。この歴
史的な復興作業は世界的に認められ、1992 年にモアナ サーフラ
イダーを代表してムリソン氏がホワイトハウスで受賞した歴史
保存のためのプレジデント･アワードをはじめとする多くの賞を
受賞することとなったのです。
当ホテルは、2007 年 6 月、モアナ サーフライダー ウェスティン
リゾートとブランド名を改め、オアフ島で初めてのウェスティ
ン ホテルとなりました。部屋やパブリックエリアなどを含むホ
テル館内を大リニューアルしました。歴史ある当ホテルは、ウ
ェスティン独自のヘブンリーベッドやヘブンリーバスアメニテ
ィ、32 インチの薄型液晶テレビなどを客室に導入し、ロビーは
カーペットから板張りに変え、家具や照明も新調し、ハワイの
雰囲気とエレガントさを残しつつ、モダンなウェスティン スタ
イルに変貌を遂げました。
更に 2008 年 10 月には現在のモアナ サーフライダー ウェスティ
ン リゾート＆スパと改名され、オアフ島初のビーチフロント・
スパ、そして唯一のヘブンリースパ バイ ウェスティンであるモ
アナ ラニ スパがデビューすることになったのです。2014 年に
は、25 億円近くの費用をかけた改装が終了し、タワー・ウィン
グのペントハウス・フロアやスイートが追加され、ダイヤモン
ド・ウィングの客室がリノベーションされました。
ホテルスタッフ:

総支配人：
営業本部長：
総料理長：
料飲部長：
財務部長：
スパ部長：
宴会部長：
人事部長：

ローレンス・ハンソン
スーザン・コーラー
ライアン・ルー
ジム・ウィシガー
ローラ・ミラー
トラビス・コウノ
スチュアート・コタケ
デビー・ステファンズ・アマス

ワイキキビーチの中心に建つモアナ サーフライダー ウェスティ
ン リゾート＆スパは 42 室のスイート･ルームを含む 791 室の客
室を備えております。客室を含むホテル施設内は全面禁煙で
す。ホテルのメインと言える建物、バニヤン･ウイングはアメリ
カ合衆国国家歴史登録財（ナショナル・レジスター・オブ・ヒ
ストリック・プレイス）の中にリストアップされており、すべ
ての客室及び設備施設はエレガントで、真のハワイアン・スタ
イルを保ち、最高に心地良いご滞在をお約束致します。
各客室にはウェスティン独自開発のヘブンリーベッド®をご用意
しております。多くの他ブランドのベッドと異なり、このヘブ

ンリーベッドは贅沢かつスタイリッシュにデザインされてお
り、真っ白に覆われたベッドには特別注文の枕、心地よい毛布
と上質なシーツがセットされています。ご滞在いただく客室に
はその他多くのヘブンリーバス®ブランドの製品をご用意してお
ります。
客室でご利用いただくアメニティとして、冷房装置、薄型 HD
テレビ、インルーム・ムービー、ミニ冷蔵庫、コーヒー・メー
カー、レギュラー及びノン・カフェイン・コーヒー、室内金
庫、アイロン及びアイロン台、ヘアー･ドライヤー、バスロー
ブ、室内用スリッパ、電子ロック・システムをご用意しており
ます（マウスウオッシュとハミガキ・セットはリクエストによ
りご用意いたします）。またバニヤン・ウイングの全客室には
特製のレターセット、可動式シャワー・ヘッドを備えていま
す。ADA（車椅子使用者、障害者用）の設備を備えた客室もご
用意しております。
LRE テクノロジーにより、全客室にて高速インターネットをご
使用いただけます。またホテル設置のコンピューターのみなら
ず、ご持参のノートブック型コンピューターでも高速インター
ネットをご利用いただけます。お部屋からのインターネットや
コーポレート・ネットワーク、E メール、その他のインターネ
ット･システムに接続されます。料金設定（24 時間周期）は、1
メガビット/1 秒のベーシックサービスが 1 日$14（税別）、5 メ
ガビット/1 秒のプレミアムサービスが$28（税別）です。なお、
ベーシックサービスはご宿泊の際にリゾート料金をお支払いの
場合には無料となっております。
税金：

ハワイ州宿泊税（Transient Accommodation Tax）9.25％、ハワイ
州消費税（Hawaii General Excise Tax）4.712％、合計 13.962％の
州税がかかります。

