H I LTO N H AWA I I A N V I L L AG E ®
WA I K I K I B EAC H R ES O RT
施設案内

緑生い茂る22エーカーの土地に広がるワイキキ唯一のビーチフロント
リゾート、ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リ
ゾート。目前には輝く白砂の浜辺、敷地内にはワイキキ随一と言われ
るプールや楽しさいっぱいのウォータースライダー。広大な庭の造形
美と熱帯の自然といった魅力に加え、サーフィン、シュノーケリング、
カタマラン艇クルーズ、潜水艦アトランティス号*といった数々のオー
シャンアクティビティも豊富にお選びいただけます。レストランやラ
ウンジ、ショップなど、お食事やショッピングの施設、お客様サービ
スも充実し、毎日催される文化アクティビティやワイキキ・スターラ
イト・ルアウは、あなたの旅の思い出を演出します。 2,860の客室を
擁する客室のほかにカンファレンスセンターをはじめ、14,000㎡のイベ
ントスペースは各種の会議や催しにも最適。一面の芝生に覆われたグ
レート・ローンは、ワイキキのトップクラスを誇る広さと美しさを満
喫できる屋外スペースです。
hiltonhawaiianvillage.jp
2005 Kalia Road
Honolulu, HI 96815
T:+1 808 949 4321
*独立経営企業

ホテル概要
• 5つのプール、ウォータースライダー、デュー
ク・カハナモク・ラグーンをもつビーチ沿い
の22エーカーの敷地
• 屋内・屋外を合わせ14,000㎡の多機能ホールを
有するワイキキ一ユニークな会議スペース
• 上質な2,860の客室・スイートルーム
• 多数のレストランとバー
• 充実したショッピングエリア
• ワイキキ・スターライト・ルアウ
(Waikiki Starlight Luau®)
• マンダラ・スパ（Mandara Spa)*
• 毎週金曜日の花火ショー
• 4DFXシアター＆アーケード*

アメニティ

タワー概要

どのお部屋もすべて快適さと機能性をお届けするよう
しつらえてあります。寝室にはSerta Suite Dreams® の
マットレス、そして羽毛布団と枕が自慢のHilton
Serenity™ Dream Bed & Bathコレクション。浴室にはコ
コナッツとパパイヤの香りのバスアメニティとヘアド
ライヤー。さらに高速インターネット（リゾート料金
に含まれる）をはじめ、MP3接続の目覚まし時計付き
ラジオ、データポート、スピーカーフォン、直通電話、
多言語対応のボイスメールなど、さまざまなテクノロ
ジーアメニティが用意されています。

リゾート敷地内には5つのホテルタワーがあり、
部屋数は合わせて2,860室、すべて快適にしつ
らえてあります。車をお使いになるお客様の
ために係員付きまたはセルフパーキングの駐
車場（1,700台収容）も完備。レンタカーサー
ビスもご利用いただけます。その他のご要望
についてもコンシェルジェが対応いたします。

サービスと設備
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

自動音声目覚ましサービス
電話通訳（24時間対応）
オンデマンドの映画・音楽・プレイステーション®3
Cuisinart®コーヒーメーカー
セーフティボックス、アイロンとアイロン台、冷蔵庫
37インチ薄型テレビと日本語チャンネル
ベランダ（多数の部屋）
室内調節可能な空調
ADAルーム
ベビーベッド、 エクストラベッドの貸出
洗濯とドライクリーニングサービス
ストラウブ医療サービス(Straub Doctors On Call)

ザ・アリイ

ビーチフロントにあるザ・アリイの特徴は
しっかりと確保されたプライバシー。ご宿泊
のお客様専用のフロントデスクとコンシェル
ジェサービスが整っています。洗練されたお
部屋はもちろん、専用のプールテラス、ジャ
グジー、マッサージルームとサウナを備えた
フィットネスセンターやミックスバーなど、
様々な専用施設をご利用いただけます。
レインボー・タワー

