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GUIDE TO HILTON HAWAIIAN VILLAGE
Let’s be friends!

HiltonHawaiianVillage

@HawaiianVillage

@HiltonHawaiianVillage #hiltonhawaiianvillage

OCEANFRONT DINING

オーシャンフロントダイニング

WAIKIKI STARLIGHT LUAU

4.5 OpenTable®

ワイキキ・スターライト・ルアウ

Serving Prime Steaks and Fresh Seafood
Tuesday–Saturday, 5:30pm–9:00pm
Rainbow Tower, Mezzanine Level
For reservations and information,
visit BaliWaikiki.com or call ext. 39

Sunday-Thursday, 5:30pm, Doors open 5:00pm
Rooftop of the Mid-Pacific Conference Center
You don’t have to leave the resort to experience one of the best luaus
on the island. Experience the colorful heritage of the Pacific Islands
as you join the excitement of the celebration with live music, a feast
of tropical modern luau cuisine, and an exciting Voyage Across the
South Seas featuring the fiery drama of four fire knife dancers as
well as traditional Tahitian and Hawaiian dance.

Sunset Dinner Special Mention Sunset Dinner Special

to receive 15% off the entire dinner menu Tuesday–Thursday
when seated between 5:30pm–6:00pm. Bali Steak & Seafood’s
Island Harvest Cuisine will take you on an island escape with
distinct flavors from the islands created with quality local
products in an oceanfront dining experience. Reservations
recommended. Sunset Dinner Special not available on holidays.

For tickets and information, visit HHVLuau.com. You can also call
or visit the Waikiki Starlight Luau Desk (ext. 75828) or the Tours &
Activities Desk (ext. 29), both located in the Main Lobby.

バリ・ステーキ＆シーフード
火〜土曜 5:30PM–9:00PM

日〜木曜 5:30PM | 開場 5:00PM

レインボー・タワー 中２階

ミッドパシフィック・コンファレンスセンター、ルーフトップガーデン

ご予約・お問い合わせ：内線39 または BaliWaikiki.com

澄んだ星空の下、ビレッジ内のルーフトップガーデンでハワイ伝統の宴「ルアウ」

サンセット・ディナー・スペシャル

が週５日開催されています。モダンにアレンジされたハワイ伝統料理のディナ

火曜〜木曜の夕方５時30分〜６時の間、全ディナーメニューが15%OFFに

なります！ご着席の際に「サンセット・ディナー・スペシャル」とお伝えください。

バリ・シーフード＆ステーキは、最高級アメリカ産和牛を含めすべてのステーキに

長時間かけてじっくり熟成させ旨味を最大限に引き出したエイジドビーフを使用して

います。香り豊かな肉汁溢れるステーキと新鮮な地産の食材を美しい海の景色とともに

ご堪能ください。ご予約をお勧めいたします。※サンセット・ディナー・スペシャルは祝日を除きます。

ーと、生演奏や４人の男性ダンサーによる迫力満点のファイヤーナイフダンス、
ハワイやタヒチの伝統舞踊を交えて繰り広げられる幻想的なショー「Voyage

Across the South Seas（南太平洋航海の旅）」とともに、最高にハワイアンな
ひとときをご満喫ください。
チケット＆お問い合わせ

ワイキキ・スターライト・ルアウ・デスク（メインロビー／内線75828)、
ツアーズ＆アクティビティーズ・デスク（メインロビー／内線29)、
各旅行代理店 ラウンジまたはデスク、HHVLuau.com

WIKI WIKI MARKET

ウィキウィキ・マーケット

6:00am–10:00pm, daily
Located in The Ali‘i next to Tropics Bar & Grill
Wiki Wiki Market offers many delicious options for
Breakfast, Lunch, and Dinner—including sandwiches, salads,
and cold beverages. Stop in for a quick bite, or grab-and-go
and enjoy your meal poolside.

