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Client Logo Description Link (incl Japan assets) 
Four Seasons Resort 
Lanai 

 

 

フォーシーズンズ リゾート ラナイ 

AAAファイブダイヤモンド、フォーブスファイブスターと 2大トラベルガイドから

も認められる「フォーシーズンズ リゾート ラナイ」は、太平洋の海岸線に沿っ

て連なる低層建築に 213 のゲストルームがプライベートな居住空間を演出いたし

ます。 

「 ノブ ラナイ」を含む複数のレストラン、チャンピオンシップゴルフコースや

テニスコート、キッズクラブ、ビーチ、プール、スパやウェルネスクラス、カル

チャープログラム、天文観測台、ラグジュアリーブティックなど敷地内に多彩な

お楽しみをご用意しています。 

 

ご予約およびお問い合わせは、ウェブサイト (FourSeasons.com/jp/Lanai)、また

はお電話+1-808-565-2000 にて承ります。日本語公式 Facebook 

(@FourSeasonsResortsLanaiJP)、Twitter／Instagram（@fslanai）からも最新情

報をご覧ください。 

 

https://spaces.hightail.com/space/iaEPdWZelV 

Sensei Lanai, a Four 
Seasons Resort 

 

 

「センセイ ラナイ、ア フォーシーズンズ リゾート」は、パーソナルウェルネス

にフォーカスした大人のためのリゾートで、健康に長生きするための日々の習慣

を身につけるお手伝いをいたします。 

「センセイ バイ ノブ」でのお食事、様々な種類のフィットネスやウェルネスの

無料クラス、スパ専用棟を占有する贅沢で癒しに満ちたひととき、センセイガイ

ドや各分野の学位を持つプラクティショナーとのセッションなどを通して、各々

の目的を深く追求することができます。 

 

ご予約およびお問い合わせは、ウェブサイト (FourSeasons.com/jp/Lanai)、また

はお電話+1-808-565-2000 にて承ります。日本語公式 Facebook 

(@FourSeasonsResortsLanaiJP)、Twitter／Instagram（@fslanai）からも最新情

報をご覧ください。 

https://spaces.hightail.com/space/QpgGJWLDmG 

http://fourseasons.com/jp/lanai
http://fourseasons.com/jp/lanai
https://www.fourseasons.com/jp/lanai/
http://www.facebook.com/FourSeasonsResortsLanaiJP
https://www.instagram.com/fslanai/?hl=en
http://fourseasons.com/jp/sensei
https://www.fourseasons.com/jp/lanai/
http://www.facebook.com/FourSeasonsResortsLanaiJP
https://www.instagram.com/fslanai/?hl=en


Ala Moana Center  

 

アラモアナセンタについて 

1959 年に開業したアラモアナセンターは、160 近くのダイニングを含むおよそ 

350 の店舗が集まり、ショッピング、エンターテイメント、ダイニングが楽しめ

る世界最大級のアウトドア・ショッピングセンターです。総面積 240 万平方フィ

ート(約 223,000 平米)あるリテールスペースには、ニーマン・マーカス、ノード

ストローム、メイシーズ、ターゲットのデパートをはじめ、世界有数のラグジュ

アリーブランドからハワイの地元経営のブティックなど幅広いセレクションの店

舗が並んでいます。また、同センターは毎年延べ 5300 万人が訪れる、ハワイ内

で最も訪問者数の多い場所のひとつです。アラモアナセンターは、1450 Ala 

Moana Boulevard Honolulu, Hawaii 96814 に位置しています。 

 

その他の詳細情報については、日本語公式ウェブサイト

（www.AlaMoanaCenter.jp)をご覧いただくか、Twitter @AlaMoanaCtrJP、

Facebook、Instagram @AlaMoanaCenterJPでアラモアナセンターをフォローして

ください。 

https://spaces.hightail.com/space/jew1vMY4tu 

Ala Moana Hotel by 
Mantra 

 

 

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラについて 

ホノルルのランドマークホテルの 1 つ、アラモアナ・ホテルは、世界最大級のオ

ープンエアショッピングモールであるアラモアナセンターに唯一直結していま

す。ファッションブランドや一流デパート、また、ルイ・ヴィトン、ノードスト

ロームなどの専門店を含む、ハワイで最も人気のあるショッピング施設から歩い

てすぐのロケーションです。トリップアドバイザーの評価では、アラモアナ・ホ

テルは、ハワイで人気のホテル、トップ 20 の中にあげられています。無料 Wi-

Fi、毎日 24時間利用可能なビジネスセンター、会議室・宴会場が完備され、ま

た、ハワイコンベンションセンターへは徒歩わずか 5 分でアクセスも便利。アラ

モアナビーチへ 700m、ホノルル・ダウンタウンの金融センターや行政機関からは

4km、ホノルル国際空港からは 12 km の好立地にあります。 

 

