The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort
2259 Kalakaua Avenue
Honolulu, HI 96815-2579
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
(2016 年 1 月現在)
ホテル名称:

概要

The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort
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

ロケーション:

ワイキキビーチ前、14 エーカー（約 1 万 7 千坪）の敷地

所在地:

The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort
2259 Kalakaua Avenue
Honolulu, Hawaii 96815

電話番号:

808-923-7311（ホテル代表)
808-931-7144（セールス)
808-922-8200/8210（スパ)
808-931-4620（ホテル予約)
808-921-4600（ダイニング・リザベーション)
808-931-7430（宴会）
0120-92-5651（日本でのお問い合わせ）

ウェブサイト:

http://jp.royal-hawaiian.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:

1927 年 2 月 1 日

建築家:

ウォーレン＆ウェットモア

造園家:

R.T. スティーブン

歴史：

1927 年のロイヤル ハワイアンのオープニングは、ハワイへの豪華な旅
のブームの幕開けとなりました。ホテルの建築には 400 万ドルが費やさ
れ、400 室の客室を持つ 6 階建ての建物は、映画スター、ルドルフ・ヴ
ァレンティノの影響を受けて当時流行のスパニッシュムーア風に仕上げ
られました。ホテルはオアフ島征伐後､カメハメハ大王 1 世が遊戯場と
して使用したと伝えられる、ハワイ王室にとってゆかりのある敷地に建
てられました。カアフマヌ王妃のサマー･パレスも現在のココナッツ・
グローブに建てられていました。第二次世界大戦中、ロイヤル ハワイア
ンは太平洋戦争で戦う兵士たちの保養及びリクリエーションの場として
海軍に開放されました。ロイヤル ハワイアンが再びホテルとして一般の
ゲストに再オープンしたのは、1947 年 2 月のことでした。
ハワイでも他に類を見ない個性的なリゾート、ロイヤル ハワイアン ラ
グジュアリー コレクション リゾートは今日、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。別名
「太平洋のピンク パレス」としても知られる当リゾートは 2009 年 1 月
に大改装を遂げ、世界のエリート･ホテルとしてその扉を開きました。
従来の豪華でロマンチックな装いとピンクの色合い、そして旧き良き時
代を思わせるクラシックでエレガントな要素を一切失わず、且つ 21 世
紀に相応しい新しいデザインが取り入れられ、、ハワイらしい魅力をま
とった上品な雰囲気をつくっています。
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。
新しく生まれ変わったロイヤル ハワイアンでは、ハワイの島々に伝わる
歴史とカルチャーに焦点を当てた新しいゲスト・プログラム、本物の豊
かなリゾート体験、最高級のサービス、並ぶもののない施設とロケーシ
ョンをお届けしています。
ホテルスタッフ:

総支配人：
セールス＆マーケティング部長：
総料理長：
経理部長：
人事部長：

シェリル・ウィリアムズ
スコット川崎
コリン・ハザマ
デクスター・ソノムラ
グロリア・チュン

客室：

伝統的な佇まいの当リゾートでは全 528 室のうち 33 室がスイートとなっ
ており、その中の 18 室のスイートでオーシャンフロントの眺望をお楽
しみいただけます。
新しくデザインされたエレガントな客室のインテリアには、ビンテー
ジ･コアウッドの椅子等、ハワイならではの調度品を使用し、歴史的な
写真やアートをあしらいました。またバスルームとシャワーは、ダーク
カラーでまとめられエキゾチック且つ近代的な造りとなっております。
全客室には、冷房システム、リモコン付きカラーテレビ、映画チャンネ
ル、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・
コナコーヒー、室内セーフティーボックス、アイロン及びアイロン台、
ヘアードライヤー、電子自動ロック･システム、高速インターネット・
アクセスが備わっております。プレミアム高速インターネットは 1 日
$14（税別）で追加可能です。ADA アクセス（車椅子での出入り、その
他障害者用の設備）の客室もご用意しております。
また、各お部屋のアメニティとしてマリエオーガニクスによるコケエの
香りのシャンプー、コンディショナー、ローション、シャワージェル、
フレッシュ＆ミンティーマウスウォッシュ、マリエ・フェイシャルソー
プ、マリエ・バスソープ、裁縫セット、シャワーキャップ、バニティ
ー・キット、デンタル・キット、へちまのバススポンジ、靴磨き、バス
ソルトが備わっております（内容はお部屋により異なります）。