リゾートサービスチャージ:

一室一泊につき$30（税別）。以下のサービスが含まれます。
 客室及びロビー内でのベーシック高速インターネットのご利用
 オーバーナイトの駐車場のご利用
*セルフパーキング 1 台分無料
*バレットパーキングは有料
 市内および 1-800 通話無料（無制限）
 国際電話を含めた長距離電話（1 日 60 分まで）
 大人の方お一人の料金につき、5 歳以下のお子様一人分のお
食事が無料（指定レストランのお子様メニューに限る）
 ミニサーフィンレッスン（ビーチサービスのサーフィンインス
トラクターによるビーチでの基礎レッスン、所要時間 15 分）
 キ・キロ・ラニ・ヨガクラス（毎日）
 プールでのエアロビクス・クラス「アクアサイズ」（毎日）
 モアナ サーフライダーの歴史探訪ツアー（月、水、金曜日）
 コレクションズ・オブ・ワイキキ割引クーポンブック
 プロのカメラマンによる 4x8 インチのフルカラー記念写真
（1 室につき 1 枚）
 イオラニ宮殿への入場料を$5 割引
 毎日のカルチャー・アクティビティ（レイ・メイキング、スト
ーリー・テリング、フラ・レッスン、ウクレレ・レッスン等）

1 室 3 名様以上でご宿泊の場合の
追加料金（1 名様あたり）：

2016 年 1 月 1 日～2016 年 12 月 31 日：$120
（バニヤン・クラシック・オーシャン、スイートルーム、ペン
トハウスに限り$145）

ゲストサービス：

チェックイン／チェックアウト・サービス
フレッシュなフラワ－、またはククイナッツ・レイでのお出迎
え、チェックアウトは便利なビデオ・チェックアウト・システ
ムをご利用いただけます。ご要望に応じて空港までのリムジン
を手配いたします（有料）。またご到着後､チェックインまでの
間、及びチェックアウト後､ご出発までの間ご利用いただける無
料のホスピタリティー・ルームもご用意しております（要予
約）。
チェックイン時間：3:00PM 、チェックアウト時間：11:00AM
客室内サービス
リクエストに応じ、お部屋に新聞をお届けします。ボイスメー
ル（留守番電話サービス）システム、毎日のメイドサービス、
および夜のターンダウンサービス（ご要望のお客様のみ）もご
ざいます。
その他のサービス
 ツアー及びアクティビティ・デスク
 毎日のハワイアン・エンターテインメントの実施
 プールサイドでの飲食サービス（有料）
 コンシェルジュ・サービス、レストラン予約デスク
 コインランドリー及びドライクリーニングサービス
 多言語対応スタッフが滞在中のお手伝いをさせて頂きます。
 「ステイ･アット･ワン、ダイン・アット･オール」の特典。
当ホテルにご宿泊のお客様は姉妹ホテルのロイヤル ハワイア
ン ラグジュアリー コレクション リゾート、シェラトン・ワ
イキキおよびシェラトン・プリンセス・カイウラ二でお食事
をご利用の際にお部屋付けにて清算が可能です。
 ホテル・ロビーからホテル前のビーチエリアまでのエリア内
で無線インターネット・サービス（LAN）をご使用いただけ
ます。
 医療設備「ドクターズ・オン・コール」が姉妹ホテルのシェ
ラトン・ワイキキ内にございます。

ダイニング:

高級ファイン・ダイニングから贅沢なアフタヌーン・ティーに
至るまで、モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ
では、全てのお食事がビクトリア調のエレガントな雰囲気の中
で、思い出に残るものとなるように心を込めてご用意いたして
おります。伝統的なハワイアン・キュイジーヌ、ハワイの島々
で親しまれてきた地元のお料理、新鮮なシーフード、そしてア
メリカン・クラシックと、多くのセレクションの中からお好み
に合ったメニューをお選びください。

ザ・ベランダ
一日のスタートはザ・ベランダで海の爽やかな風を感じながら
の朝食ビュッフェはいかがでしょうか。朝食アラカルト・メニ
ューもご用意しております。また、歴史あるバニヤンの木の下