アラモアナ・ホテル・バイ・マントラは、世界 110 ヶ国以上で 5,000 軒以上のホ

テルや住まいを展開する、世界のリーディングホスピタリティグループ、アコ

ー・グループのブランドのひとつです。 

https://spaces.hightail.com/space/rBLtxLkqvw 

 

 

 

 

http://www.alamoanacenter.jp/
http://www.alamoanacenter.jp/
https://twitter.com/AlaMoanaCtrJP
https://www.facebook.com/AlaMoanaCenterJP/
https://www.instagram.com/alamoanacenterjp/


International Market 
Place 

 

 

インターナショナルマーケットプレイスについて 

ワイキキの中心部に位置するインターナショナルマーケットプレイスは、高級ブ

ランドやライフスタイルブランドを集めたワールドクラスのショッピング、ダイ

ニング、エンターテイメント・ティスティネーションです。レストランやショッ

プは各店舗により営業時間が異なります。ショッピングセンターには車でもアク

セスしやすいよう 700 台の駐車スペースがある他、便利なバレーパーキングもご

利用いただけます。インターナショナルマーケットプレイスの詳細は公式ウェブ

サイト http://ja.shopinternationalmarketplace.com/をご覧ください。また、

公式インスタグラム@intlmktplacejp でも最新情報を更新しております。 

 

https://spaces.hightail.com/space/dkZNDAmeCC 

Waikiki Beach Walk  

 

ワイキキ・ビーチ・ウォークについて 

2022 年に 15 周年を迎えるワイキキ・ビーチ・ウォークは、地元で作られた商品

を扱うハワイ有数のブティック・ショッピング体験、受賞歴のあるレストラン、

ナイトライフ、世界的に有名なハワイアン・エンターテイメントを誇り、訪問者

や居住者にとって人気のスポットです。詳しくは、www.WaikikiBeachWalk.com も

しくは  jp.WaikikiBeachWalk.comをご覧ください。ワイキキ・ビーチ・ウォー

クの Facebook、Instagram @WaikikiBeachWalk、Twitter @WaikikiBeachwlk でも

情報発信しております。各 SNS 投稿の際は是非#waikikibeachwalk、

#waikikishopping と付けてください。ワイキキ・ビーチ・ウォークのプレスキッ

トはこちらからダウンロードできます。 

https://spaces.hightail.com/space/NAdO4d087n 

Park West Gallery 
 
Park West Fine Art 
Gallery & Museum 

 

 

パークウエストギャラリーについて 

パークウエストギャラリーは、1969 年に創業して以来、300 万人以上のコレクタ

ーにアートを提供してきた世界最大の信頼できる画商です。パークウエストギャ

ラリーでは、ピカソやレンブラントなどヨーロッパの有名アーティストから現代

アートまで、幅広いジャンルで鑑賞、また購入することが可能です。パークウエ

ストギャラリーのゴールは、人々にアートの世界に触れてもらい、イベントや教

育セミナー、アート展示会を通して、顧客の一生涯の思い出作りの手助けをする

ことです。 

 

またワインテイスティングなど、毎月アートを堪能できる楽しいイベントを開催

しています。毎週日曜日から木曜日の日中（午後 3 時）にはアートツアーも無料

で開催されています。ワイキキ・ビーチ・ウォークの中心に位置しているので、

ビーチやお買い物へ行った際に気軽に立ち寄ることが出来ますよ。 

https://spaces.hightail.com/space/zQPw2cvMVQ 

http://ja.shopinternationalmarketplace.com/
https://www.instagram.com/intlmktplacejp/
http://www.waikikibeachwalk.com/
http://jp.waikikibeachwalk.com/
https://www.facebook.com/waikikibeachwalk
https://www.instagram.com/waikikibeachwalk/
https://twitter.com/WaikikiBeachwlk
http://jp.waikikibeachwalk.com/Press.htm


Restaurant Suntory  

 

レストラン サントリーは、長年多くのお客様にご愛顧いただいているハワイホノ

ルルの高級和食レストランです。本格的な日本料理、上質なお酒、比類ない丁寧

なおもてなしで最高のお食事体験を提供し、ハワイ在住の方々や世界各国からの

旅行者の方々から高い評価をいただいております。 

 