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。

リゾートアメニティ：

すべての客室に以下のサービスが含まれます。
 ボトルウォーター（1 日 2 本）
 高速インターネットアクセス（Wifi）
 ウクレレ・レッスン、レイ作り、フラ・レッスン、歴史探訪ツアーな

どのカルチャーアクティビティ
 お食事になる大人 1 名様に付き、同伴の 5 歳以下のお子様 1 名のお食
事が無料（対象のホテル内レストランのお子様用メニューより選択）
 フィットネスセンターのご利用
 プロのカメラマン撮影による 4 インチ×8 インチ写真の贈呈
 ロビーのコーヒー／紅茶ステーション
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： $155

ゲストサービス：

チェックイン／チェックアウトサービス
ご到着時の新鮮なフラワー・レイ（女性ゲスト）又はククイナッツ・レ
イ（男性ゲスト）でのお出迎えと、お部屋へのバナナ・ナッツ･ブレッ
ドのサービス。チェックアウト時の便利なビデオ･チェックアウト･シス
テムのご利用、ご希望によりエアポート・リムジンの手配（有料）。チ
ェックイン前、チェックイン後にご利用いただけるホスピタリティー・
ルーム。
レイト・チェックアウト料金：
2:00PM まで $75、4:00 PM まで $125、 6:00 PM まで 1 泊分の半額、
6:00PM 以降 1 泊分の料金
ルームサービス
お部屋まで新聞のお届け（リクエストによる）、ボイスメール（留守番
電話サービス）システム、メイドによる毎日のお部屋の清掃及びアメニ
ティーの補充。客室内からの外線通話は、別途料金オプションをお選び
いただけます。
プールサービス
ラウンジチェアーまでのエスコート・サービス、カバナプログラム、毎
日の冷たいおしぼりとフルーツのサービス、プールサイドでの軽食及び
お飲み物のサービス。フル･ビーチサービスやロイヤル ビーチ クラブで
の日焼けに関する知識のプログラム等。
その他のサービス
 ツアー＆アクティビティ・デスク
 ハワイアン・エンターテインメント（毎日）
 コンシェルジュ・サービス
 レストラン予約デスク
 多言語対応スタッフ
 フローリスト
 ランドリー＆ドライクリーニング
 両替サービス
 「Stay At One, Dine At All（ステイ・アット・ワン、ダイン・アット、
オール）」プログラムにより、ワイキキ内の姉妹ホテル（シェラトン・
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、シェラ
トン・プリンセス・カイウラニ）のレストランのご利用の際に、請求を
お部屋付けにすることが可能（プールサービスを除く）
 ホテル・ロビー及びビーチ周辺では無線インターネット・サービス
（WiFi）をご利用いただけます。
 医療設備「ドクターズ･オン･コール」が隣接する姉妹ホテル、シェ
ラトン・ワイキキ内にございます。診療時間：毎日 7:00AM～
11:00PM

ロイヤル ビーチ クラブ
美しいワイキキビーチを臨むロイヤル ビーチ クラブでは、お飲み物や
軽食をご注文いただけるサービスのほか、プライベート・カバナもご用
意。贅沢で静かなひと時をお過ごしいただけます。
ビーチチェア＆パラソルのご予約
ホテル前のビーチエリアのビーチチェアとパラソルのご利用は、当ホテ
ルのご宿泊予約をお持ちのお客様にのみ、ご到着前に事前にご予約いた
だけます。
ロイヤル ハワイアン ビーチセット（ホテル前ビーチエリア用ビーチチ
ェア 2 脚とパラソル、ビーチボーイによるサービス、スプリッツ＆サン
ケアサービス）： $40（税別）
ダイニング：