紺碧の太平洋、勇壮なダイヤモンドヘッド、
輝くホノルルの海岸線を一望するレイン
ボー・タワー。白い砂浜にそびえ立ち、930㎡
のスーパープールをすぐそこに備えています。

タパ・タワー

輝く海とリゾートの景色を眼下に収めるタ
パ・タワー。タパプールを隣に控え、リゾー
ト随一のショップ、レストラン、バーへのア
クセスも抜群です。近年、改装を終えた「タ
パ・コレクション」の客室もタワー上層階に
ございます。
ダイヤモンドヘッド・タワー

静かな太平洋とリゾートの景色を見下ろすダ
イヤモンドヘッド・タワー。リゾートの中心
に位置し、24時間利用可能なゼロックス®ビジ
ネスセンターなど数々のリゾート施設の利用
に便利です。
カリア・タワー

世界で名高いマンダラ・スパを備えたカリ
ア・タワーで心からのくつろぎをどうぞ。

レストラン

ダイニング
リゾート内には18のレストラン、カフェ、バー
があり、敷地から出ることなく世界の料理をお
楽しみいただけます。家族での食事、ロマン
ティックディナー、ビジネスでの優雅な夕食な
どそれぞれの機会に合わせて、海に臨むレスト
ランで最高のサービスと料理をご堪能下さい。

バリ・オーシャンフロント

海からの風を感じながらフレッシュな朝食と洗
練されたディナーを。地元の食材が織りなすグ
ルメメニューでハワイの味をご堪能ください。
トロピックス・バー＆グリル

解放感たっぷりのビーチ沿いでおいしい創作料
理とトロピカルドリンクが楽しめるカジュアル
なレストランバーです。
ハウ・ツリー・バー
ビーチサイドでカジュアルなお食事と一緒にカ
クテルをご堪能ください。サンセットを見るの
にも最適です。
ウィキウィキ・マーケット

急いでいるときの軽食などに最適。サンドイッ
チやサラダ、ピザ、スナック、お飲み物、デ
ザートなどを色々と取り揃えています。
ラグーン・グリル

プールサイドでちょっと一杯。ドラフトビール
やカクテルなどのほか、特製ホットドッグやハ
ンバーガー、かき氷も楽しめます。
アオキ鉄板焼き*

バー＆ラウンジ
•
•
•
•
•
•
•
•

ハウ・ツリー・バー
タパ・バー
トロピックス・バー＆グリル
ミックスバー（ザ・アリイ宿泊者専用）
アオキ鉄板焼き*
フレスコ・イタリアン・レストラン*
初花*
CJ’sニューヨークスタイル・デリ*

特製の鉄板を前に熟練のシェフがグリル料理に
楽しく腕を振るいます。
フレスコ・イタリアン・レストラン*

世界の味と新鮮な島の食材を巧みにアレンジし
た料理と伝統的なイタリアンメニューの饗宴。
初花*

お寿司、お刺身、定食、さらに厳選された季節
の食材を使った盛り合わせなど、日本料理の粋
をご満喫ください。
CJ’sニューヨークスタイル・デリ*
グリルサンドイッチやオムレツ、サラダ、スー
プ、デザートなど多彩なメニューが揃います。

エンターテイメント
ワイキキ・スターライト・ルアウ

生演奏、民族ドラム、フラダンスレッスン、タ
ヒチとハワイの伝統舞踊を楽しみ、太平洋諸島
の多彩な文化に触れてみませんか？この野外
パーティーは、カルアピッグやフリフリチキン、
ハワイアンチャーハンといった南国の味にも出
会える絶好のイベントです。
デイリーエンターテイメント＆アクティビティ