で寛ぎながら、モアナ サーフライダー伝統のビクトリア調アフ
タヌーン・ティーもぜひお楽しみください。バラエティに富ん
だトロピカル・フレーバー・ティー、特製フィンガー・サンド
イッチ、スコーン、ペーストリーでゆったりとした昼下がり
を。アラカルト・ランチ・メニューもございます。
ビーチハウス・アット・ザ・モアナ
歴史ある美しいモアナ サーフライダーのボザール建築様式の建
物を背景に臨む、優雅で気品あふれる内装のレストラン。すぐ
目の前には壮麗な太平洋が広がっています。夕日がきらめくワ
イキキの海を眺めながら鮮度の高い様々な食材を使った格別の
お料理をご堪能いただけます。2008 年には、ホノルル・マガジ
ン誌読者が選ぶ「ベストニューレストラン」に選ばれました。
ザ・ビーチ・バー
ワイキキビーチの美しい砂浜のすぐ隣には、ザ・ビーチ・バー
がございます。モアナ サーフライダーが誇るバニヤンツリーの
木陰の下、色彩豊かなトロピカルドリンク、吟味されたハワイ
ならではのププ（おつまみや前菜）、サラダとフルーツ、サン
ドイッチ等と共にワイキキの景色を楽しみ、優雅なひとときを
ご満喫ください。
ヴィンテージ 1901（ナインティーン・オー・ワン）
中庭のバニヤンツリーを見渡すテラスに位置するワインバー。
ホテルのソムリエにより厳選された 60ml のテイスティングサイ
ズのグラスワイン 3 種セットとペアリングされた、隣接するレ
ストラン「ビーチハウス・アット・ザ・モアナ」からのアペタ
イザー（前菜）の数々もご堪能いただけます。テイスティング
のセットでは赤、白、ロゼ、スパークリング、そしてデザート
ワインを取り揃えております。
サーフライダー・カフェ
毎日 7:00AM～4:30PM に営業しております。コーヒー、温かい
サンドイッチ、フルーツ、ペーストリー、フレッシュジュース
などをお楽しみいただけます。
ルームサービス
朝食： 6:00AM～11:00AM
夕食： 5:30PM～10:00PM
新鮮で美味しいお食事を部屋でお召し上がりいただくインルー
ム・ダイニングのメニューの数々をご用意しております。
スパ：

モアナ ラニ スパ ～ヘブンリースパ バイ ウェスティン～
2008 年 10 月 1 日、モアナ ラニ スパ ～ヘブンリースパ バイ ウ
ェスティン～ がモアナ サーフライダー ウェスティン リゾート
＆スパにオープンしました。ウェスティン独自のフルサービス･
スパとハワイの伝統的なヒーリング技術により身も心もリフレ
ッシュしていただけます。広大なスパにはプライベート･バスル
ームとジャグジー･バスが付いたオーシャンフロントのカップル
向けトリートメント用スイート 2 室、マッサージ･セラピー・ル
ーム 9 室 、ボディートリートメント･ルーム 1 室、ビシーシャワ

ーがついたウォーター･セラピー･ルーム 1 室、そしてお肌の栄
養補給と再生を促すフェイシャル･ルーム 3 室を備えておりま
す。
スターウッド ホテル＆リゾートのヘブンリー スパ バイ ウェス
ティンは現在、世界の 20 のウェスティン リゾートにて展開して
おり、お客様に心身ともに最高の癒しをご体験いただけるスパ･
サービスを目指しております。
モアナ ラニ スパのウェブサイト：http://jp.moanalanispa.com

フィットネス・センター：

ウェスティン ワークアウト フィットネススタジオは、お部屋の
鍵で 24 時間ご利用いただけます。

カルチャー＆アクティビティ：

歴史探訪ツアー
月、水、金曜日（11:00AM～12:00PM）
モアナ サーフライダーでは、ホテルの歴史的な場所などを周る歴
史探訪ツアーを無料にて行っております。またバニヤン・ウィング
の中央階段を上がった 2 階には「ヒストリカル ルーム」があり、
1900 年代の興味深い歴史的品々が展示されております。
カルチャー・プログラム
キ・キロ・ラニ・ヨガ
毎日（7:25AM～8:25AM）
アクアサイズ
毎日（9:00AM～9:55AM）
ハワイアンミュージック
月～土曜日(12:30PM～2:30PM)
日曜日（12:00PM～5:30PM）
フラワーレイメイキング
月、水、金曜日（11:30AM～12:30PM）
フラレッスン
木曜日（10:00AM～11:00AM）
ククイナッツ小物作り
火、木曜日（11:30AM～12:30PM）
ケイキ（お子様）クラフト＆フラ
月、水、金曜日（1:00PM～2:00PM）
アロハ ビーチ サービス、およびホテルのトラベル･デスク
オーシャンスポーツを経験されたいお客様の為に、サーフィン･
レッスン、カタマラン、カヌーなど様々なアクティビティをご
紹介しております。サーフボード、ブギーボード等のレンタル
もこちらでどうぞ。