サーフ ラナイ
朝食： 6:30AM～11:00AM
ランチ： 11:30AM～2:00PM
落ち着いたプールサイドにたたずむサーフ ラナイは、きらめく太平洋と
穏やかな水面が光るフレッシュウォーター･プールの間に位置する心地
よいオープンエアのレストラン。こちらでは朝食とランチをお楽しみい
ただけます。サーフ ラナイがご提供するメニューは、ハワイの新鮮食材
を世界各国の様々な調理法を駆使して調理するコンテンポラリー・ハワ
イアン・キュイジーヌ。楽園での素晴らしい一日を、明るい日差しとさ
わやかな潮風に包まれたサーフ ラナイからスタートしてみてはいかがで
しょうか。
アズーア レストラン
ディナー： 5:30PM～9:00PM
アズーア レストランは、ディナーのみオープンしているオーシャンフロ
ントのレストランです。シックな中にも優雅さが漂い、揺れるキャンド
ルライトがロマンチックな雰囲気を醸し出す空間で究極に贅沢な美食を
ご体験ください。アズーアのシェフが毎朝早朝、アヒ（鮪）、オナガな
ど地元で獲れた魚をハワイの魚市場で吟味し調達しており、常に最高の
状態でゲストの皆様にご提供しております。高熱で香草と共にロースト
する伝統的調理法、またはトロピカル･フレーバーを駆使した斬新なハ
ワイ風調理法からお選びいただく当レストラン自慢の魚料理を是非ご堪
能ください。
マイタイ バー
営業時間：10:00AM～深夜 12:00AM
エンターテイメント： 火曜日～日曜日 6:00PM～10:00PM
ダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを見渡す豪華なパノラマビューを
眺めながら、世界的にも有名なマイタイ バーでトロピカル･ドリンクを
お楽しみください。当ビーチフロント・バーで 毎晩披露される素晴らし
い地元ミュージシャンの演奏は、ハワイを訪れる観光客のみならず、ロ
ーカルの人達の間でも大人気です。

ロイヤル ハワイアン ルアウ ～アハ アイナ～
毎週月曜日、 5:30PM～8:00PM
ダイヤモンドヘッドとワイキキビーチを背景とした美しいオーシャン ロ
ーンにて、食事、メレ（歌）、フラダンス、物語などを通してハワイの
壮大な歴史と文化を体験することができるルアウショーを開催しており

ます。
ルームサービス（24 時間）
朝食: 6:00AM～11:00AM
オールデーダイニング: 11:00AM～10:00PM
夜食: 10:00PM～6:00AM
シェフ、コリン・ハザマによる新鮮で美味しいお食事を 24 時間お部屋
までお届けいたします。
スパ：

アバサ スパ
営業時間： 9:00AM～9:00PM
アバサ スパはハワイが持つ自然の癒しの環境を使い、皆様に究極の美を
お届けいたします。ロイヤル ハワイアン本館のココナッツ グローブ隣
に位置する 650 平方メートルのスパは、ワイキキで唯一トロピカルガー
デンのカバナでのトリートメントを優雅にお楽しみいただけます。
アバサ スパでは、心身と精神をリラックスさせるハワイが持つ自然の癒
しの環境を使い、伝統的なハワイアン式、日本式、スウェディッシュ式
等のアロマセラピーや指圧、ボディラップなどを用いて、お客様のお肌
や体調に合わせた最良のトリートメントをご提供しております。他にも
ヘアケア、カラーリング、ハイライト、メイクアップ、ワックス、マニ
キュア＆ペディキュアなどのサロンメニューもご利用いただけます。
スパメニューには、ボディーコクーン、アンチエイジング・トリートメ
ント、フェイシャル・トリートメント、ボディマッサージ、ボディスク
ラブ、ボディトリートメントなどがございます。

フィットネスセンター：

ホテルの地下階に位置するフィットネスセンターは、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：

ロイヤル ハワイアンでは、ご宿泊のゲストの皆様がお楽しみいただける
多彩なカルチャー・レッスンやアクティビティをご用意しております。
フラやウクレレレッスン、フラセラピー、ヤシの実のデモンストレーシ
ョン、ラウハラ・バスケット作り、ハワイアンキルト、レイ作りやヨガ
など、ハワイの文化をぜひご体験ください。
ロイヤル ハワイアン リゾートツアー（英語）
火、木曜日： 1:00PM～2:00PM
ワイキキ・ビーチボーイズによるサーフィン基本レッスン
毎日 10:00AM～10:15AM
ハワイアンキルト･レッスン
月曜日： 10:30AM～11:30AM
貝＆ククイナッツのブレスレット作り
金曜日： 10:30AM～11:30AM
ロイヤルガーデンツアー
水曜日： 1:00PM～2:00PM