• タパ・バーとトロピックス・バー＆グリルで
のライブエンターテイメント
• ヒルトン港から出航する潜水艦アトランティ
ス号*、ポート・ワイキキ・クルーズ*

ショッピング

ホテルには多数のブティックやショップが入っ
ており、リゾート内にてショッピングを満喫い
ただけます。ご友人へのお土産や自分へのご褒
美にぜひご利用ください。

*独立経営企業

ブルーウォーター・シュリンプ＆シーフード・
マーケット*
人気のガーリックシュリンプやステーキ、サン
ドイッチ、タコスなど新鮮なシーフードをお楽
しみください。
スターバックス
快適な屋内・屋外の席で極上のコーヒー、紅茶、
デザート、サンドイッチをどうぞ。ザ・アリイ
とカリア・タワー内に入っています。
ラウンド・テーブル・ピザ*
お好みのトッピングで伝統のグルメピザをお楽
しみください。
デイリークイーン／オレンジジュリアス*
デイリークイーンのソフトクリーム、サンデー、
ブリザード、オレンジジュリアスのスムージー、
ホットドッグ、サンドイッチなどを楽しめます。
ラパーツ・ハワイ*
上質なコーヒーとともにハワイの自然の恵みで
作られたプレミアムアイスクリームをどうぞお
試しください。
アロハ・ボウルズ＆ティー*

アサイーボウルやポケボウル、タピオカティー
など、ハワイ産の新鮮なフルーツや食材をでき
る限り使用しています。

会議とイベント施設
ワイキキで最もユニークな会議施設

美しく広大なビーチに臨むヒルトン・ハワイア
ン・ビレッジは、各種会議やイベントにも最適な
リゾートです。伝統的なハワイの風土はもちろん、
勇壮なダイヤモンドヘッド、紺碧の太平洋、燃え
るような南国の夕日といった自然の景観が楽しめ
る3,000名収容可能なワイキキトップクラスの
ボールルームを含む3つの巨大なカンファレンス
センターを備えています。さらに、白い砂浜やラ
グーン、プールデッキ、広々とした芝生など、約
14,000㎡の屋内外スペースを有します。多彩な会
議・イベント会場を持つことでビレッジの人気を
高めています。

ハイライト
プール／ビーチ／ラグーン

ワイキキの最も広い白砂のビーチを背景にこのエリア最高のプールとウォータースライダーを設置
しています。ザ・アリイ専用プールをはじめ、個性豊かな5つのプールをご堪能ください。リーフで
のシュノーケリング、サーフレッスン、スタンドアップパドル、ポーとヒルトン出航のカタマラン
艇クルーズなどアクティビティは様々。また、デューク・カハナモク・ラグーンや砂浜でビーチ
チェアやパラソルを借りてのんびりするのもお勧めです。
マンダラ・スパ*とフィットネスセンター

マンダラ・スパは、バリ島のサービススタイルでハワイアン・ロミロミ・マッサージなど各種ト
リートメントを楽しめる最高級スパ。リラクゼーション・ラウンジをはじめ、25のマッサージ室
（ウェットとドライ）、フルサービス美容サロン、理容室、日本式シャワー、サウナ、サンデッキ
などを備えています。ご宿泊のお客様用フィットネスセンターには、テレビ画面付き有酸素運動マ
シン、ウエイトトレーニング設備、ストレッチルームなどが設けられ、あらゆるお客様のフィット
ネスニーズにお応えします。ザ・アリイのお客様は、専用のフィットネスルームとマンダラ・スパ
のマッサージをお楽しみいただけます。

*独立経営企業

ロケーション
オアフ島にあるヒルトン・ハワイアン・ビレッ
ジ・ワイキキ・ビーチ・リゾートは、理想的な
立地を備えています。
•
•
•
•

ワイキキビーチ沿いに約22エーカーの敷地
ダウンタウンまで約5キロ
ホノルル国際空港まで約20分
ハワイ・コンベンション・センターまで
徒歩約7分
• アラモアナセンターまで徒歩約15分
• ハワイ大学まで車で約6分
• パールハーバー、USSアリゾナ記念館、USSミ
ズーリ記念館まで車で約25分