INTRO TO SCUBA DIVING

体験スキューバダイビング

Experience a fun-filled ocean adventure with Waikiki’s
first Introduction to Scuba Diving Program at Hilton
Hawaiian Village! Our program is tailored to those with
little or no scuba skills – learn the basics and grow
your confidence in shallow water, then accompany a
dive professional on an ocean underwater exploration
fronting Duke Kahanamoku beach where you will observe
the fascinating marine life, reef, and the occasional
turtle. In addition to equipment rental, the tour includes
free GoPro® videos with underwater props to serve as a
memento of your experience. One hour sessions offered
daily at 10:00am, 12:00pm, and 2:00pm (8 years and up).

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジに、ワイキキ初の体験スキューバ

For more information and reservations, visit
WaikikiBeachActivities.com, call ext. 74292 or
1-888-904-4088 from 8:00am-5:00pm, or visit any
Waikiki Beach Activities Stand, Hilton Concierge Desk,
or Port Waikiki Cruises Kiosk.

内線74292、Tel 1-888-904-4088（8:00am–5:00pm）、

ダイビングプログラムが誕生しました！初心者そして未経験者
の方も安心して楽しめる素晴らしい体験です。まず最初にイン

ストラクターが浅瀬でダイビングの基礎を指導します。そして
自信がついたら、いよいよ本番。プロのダイバーといっしょに

リゾート前の海に潜り、サンゴやさまざまな海洋生物が棲む

Cool Down with Shave Ice and Ice Cream! Visit Wiki Wiki Market
and cool off with Bombucha Shave Ice or Tropical Dreams Ice Cream—
hand-crafted right here in Hawaii with local ingredients!
Available 9:00am–10:00pm.
毎日 6:00am–10:00pm

ザ・アリイ トロピックス・バー＆グリルの隣

海面下の世界を散策します。運が良ければウミガメにも出会え
るかもしれません。ダイビング器材レンタル込み。GoPro ®で

サンドイッチ、サラダ、冷たいドリンクなど、朝食やプールサイドでの

撮影した記念ビデオも含まれます。

イートインまたはテイクアウトでお楽しみください。

開催日時：毎日 10:00am、12:00pm、2:00pm

シェイブアイス＆アイスクリーム！

所要時間：１時間 | 対象年齢：８歳以上

ご予約・お問い合わせ：WaikikiBeachActivities.com、
最寄りのワイキキビーチ・アクティビティーズ・スタンド、
ヒルトン・コンシェルジュ・デスク、ポート・ワイキキ・
クルーズ・キオスク

カジュアルなランチ、ディナーにお手頃なアイテムが豊富に揃います。

新鮮な地産の材料を使用してハワイで手作りされた

“トロピカルドリームアイスクリーム”と“ボンブチャ・

シェイブアイス”で、暑さを一気に吹き飛ばしましょう！
（9:00am–10:00pm）

Dining
Looking for quality steak, fresh seafood, or
a quick bite to eat? The restaurants at Hilton
Hawaiian Village offer a variety of options:
Bali Steak & Seafood
Tuesday–Saturday
5:30pm–9:00pm
Reservations ext. 39
Blue Water Shrimp
& Seafood Market
10:00am– 10:00pm
CJ’s NY Style Deli
7:00am– 9:30pm
Dine-in or Take-out
ext. 74068

Rainbow Lanai
Daily 6:30am– 11:00am
Reservations for large parties
and holidays only

Fresco Italian
Restaurant
11:00am–9:30pm
Reservations ext. 74077

Round Table Pizza
11:00am– Midnight
Dine-in or Take-out
ext. 74146

Hatsuhana
6:00am–10:00pm
Reservations ext. 74114

Starbucks at Kalia Tower
5:30am –5:00pm

Lanikai Juice
Saturday–Thursday
6:30am–7:00pm
Friday 6:30am–8:30pm

Enjoy our two Starbucks locations
at The Ali‘i (5:30am–8:00pm) and
Kalia Tower (5:30am–5:00pm). Start your
day off right with a delicious breakfast
at one of our restaurants:

Paradise Lounge
Tues-Thurs 5:30pm-9:00pm
Fri-Sat 5:30pm–11:00pm

DQ/Orange Julius
at the Beach
11:00am– 9:00pm

Lagoon Grill
10:30am-5:30pm

朝食スポット

Lappert’s Hawaii
5:30am–11:00pm

Rocky Japanese Steak
Teppan Restaurant
11:30am– 2:00pm
5:00pm– 10:00pm
Reservations ext. 74072

Hau Tree Cantina
Drinks: 10:30am–9:00pm
Lunch & Dinner:
11:00am–8:00pm

BREAKFAST SPOTS

Starbucks at The Ali‘i
5:30am–8:00pm
Tropics Bar & Grill
7:00am–10:00pm
Reservations for large
parties only SaturdayThursday
Wiki Wiki Market
6:00am– 10:00pm

BLUE WATER SHRIMP
& SEAFOOD MARKET
ブルーウォーター・シュリンプ
＆シーフード・マーケット

Tropics Bar & Grill............... 7:00am–11:00am
Rainbow Lanai....................... 6:30am–11:00am
Wiki Wiki Market.................6:00am–10:00am
CJ’s Deli...................................7:00am–9:30pm
Hatsuhana ............................6:00am–10:30am
Starbucks Coffee
The Ali‘i...............................5:30am–8:00pm
Kalia Tower........................5:30am–5:00pm
Lanikai Juice....6:30am–7:00pm (Sat-Thurs)
6:30am–8:30pm (Fri)

Dine-In or Take-Out
10:00am–10:00pm, daily
Rainbow Bazaar, ext. 74118

Times subject to change without notice.

Grilled Steak & Garlic Shrimp

トロピックス・バー＆グリル....7:00am–11:00am

Local fusion restaurant serving up Aloha
on every plate. Our customers join us for
our amazing seafood and local favorites,
and leave experiencing a piece of paradise.

レインボー・ラナイ................6:30am–11:00am

テイクアウトも可

スターバックスコーヒー

毎日 10:00AM–10:00PM

レインボー・バザール | 内線74118

グリルステーキ＆ガーリックシュリンプ

ウィキウィキ・マーケット....6:00am–10:00am
CJ’s デリ.................................7:00am–9:30pm
初花.........................................6:00am–10:30am
ザ・アリイ店........................5:30am–8:00pm
カリア・タワー店................5:30am–5:00pm
ラニカイ・ジュース....6:30am–7:00pm（土〜木）
6:30am–8:30pm（金）

お皿の上で花開く絶品シーフードとローカルフード。

Times subject to change without notice.