ラウハラブレスレット作り
木曜日： 10:30AM～11:30AM

ヨガクラス
月、木曜日：8:00AM～9:00AM
フラワーレイ作り
金曜日：10:30AM～11:30AM
サーフィン、アウトリガーカヌー、シュノーケル、スキューバー･ダイ
ビング、カタマランセーリングのチャーター等アクティビティは、当ホ
テルのコンシェルジュを通してご予約いただけます。またビーチボーイ
ズ･プログラムでは、カヌーライディング、サーフィン･レッスンなどを
ホテル前のゲスト専用ビーチにて開催しております。
サーフィン レッスン＆ボードレンタル
 プライベート個人サーフィンレッスン： 1 名様につき $100
 グループでのプライベート・サーフィンレッスン：
1 名様につき $75（最大 4 名様まで）
 グループ・サーフィンレッスン：
1 名様につき $60（最大 4 名様まで）
サーフボード・レンタル： 1 時間 $20、1 日 $70
ボディボード・レンタル： 1 時間 $6
パドルボード・レッスン＆レンタル
 プライベート個人パドルボード・レッスン： 1 名様につき $100
 グループでのプライベート・パドルボード・レッスン：1 名様につき
$75（最大 4 名様まで）
 グループ・パドルボード・レッスン：1 名様につき $60（最大 4 名様
まで）
 パドルボード・レンタル： 1 時間 $30
ハワイでもトップクラスのパドルボード・サーフィンのインストラクタ
ーによるレッスンです。地元でも大人気のパドルボード・サーフィンの
基礎レッスンはワイキキビーチのサーフポイントの合間、穏やかなエリ
アで行われます。上級者向けレッスンでは世界的に有名なワイキキビー
チのサーフスポットで波乗りをお楽しみいただけます。
アウトリガー・カヌー
 30 分セッション： $112.50（1 カヌー）
 60 分セッション： $225（1 カヌー）
カヌーの漕ぎ方、カヌーの歴史文化などの話を聞きながら、カヌーライ
ディングをお楽しみいただけます。
ビーチボーイ・バレー・サービス
 6 時間セッション（8:00AM～5:00PM の間）：1 名様につき $325
ビーチボーイ・バレー・サービスでは、8:00AM～5:00PM の間最大 6 時
間まで、ハワイのビーチをマスターした海のコンシェルジュ、ビーチボ
ーイがご希望に合わせてサーフィンやカヌー、セーリングの個人レッス
ンを行うほか、ビーチ周辺の散歩や会話をしながら楽しく過ごすなど、
ビーチで最大限に楽しい一日を過ごすためのお手伝いをいたします。一
日を通してアクティビティの様子の写真撮影もビーチボーイにより行わ
れます。

カタマラン ・セーリング
 1 時間貸切：$800（最大収容人数 22 名様）
 プライベート・サンセット・セーリング 1 時間半： $1,000
（最大収容人数 22 名様）
カタマラン・ヨット、ケポイカイ号（最大収容人数 22 名様）に乗って
ワイキキの海でセーリングをお楽しみいただけます。船上では、季節に
合わせたアルコール及びノン・アルコールのお飲み物をご提供します。
上記のすべてのアクティビティには、無料の写真撮影が含まれます。ま
た、リクエストに応じビデオ撮影も可能です（有料）。
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、イルカと楽しく触れ合え
るプログラムです。シー・ライフ・パークとの提携による、幅広い年齢
層の方々にお楽しみいただける当プログラムでは、イルカにエサをあげ
たり指示を出したりしながらイルカと触れ合い、イルカの生活習慣や生
態を学びます。
プール:

マルラニ・プール
営業時間： 夏季（5 月～8 月）7:00AM～7:00PM
冬季（9 月～4 月）7:00AM～6:00PM
美しいワイキキビーチと青く光る太平洋を望むマルラニ・プール。プー
ルサイドの贅沢なラウンジ・チェアは、静かなひとときを過ごすには最
適です。
マルラニ・プール・プールサイド・カバナご利用料金
 1 日： $175（7:00AM～6:00PM）
 半日： $100
（7:00 a.m.～12:00 p.m.、または 1:00 p.m.～6:00 p.m.）
以下のサービスと特典が含まれます：
 ミネラル ウォーター 3 本
 フルーツの盛り合わせ
 ビーチタオルの補充
 ワイヤレス・インターネットのご利用
ヘルモア プレイグラウンド
8:00AM～8:00PM
ジャクジー： 8:00AM～10:00PM
ヘルモア プレイグラウンドには、2 つのプール、高さ 4.5 メートル・全
長約 21 メートルのウォーター・スライダー、ワイキキビーチを一望で
きる 2 つの大型ジャクジー、お子様用の水遊び場がございます。またプ
レイグラウンドでは、タオルのレンタル及び日焼け用品、浮き輪等のプ
ール及びビーチ用品のご購入及びレンタルもございます。ヘルモア・プ
レイグラウンドは、ロイヤル ハワイアンと隣接する姉妹ホテルのシェラ
トン・ワイキキの間にございます。