スターウッド・ドルフィン・コネクション
スターウッド・ドルフィン・コネクションは、マリン・パーク「シ
ーライフ・パーク」との提携によりワイキキのスターウッド ホテ
ル＆リゾートにご滞在のお客様にのみお楽しみいただけるイルカと
触れ合えるプログラムです。ゲストの皆様はトレーナーと同じよう
にイルカにエサや指示を与えたりしながら、触れ合いを通じてイル
カの生活習慣や生態を学びます。幅広い年齢層の方々にお楽しみい

ただくことができ、大人の方にとってもお子様にとっても一生忘れ
られない思い出となることでしょう。
アンワインド セレモニー
ハワイアンエンターテイメント＆フラダンサー
毎日（6:00PM～8:00PM）
コンテンポラリー・ハワイアン・ミュージック
毎日（8:15PM～10:30PM）
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパでは、ハワ
イならではの味覚や光景、音楽をゲストの皆様にお楽しみいた
だく“Unwind... A Westin Evening Ritual（アンワインド ～ウェス
ティン 夕刻のセレモニー）”を開催しております。“Unwind（ア
ンワインド）”とは英語で「くつろぐ、緊張をほぐす」を意味
し、その言葉通り､ゲストの皆様に安らかな夕刻のひとときを体
験していただきます。ハワイアンミュージックやフラダンスな
どモアナ サーフライダー独自のプログラムを通して、きっとハ
ワイでの一時を満喫していただけることでしょう。
プール:

毎日 7:00AM～6:00PM（冬季）、7 :00AM～6:30PM（夏季）
プールのデッキチェアは、ホテルゲストの皆様に無料でお使い
いただけます。また、ゲスト専用ビーチにあるチェアとパラソ
ルのレンタル料は、終日$50、半日$35（12:00PM から）です。
ホテルゲスト専用「モアナビーチ」エリア：
毎日 7:00AM～5:30PM（冬季）、7:00AM～6:00PM（夏季）
サーフボード保管倉庫：レンタル料はひとつのボードにつき一
日$6、もしくは月額$100 でご利用いただけます。毎日 7:00AM～
6:00PM の間にプールスタッフへお申し込みください。

最寄のレクリエーション・アクティ
ビティ:

ホテルはワイキキの中心に位置し、ワイキキ水族館、カピオラ
ニ公園、ホノルル動物園は徒歩圏内にございます。

最寄のショッピング・エリア：

コレクションズ・オブ・ワイキキ: 当ホテルロビーエリア
ロイヤル・ハワイアン・センター：徒歩 3 分
T ギャラリア ハワイ by DHS（免税店）：徒歩 7 分
アラモアナセンター：市バスで 15 分
ワード・ウェアハウス：市バスで 20 分

ビジネスセンター:

24 時間ご利用いただけます。
ビジネスセンターはメインロビー、コンシェルジュ・デスク脇
にあり、コンピューター、インターネットアクセス、コピー、
FAX、プリンターなどをご用意しております（有料）。

