ニュースリリース
The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort
2259 Kalakaua Avenue
Honolulu, Hawaii 96815
TEL: 808.923.7311 FAX: 808.931.7098
http://jp.royal-hawaiian.com

ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾートで
オンリー・アット・ザ・ロイヤルなニューイヤーズ・イブイベントを開催！

ハワイ州ホノルル市ワイキキ – ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾートで
はオンリー・アット・ザ・ロイヤルにふさわしい、洗練された雰囲気の中 2017 年を迎えるイベ
ントを開催します。今年のニューイヤーのお祝いは、『太平洋のピンクパレス』の呼び名で知
られるロイヤル ハワイアン ホテルが 90 周年を迎える 2017 年 2 月 1 日を 1 ヶ月前に控えた特別
なものとなります。
12 月 31 日（土）のニューイヤーズ・イブにはアズーア レストランで特別限定メニューをお楽
しみ頂いたあと、オーシャン・ローンやモナーク・ルームで引き続き開催される「ピンクパー
ティー」もお楽しみ頂けます。どちらも新しい年を迎える瞬間に、花火が美しく見える会場と
なっています。

アズーア レストランでのディナー
様々な受賞歴があるアズーア レストランではシェフのシェイマス・アルウィンが考案した以下
のニューイヤーズ・イブ限定メニューをご用意。メニューにはヒラマサのソテーとストーリア
キャビア、オイスター・ロックフェラー、カウアイ産エビ（セカンドシーティングのみ）のほ
か、ピア 38 で仕入れた魚のズワイガニ包み、ココナッツとコナ産ロブスターテール、またはハ
ワイランチャーズのビーフフィレの 3 つのメインディッシュから 1 つをお選びいただけます。
最後にはエグゼクティブ・ペイストリーシェフのキャロライン・ポルトゥオンドが手がけるデ
ザートが登場します。
午後 5 時 30 分からのファーストシーティングはお一人様$250、午後 8 時 45 分からのセカンド
シーティングはお一人様$275 となります。こちらの料金にはピンクパーティーへの入場料も含
まれます。
ピンクパーティー
ニューイヤーズ・イブのピンクパーティーは午後 8 時から始まり、シェフのコリン・ハザマが
率いるチームが考案したフードステーションが用意され、ピア 38 のポケ、冷製シーフード、キ
ャビア、蒸したカニ、プライムリブ、ラムラックなどをお楽しみいただけます。
各会場の料金は以下の通りです：
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【モナーク・ルームとオーシャン・ローンの一般席】
料金：お一人様 $240、お子様（5～12 歳）$120、5 歳未満無料
【マイタイ バーの予約席】
一般席：お一人様 $225、お子様（5～12 歳）$120、5 歳未満
無料
バーカウンター席：お一人様 $200
【VIP パッケージ】
VIP シャンパン・ビーチフロント・ラナイ席：お一人様 $340
※海側の VIP セクションのお席 （お席は相席となります）、
ウェルカム・シャンパンドリンク付き。
【VIP カバナ席】
料金：カバナあたり$3,200
※1 つのカバナに、最大 10 名様までご利用いただけます。ウェルカム・シャンパンドリンク付
き、ご予約の確約には、クレジットカード情報提示が必要となります。
【VIP ビーチフロント・カバナ席＆シガー・ラウンジ】
料金：カバナあたり$3,800
※1 つのカバナに、最大 10 名様までご利用いただけます。2 つのカバナのご利用で最大 20 名様
までご利用いただけます。ウェルカム・シャンパンドリンク付き、ご予約の確約には、クレジ
ットカード情報提示が必要となります。
【VIP セミプライベート・カバナ席】
料金：カバナあたり$5,000
※$5,000 の料金は 20 名様までのご利用料金となります。21 名様以上のご利用の場合には 1 名
様追加ごとに$320 の追加料金がかかります。最大 30 名様までご利用いただけます。
ウェルカム・シャンパンドリンク付き。セミプライベート・スペースでのご利用となります。
会場には DJ による音楽などのエンターテイメントやバーが各所に配置される予定です。また、
21 歳以上のお客様はお一人様あたり$100 の追加料金でお隣のシェラトン・ワイキキにて同日開
催される「インターステラー」パーティーにもご入場いただけます。
ロイヤル ハワイアン ホテルでのニューイヤーズ・イブイベントの詳細、ご予約については
http://jp.royal-hawaiian.com/dining/holiday.htm をご覧ください。
ロイヤル ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾートは 1927 年に開業、 別名「太平洋のピンク パレス」としても知られ、
贅沢でロマンチックなバケーションの滞在地として世界中にその名が知れ渡っています。モダンとクラシックが共存する当リゾー
トではユニークでラグジュアリーな体験をお客様へ提供するため、常に新しいリゾートアメニティー、唯一無二の宿泊施設やサー
ビスをご用意しております。ファーストクラスのお部屋からワールドクラスのダイニングまで、計 528 室の客室を擁する当リゾー
トは皆様を満足させることに全力を尽くしております。様々な賞を獲得したアズーア レストラン、マイタイ バー、ワイキキで唯一
オーシャンフロントのロイヤル ハワイアン ルアウ アハ アイナ、そして、当リゾートのシグネチャーカラーでもあるピンク色のパ
ラソルが並ぶプライベートビーチ。2015 年 4 月には、新装された「マイラニ・タワー」がお披露目され、ハワイアン・ホスピタリ
ティと贅沢なくつろぎの空間が新しい世代のリゾート客の心を掴んでいます。
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ラグジュアリーコレクションホテル＆リゾートは、他にはない貴重な思い出 となる、印象的なご滞在をお届けするホテル及びリゾ
ートの集まりです。世界中のお客様のために、ラグジュアリーコレクションは刺激的かつ理想的な滞在先を提供いたします。各ホ
テル及びリゾートは地域の特色と伝統が生きづく、その土地の魅力 と歴史への入り口です。美しい内装と見事な外観、洗練された
サービス、最新の設備を備え、 他では味わえない充実したご滞在をお約束します。ラグジュアリーコレクションは、欧州一 有名か
つ象徴的なホテルのコレクションとして CIGA ブランドのもと、1906 年に誕生しまし た。現在、世界 30 ヶ国を超える活気あふれ
る都市と魅力的な滞在先に、90 軒を超える豪華 な一流ホテルとリゾートを所有しております。各ホテル独自の伝統や独特の個性を
大切にする一方で、比類なきサービスや気品と格式で常にお客様の期待を上回るラグジュアリー コレクションでは、受賞歴のある
ホテルが数多くございます。その多くが数世紀もの歴史を誇るもので、いずれも世界の一流ホテルとして国際的に高く評価されて
います。詳細は、 www.luxurycollection.com をご覧ください。
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。
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。
（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
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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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