最寄のレクリエーション・
アクティビティ:

カピオラニ公園、ワイキキ水族館、ホノルル動物園は当ホテルより徒歩
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 2 分
DFS ギャラリア・ハワイ（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・ウエアハウス： 市バスで 20 分

ビジネスセンター：

営業時間： 毎日 24 時間、ルームキーにてアクセス可能
場所：ヒストリック・ビルディング（本館）2 階、エレベーターを出て
右側 1 部屋目のドアからお入りいただけます。
フロントデスクに隣接するビジネスセンターでは、コンピューター、プ
リンター、高速インターネットおよび WiFi、コピー機、FAX 機等をご
利用いただけます。携帯電話の充電器、高速インターネット用のケーブ
ルおよびコードもご利用いただけます。

宴会場と関連施設：

ロイヤル ハワイアンでは、少人数でのお集まりからビジネスや団体でお
越しのお客様にもご利用いただける会議室や屋内外の宴会場を取り揃え
ています。当ホテルの熟練スタッフが、イベント成功のお手伝いをさせ
ていただきます。約 1115 平方メートルの屋内宴会場があり、それぞれ
のスペースでは近代的な施設設備とサービスを提供しております。また
約 6100 平方メートルの屋外の多目的スペースには、ワイキキビーチを
眺める壮観な芝生エリアのオーシャン ローン、かつてハワイ王族の遊び
場所でもあった椰子の木が茂るココナッツ グローブがあります。
モナークルーム： 725 平方メートル
バンケット形式 350 名 / レセプション形式 400 名 / シアター形式 500 名 /
スクール形式 300 名 / コンファレンス形式 110 名
モナークテラス： 929 平方メートル
バンケット形式 70 名 / レセプション形式 200 名
ボードルーム（スイートルーム 300 号室）：53 平方メートル
コンファレンス形式 10 名
リージェンシー ボールルーム： 375 平方メートル
バンケット形式 220 名 / レセプション形式 400 名 / シアター形式 400 名 /
スクール形式 200 名 / コンファレンス形式 110 名
リージェンシーⅠ： 各 133 平方メートル
バンケット形式 70 名 / レセプション形式 100 名 / シアター形式 100 名 /
スクール形式 50 名 / コンファレンス形式 36 名
リージェンシー II： 109 平方メートル
バンケット形式 70 名 / レセプション形式 100 名 / シアター形式 80 名 / ス
クール形式 40 名 / コンファレンス形式 36 名
リージェンシー III： 133 平方メートル
バンケット形式 70 名 / レセプション形式 100 名 / シアター形式 100 名 /
スクール形式 50 名 / コンファレンス形式 36 名
オーシャン ローン： 920 平方メートル
バンケット形式 600 名 / レセプション形式 2000 名
ココナッツ グローブ： 5203 平方メートル
バンケット形式 2000 名 / レセプション形式 2000 名

ガーデン・アット・ヘルモア： 557 平方メートル
バンケット形式 300 名 / レセプション形式 500 名
駐車場:

受賞リスト:

セルフパーキング： 1 日 $25
（シェラトン・ワイキキの駐車場をご利用いただけます）
バレーパーキング： 1 日 $33
 2015 年： スマート・ミーティング
プラチナ・チョイス・アワード受賞
 2015 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶハワイのホテル、トップ 5 おいて 5 位に選ばれました。
 2015 年： トラベル＋レジャー誌
ハワイ部門で 15 位に選ばれました。
 2015 年： トリップ・アドバイザー
サティフィケート・オブ・エクセレンスで殿堂入り
 2015 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル、トップ 500 に選ばれました。
 2015 年： ウェディング・スポット
ベスト・ハワイアン・ウェディング会場に選ばれました。
 2015 年： コンデナスト・トラベラー誌
世界のベストホテル・ゴールドリスト賞を受賞
 2014 年： ヒストリック・ホテルズ・オブ・アメリカ
ベスト・ヒストリック・リゾートに選ばれました。
 2014 年： サクセスフル・ミーティングス誌
ピナクル・アワード、アウトスタンディング・ミーティング・ファシ
リティーに選ばれました。
 2014 年： トリップ・アドバイザー
サティフィケート・オブ・エクセレンスを受賞
 2014 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル、ハワイのホテルとリゾート部門で 8 位に選ばれ
ました。
 2014 年： US News
ハワイのベストホテル、12 位に選ばれました
 2014 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル 500 に選ばれました。
 2013 年： スマート・ミーティング
プラチナ・チョイス・アワード受賞
 2013 年： Fodors
トップ 10 ハワイアン・リゾート、ベスト・ヒストリーに選ばれまし
た。
 2013 年： アップルバケーション
グリーン・アップル・アワード、最高品質賞に選ばれました。