宴会場と関連施設：

当ホテルでは大小様々な会議及び格調高いウェディングに対応
できるよう、屋内外に各種イベント・宴会スペースをご用意し
ております。

ボードルーム： 72 平方メートル
バンケット形式 40 名 / レセプション形式 65 名 / シアター形式 60
名 / スクール形式 40 名 / コンファレンス形式 30 名
パーラー： 141 平方メートル
バンケット形式 90 名 / レセプション形式 120 名 / シアター形式
130 名 / クラス・ルーム・スタイル 90 名 / コンファレンス形式
40 名
ボールルームⅠ： 202 平方メートル
バンケット形式 100 名 / レセプション形式 120 名 / シアター形式
130 名 / スクール形式 90 名 / コンファレンス形式 50 名
ボールルームⅡ： 202 平方メートル
バンケット形式 100 名 / レセプション形式 120 名 / シアター形式
130 名 / スクール形式 90 名 / コンファレンス形式 50 名
ボールルーム： 403 平方メートル
バンケット形式 260 名 / レセプション形式 300 名 / シアター形式
275 名 / スクール形式 180 名 / コンファレンス形式 80 名
ビーチラウンジ： 380 平方メートル
バンケット形式 150 名 / レセプション形式 200 名 / シアター形式
120 名 / スクール形式 80 名 / コンファレンス形式 50 名
ルーフガーデン： 46 平方メートル
バンケット形式 40 名 / レセプション 50 名 / シアター形式 50 名 /
スクール形式 30 名 / コンファレンス形式 16 名
ダイヤモンド・ローン・テラス： 831 平方メートル
バンケット形式 300 名 / レセプション形式 400 名
エバ・デッキ： 56 平方メートル
バンケット形式 30 名 / レセプション形式 50 名
ダイヤモンド・コートヤード： 108 平方メートル
バンケット形式 50 名 / レセプション形式 75 名
モアナ・ビーチ： 451 平方メートル
バンケット形式 100 名/ レセプション形式 150 名
＊宴会利用には Department of Land and Natural Resources の許可
が必要で、9:00PM～10:00PM の間のみ利用可です。
駐車場:

セルフパーキング：1 日$25 (シェラトン・プリンセス・カイウラ
ニの駐車場をご利用いただけます。)
バレーパーキング：1 日$40
リゾート料金（1 日$30、税別）をお支払いの場合
セルフパーキング：無料
バレーパーキング：$15

受賞リスト:




2015 年、ワイン･スペクテーター誌「アワード･オブ･エクセ
レンス」を受賞（ビーチハウス・アット・ザ・モアナ）
2015 年、トリップアドバイザーによる「サティフィケー





























ト・オブ・エクセレンス」を受賞（モアナ ラニ スパ）
2015 年、ホノルル・マガジン誌「ベスト・スパ」にモアナ
ラニ スパが選ばれました。
2015 年、Booking.com にて宿泊者が選ぶ「アワード・オブ・
エクセレンス」を受賞
2014 年、ホノルル・マガジン誌にて読者が選ぶ「ベスト・
スパ・イン・ホノルル」に選ばれました。
2014 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ワールド・ベス
ト・アワード」（ハワイ・ホテル＆リゾート部門）で 14 位
に選ばれました。
2014 年、オープン・テーブルにて「トップ 100・アウトド
ア・ダイニング」にビーチハウス・アット・ザ・モアナが選
ばれました。
2013 年、コンデナスト・トラベラー誌にて読者が選ぶ「ハ
ワイのトップ 5 ホテル」に選ばれました。
2013 年、ワイン･スペクテーター誌「アワード･オブ･エクセ
レンス」を受賞（ビーチハウス・アット・ザ・モアナ）
2013 年、トリップアドバイザーによる「サティフィケー
ト・オブ・エクセレンス」を受賞
2012 年、トラベロシティによる「エクセレント・アワー
ド」を受賞
2012 年、サクセスフル・ミーティング誌「ピナクル・アワ
ード」を受賞
2012 年、MLT による「クオリティ・アシュアランス・アワ
ード」を受賞
2012 年、ワイン･スペクテーター誌「アワード･オブ･エクセ
レンス」を受賞（ビーチハウス・アット・ザ・モアナ）
2012 年、スパワードにて「アメリカのトップ 100 スパ」に
モアナ ラニ スパが選ばれました。
2012 年、トリップアドバイザーによる「サティフィケー
ト・オブ・エクセレンス」を受賞
2012 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ワールド・ベス
ト・アワード」（ハワイ・リゾート部門）に選ばれました。
2012 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ベスト・アウト
ドア・バー」にザ・ビーチ・バーが選ばれました。
2012 年、Orbitz にて「LGBT ベスト・ステイ・オン・オア
フ」に選ばれました。
2011 年、MLT による「クオリティ・アシュアランス・アワ
ード・オブ・エクセレンス」を受賞
2011 年、ワイン･スペクテーター誌「アワード･オブ･エクセ
レンス」を受賞（ビーチハウス・アット・ザ・モアナ）
2011 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ワールド・ベス
ト・アワード」（ハワイ部門）に選ばれました。
2011 年、U.S. Protection Agency による「エナジー・スター・
アワード」を受賞
2011 年、スパワードにて「アメリカのトップ 100 スパ」に
モアナ ラニ スパが選ばれました。
2010 年、ホノルル・マガジン誌にて読者が選ぶ「ベスト・
バー・イン・ホノルル」に選ばれました。
2010 年、トラベロシティによる「エクセレンス・アワー
ド」受賞
2010 年、コンデナストによる「ハワイのリゾート・トップ
25」に選ばれました。






