鮨職人が厳選した魚を使って握るおまかせの鮨コースと日本酒またはワインのペ

アリング、鉄板焼、季節の会席料理、和食（天ぷら、丼、そば、うどん、鍋な

ど）の多種多彩なグランドメニューを揃えており、様々なシーンやお客様のお好

みに合わせたスタイルでのお食事をお楽しみいただけます。お飲み物も、サント

リーを代表するビール「ザ・プレミアム・モルツ（樽生）」、受賞歴のあるジャ

パニーズウイスキー「響」、「山崎」、「白州」、プレミアムスピリッツ各種、

トロピカルカクテルなど、幅広くご用意しております。1980 年 9 月 15 日にワイ

キキにオープンしたレストラン サントリーは、ロイヤル・ハワイアン・センター

開業時からのオリジナルテナントとして、40 年に亘る歴史あるレストランです。 

https://spaces.hightail.com/space/FBuXCvDjao 

Ruth’s Chris Steak 
House 

 

 

ルースズ・クリス・ステーキハウスについて  

ルースズ・クリス・ステーキハウスは 50 年以上前アメリカ南部ルイジアナ州ニュ

ーオーリンズ市にてルース・ファーテルにより創業されました。創業以来、ステ

ーキの焼き方や接客についてまでルースの方針を守り続けています。顧客が増え

ると共に店舗を拡大し、現在では 150 を越える店舗を抱える上質なステーキハウ

スとして成長しました。創業当時から変わらないルース本人のオリジナルレシピ

を継承し、ルース自身がデザインした特製オーブンで全米上位 2%の牛肉に 980℃

の高温で焼き目をつけて旨味を封じ込めたステーキを提供しています。ハワイで

の第一号店は 1989 年にレストラン・ロウでオープン。独自の製法で熟成させた

USDA（米国農務省）認定の最高級プライムビーフのステーキや、ハワイ近海で獲

れた魚介を使ったシーフード料理、ワイン、アペタイザー、デザートなどをお楽

しみください。 

https://spaces.hightail.com/space/yKTexC54E7 

Kapolei Commons 

 

 カポレイ・コモンズについて 

西オアフの大型ショッピングモール「カポレイ・コモンズ」には、ハワイ初のラ

グジュアリーな映画館として知られるリーガル・カポレイ・コモンズ 12、ナショ

ナルブランドおよびローカルブランドの小売店、高級レストランからカジュアル

なカフェまで、多種多様な店舗が揃っています。また、野外シネマイベント、フ

ードトラックイベント、ご家族で楽しめる無料のコミュニティイベントも数多く

開催。新店舗も続々とオープンし、日々進化し続けています。カポレイ・コモン

ズに関する詳細は https://kapoleicommons.com/jpnをご覧ください。 

 

https://spaces.hightail.com/space/bruBGE5MDM 

https://kapoleicommons.com/jpn


Holoholo (Rideshare) 

 

ホロホロについて 

ホロホロ（Holoholo）は、スピードシャトル、アーサーズ リムジン、ハワイ エ

グゼクティブ トランスポーテーション、IMI ツアーズの CEO を務めるセシル・モ

ートンによって設立された地域密着型の交通ネットワーク企業です。オアフ島、

マウイ島、ハワイ島、カウアイ島、ラナイ島でライドシェアサービスを展開する

ホロホロの使命は、シンプルかつ利便性に優れたライドシェアサービスを提供

し、ハワイのコミュニティとローカルビジネスの繋がりを支援することです。ホ

ロホロに関する詳細は、rideholoholo.com/jp をご覧ください。 

 

https://spaces.hightail.com/space/R8BqxgpLiy 

PacRim Marketing 
Group 

 

パックリムマーケティンググループは、PR、広告、オンラインマーケティングを

含めたトータルなマーケティング戦略を提案いたします。 

30 年以上にわたり、「ハワイ」という旅行デスティネーションを PR するととも

に、ホテル、リゾート施設、ハイエンド・コンドミニアム、ショッピングセンタ

ー、小売販売業、レストランとのプロジェクトを多数実施してまいりました。 

現在では、日本、韓国、中国市場においてインバウンド／アウトバウンド旅行者

にリーチするため、日本語、韓国語、中国語および英語によるサービスを提供

し、ホノルルと東京を拠点として全世界にネットワークを広げています。 

お気軽にお問い合わせください。 

https://jp.pacrimmarketing.com/ 

 

Contact: pr_japan@pacrimmarketing.com 

https://rideholoholo.com/jp