 2013 年： SAVEUR
カリナリー・トラベル・アワード、ホテル・バー部門にマイタイ バ
ーが選ばれました。
 2013 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶハワイのホテル、トップ 5 にランクイン
 2013 年： トラベル＋レジャー誌
ハワイのトップホテルに選ばれました。
 2013 年：SPG 会員様お気に入りリゾート
ベスト・ビーチリゾートの一つにランクイン
 2013 年：SPG 会員様お気に入りリゾート
ベスト・ロマンティック・リトリートの一つにランクイン
 2013 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶハワイのリゾート・スパ、トップ 20 にランクイン
 2013 年： US News
ホノルルのベストホテル、トップ 4 にランクイン
 2013 年： US News
ベスト・ラグジュアリー コレクション ホテル、トップ 3 にランクイ
ン
 2013 年： US News
ベスト・スターウッドホテル、トップ 10 にランクイン
 2013 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル 500 に選ばれました。
 2013 年： コンデナスト・トラベラー誌
世界のベストホテル・ゴールドリスト賞を受賞
 2012 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶハワイのトップ 5 に選ばれました。
 2010 年： サクセスフル・ミーティングス誌
ピナクル・アワードを受賞
 2012 年： MLT クオリティ・アシュアランス・アワードを受賞
 2012 年： アップルバケーション
ベストスタッフ＆サービス・イン・ハワイでクリスタルアワードを
受賞
 2012 年： トラベル＋レジャー誌
ハワイリゾート部門のワールドベスト賞に選ばれました。
 2012 年： パシフィック・ビジネス・ニュース紙
総支配人のケリー・へインが、「ビジネスウーマン・オブ・ザ・
イヤー（営利企業部門）」に選ばれました。


2012 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
ベスト・デートナイト・レストラン部門にて銅賞受賞

 2012 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
ベスト・シーフード部門のファイナリスト
 2012 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
ベスト・オアフ・レストランのトップ 5 に選ばれました。
 2011 年： トラベロシティ・エクセレンス・アワード受賞
 2011 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル 500 に選ばれました。
 2011 年： コンデナスト・トラベラー誌
トップホテル 200 に選ばれました（119 位）。
 2011 年： ヒストリック・ホテルズ・オブ・アメリカ
Historic Hotels of America Inauguration Plaque を 3 月に受賞


2011 年： トリップ・アドバイザー
サティフィケート・オブ・エクセレンスを受賞



2011 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
ベスト・オアフ・レストラン部門にて銅賞受賞

 2010 年： MotivAction
MotivAction アウトスタンディング・パートナー賞を 2011 年 3 月に受
賞
 2010 年： スパ・オブ・アメリカ
アメリカのトップ 50 スパに 2011 年 1 月に選ばれました。
 2010 年： トラベロシティ・エクセレンス・アワード受賞
 2010 年： トリップ・アドバイザー
サティフィケート・オブ・エクセレンスを 10 月に受賞
 2010 年： スパ・オブ・アメリカ
アバサ スパがトップ 5 スパにランクイン
 2010 年： オートリビング誌
ポテトでできた鱗をのせたハワイ産モイとコナ産アワビが、「ハワイ
のベスト・フィッシュ・ディッシュ」のトップ 5 に選ばれました。
 2010 年： サクセスフル・ミーティングス誌
ピナクル・アワード・ホテル＆リゾート・ウィナーを受賞
 2010 年： トラベラーズ・チョイス
アメリカのリラクゼーション／スパ・ホテルのトップ 10 にランクイン
 2010 年： トラベラーズ・チョイス
アメリカのロマンティックホテルのトップ 10 にランクイン
 2010 年： エクスペディア
インサイターズ・セレクトリストに選ばれました。
 2010 年： WAVE（Western Agents’ Votes of Excellence）賞
編集者が選ぶ「ハワイのベスト・ニュー・リゾートまたはメジャー・