2010 年、アップル・バケーションによる「ゴールデン・ア
ップル・アワード最高品質賞」を受賞
2010 年、 サクセスフル・ミーティングス誌にて「ピナクル・
アワード」（ホテル＆リゾート部門） に選ばれました。
2010 年、エクスペディア会員による「セレクト・リスト」
に選ばれました。
2010 年、ワイン･スペクテーター誌「アワード･オブ･エクセ
レンス」受賞（ビーチハウス・アット・ザ・モアナ）
2010 年、Pick THE KNOT による「ベスト･オブ･ウェディン
グ」に選ばれました。
2010 年、ホノルル・マガジン誌にて読者が選ぶ「ベスト・
スパ」に選ばれました。
2010 年、トラベルアワードにて読者が選ぶ「トップ・ハワ
イ・リゾート」に選ばれました。
2010 年、ホノルルマガジン誌「ホノルルのベスト・バー」
に選ばれました。
2010 年、スパ･オブ･アメリカによる「トップ 50 スパ」にモ
アナ ラニ スパが選ばれました。
2010 年、ホノルル・マガジン誌にて読者が選ぶ「ホノルル
のベスト・スパ」にモアナ ラニ スパが選ばれました。
2010 年、ハレアイナ賞にてビーチハウス・アット・ザ・モ
アナが「ベスト･ステーキ」「ベスト・ホテル・レストラ
ン」「ベスト・オアフ・レストラン」のファイナリストにノ
ミネート
2010 年、 オートリビング誌「ハワイのスパ・トップ 5」に
選ばれました。
2009 年、サクセスフル・ミーティングス誌「ピナクル・ア
ワード」受賞
2009 年、「エリート・ミーティング・アワード」受賞
2009 年、コンデナスト・トラベラー誌「トップ 20 ハワイア
ン・リゾート」に選ばれました。
2009 年、Oyster.com にて「ハワイのベスト・ホテル・ス
パ」に選ばれました。
2009 年、トラベル・アンド・レジャー誌「世界のベスト・
ホテル 500」に選ばれました。
2009 年、ハワイ州のデパートメント・オブ・ビジネス、エ
コノミック・ディベロップメント＆ツーリズムによる「グリ
ーンビジネス・プログラム・アワード」受賞
2009 年、ホノルル・マガジン誌「ベスト・アフタヌーンテ
ィー」に選ばれました。
2008 年、サクセスフル・ミーテイング誌「ピナクル・アワ
ード」受賞
2009 年、ホノルル･マガジン誌にて読者が選ぶ「ワイキキの
ベスト･マイタイ」受賞（ザ・ビーチ・バー）
2008 年、レアレア・マガジン誌（HIS 刊行）にて利用客が選
ぶ「ベスト・ファインダイニング・レストラン」受賞
2008 年、スター・アドバタイザー紙「イリマ・アワード～
ベスト・ニューレストラン」受賞（ビーチハウス・アット・
ザ・モアナ）
2008 年、パシフィック・ビジネス・ニュース紙にてレスト
ラン投票でトップ 5 入り（ビーチハウス・アット・ザ・モア
ナ）
2008 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ワールド・ベス








ト・リスト、ハワイのトップ 25 ホテル」にて 17 位に選ばれ
ました。
2008 年、コンデナスト・トラベラー誌にて読者が選ぶ「ハ
ワイのベストリゾート」の 17 位に選ばれました。
2007 年、トラベル・アンド・レジャー誌「ワールド・ベス
ト 100」にて 25 位に選ばれました。
2007 年、ハワイ・マガジン誌にて読者が選ぶ「オアフ島で
一番お気に入りのホテル」に選ばれました。
2007 年、トラベルエージ・ウェスト誌「エディターの選ぶ
ホテル」に選ばれました。
2007 年、コンデナスト・トラベラー誌にて読者が選ぶ「ト
ップ 20 ハワイ・リゾート」に選ばれました。
2007 年、アップル・バケーションによる「クリスタル・アッ
プル・アワード 世界のベスト・ホテル」に選ばれました。