リノベーション」賞を受賞
 2010 年： ワールド・ベスト・アワード
ハワイのトップリゾートに選ばれました。
 2010 年： 北米、ハワイ、中米、カリブ海のトップスパ 240 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･エクセレンスを受賞
 2010 年： ラグジュアリー･トラベル誌（オーストラリア）
海外のベストホテル部門ゴールドリスト入り
 2010 年： トリップ･アドバイザー
アメリカ国内のロマンチックなホテルのトップ 10 にランクイン
 2010 年： トリップ･アドバイザー
アメリカ国内のリラクゼーション／スパ・ホテル、トップ 10 の 3 位
に選ばれました。国際インテリアデザイン協会（IIDA – International
Interior Design Association）
 2010 年：Honor Award – Best in Show: Philpotts & Associates を受賞
 2010 年： トラベル・エイジ・ウエスト
「ハワイのベスト・ニュー・リゾートまたはメジャー・リノベーショ
ン」に選ばれました。
 2010 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
アズーア レストランがベスト・ニュー・レストラン部門にて金賞受賞
 2010 年： ホノルル・マガジン誌「ハレアイナ賞」
アズーア レストランがベスト・シーフード・レストラン部門のファ
イナリストに選ばれました。


2009 年： トラベル＋レジャー誌
ファミリーのためのアメリカ国内のベストホテルに選ばれました。

 2009 年： トラベルウィークリー
ホテル＆リゾート HM5 の広告／マーケティング・キャンペーン部門
にて「ゴールド・マゼラン・アワード」を受賞
 2009 年： サンテ・マガジン誌
アズーア レストランが「レストラン賞伝統部門」を受賞
 2009 年： NAIOP ハワイ
クルル・ハレ・アワードを受賞
 2009 年： ヒストリックハワイ
プリザベーション・アワードを受賞
 2009 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル、トップ 500 に選ばれました。



2009 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル、サービス部門に選ばれました。



2009 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶアメリカ国内のトップホテルに選ばれました。

 2009 年： コンデナスト・トラベラー誌
世界の新しいホテルトップ 140 - ホットリストに選ばれました。
 2008 年： ミーティング＆コンベンション誌
会議場のプロフェッショナリズムと品質に関する総評において、読者
投票で金賞に選ばれました。
 2008 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル、ハワイのトップホテル 25 に選ばれました。
 2008 年： セレブレイテッド・リビング誌
読者の選ぶプラチナリストに選ばれました。
 2008 年： トラベル＋レジャー誌
世界のトップホテル 500 に選ばれました。
 2007 年： ハワイ・マガジン誌
読者投票による「オアフでお気に入りのステイ先」に選ばれました。
 2007 年： コンデナスト・トラベラー誌
読者が選ぶオーストラリアとパシフィック・アイランドのホテル、ト
ップ 20 に選ばれました。
 2007 年： トラベル＋レジャー誌
ファミリー・トップ 10・ハワイリゾートに選ばれました。
 2007 年： トラベル＋レジャー誌
世界のベストホテル 500 に選ばれました。
 2007 年： トラベルエイジ・ウェスト誌
アメリカ西部のベスト・ヒストリカル・ホテルとしてウェーブ・アワ
ードを受賞
 2007 年： エリート・トラベラー誌
トップ・ノースアメリカ・スイートに選ばれました。
 2006 年： サンセット・マガジン誌
マイタイ バーがベスト・ホテル・バー・イン・ザ・ウェストに選ば
れました。
 2006 年： オービッツ＆チープチケッツ
ベスト・スタッフ・ホテルのカスタマー・チョイス・アワード を受
賞
当ホテルで撮影された映画：

「黒い駱駝」(“The Black Camel” – 1931 年)
「ホノルル航空隊」(“Wings Over Honolulu” – 1938 年)
“Million Dollar Weekend” (1948 年)
「ハワイの陰謀」(“Big Jim McLain” – 1952 年)

「ヤング・ハワイ」(“Gidget Goes Hawaiian” – 1961 年)
「ハワイファイブオー」(“Hawaii Five-O” – 1968～1980 年の連続テレビ
ドラマ)
「39 歳からの女性がモテる理由（ワケ） 」(“Flirting with Forty” – 2008
年)