楽園ハワイのフレーバーとアロハスピリット溢れる
フュージョンメニューが大好評です。

個性豊かなレストランが多彩に揃っています。

5:30pm–9:00pm
ご予約：内線39

ブルーウォーター・シュリンプ
＆シーフード・マーケット
10:00am– 10:00pm

CJ’s ニューヨークスタイル・
デリ

7:00am– 9:30pm
テイクアウトも可
内線74068

デイリークイーン／オレンジ
ジュリアス（ビーチサイド）
11:00am– 9:00pm

フレスコ・イタリアン・
レストラン

11:00am–9:30pm

ご予約：内線74077
初花

6:00am–10:00pm
ご予約：内線74114

ハウ・ツリー・カンティーナ

ドリンク：10:30am–9:00pm
ランチ＆ディナー：

11:00am– 8:00pm
ラグーン・グリル

10:30am– 5:30pm
ラニカイ・ジュース
土〜木曜

6:30am–7:00pm

金曜 6:30am–8:30pm

ビーチサイドでメキシカン

ドリンク 10:30AM–9:00PM

ランチ＆ディナー 11:00AM–8:00PM

ザ・アリイとレインボー・タワーの間のビーチ前

タコスはいかが？

ワイキキで一番広いビーチが目の前の人気バー「ハウ・

ツリー・カンティーナ」で、美味しいメキシコ料理を。
エンチラーダやナチョス、タコスプレートを日替わり
ドリンクとともにお楽しみください。

LANIKAI JUICE

ステーキから新鮮なシーフード、和食、カジュアルまで、

火〜土曜

¡HOLA! Enjoy quesadillas, nachos, and our
delicious taco plates with daily drink specials
while sitting next to the widest stretch of
Waikiki Beach.

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内には、上質の

バリ・ステーキ＆シーフード

Fresh Beachside Mexican Cuisine
Drinks 10:30am–9:00pm
Lunch & Dinner 11:00am–8:00pm
Beachfront between The Ali‘i and
Rainbow Towers

ラニカイ・ジュース

ラパーツ・ハワイ

5:30am–11:00pm
パラダイス・ラウンジ

火〜木曜 5:30pm-9:00pm

金・土曜 5:30pm–11:00pm
レインボー・ラナイ

毎日 6:30am– 11:00am

ご予約は祝日および多人数で
ご利用の場合のみ承ります。

ロッキー・ジャパニーズステーキ
鉄板レストラン

11:30am– 2:00pm

5:00pm– 10:00pm

Saturday–Thursday 6:30am–7:00pm
Friday 6:30am–8:30pm

ご予約：内線74072

ラウンド・テーブル・ピザ
11:00am– 翌0:00am
テイクアウトも可
内線74146

スターバックス

（カリア・タワー店）
5:30am –5:00pm
スターバックス

（ザ・アリイ店）

5:30am–8:00pm
トロピックス・バー＆グリル
7:00am–10:00pm

ご予約は土〜木曜に限り

多人数でご利用の場合のみ
承ります。

ウィキウィキ・マーケット
6:00am– 10:00pm

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

HATSUHANA 初花
Breakfast 6:00am–10:30am
Lunch 11:00am–2:30pm
Happy Hour 4:00pm–5:00pm
Dinner 5:00pm–10:00pm
Rainbow Bazaar

朝食 6:00AM–10:30AM

Hatsuhana Japanese Restaurant has been
serving Japanese cuisine at the Hilton
Hawaiian Village for over 34 years.

「初花」は34年以上にわたり、ヒルトン・ハワイアン・

We have the best selection of Sake for
your enjoyment. Our experienced Chief
Sushi Chef along with our other chefs and
staff will serve you the best quality sushi
and give you a fantastic dining experience.
We also have a unique daily lunch special
that changes every weekday to showcase
our diverse Japanese cuisine. Our team
will work hard to be part of your favorite
memories in Hilton Hawaiian Village!

熟練寿司職人が握る最高品質のお寿司と敏腕シェフが

ランチ 11:00AM–2:30PM

ハッピーアワー 4:00PM–5:00PM
ディナー 5:00PM–10:00PM
レインボー・バザール

ビレッジにて日本の伝統の味を世界各国からのお客様
にご提供してまいりました。

つくる美味しい和食、そしてスタッフのきめ細かなサー

ビスで、いつまでも心に残る思い出のひとときをお約束
いたします。お料理に華を添えるお酒も、各種銘柄を
豊富に取り揃えています。また、平日の昼間には、日替

わりランチスペシャルをご提供しています。皆様のヒル

トン・ハワイアン・ビレッジでのご滞在が素晴らしい
ものとなりますようスタッフ一丸となり、おもてなし
いたします！

Açaí Superfood Bowl
The Açaí Superfood Bowl is an Organic
blend of Açaí topped with Granola,
Banana, Blueberries, Organic Quinoa
Puffs, Organic Cacao Nibs, Goji
Berries, Hemp Seeds, and Chia Seeds.
So delicious, refreshing, and full of
healthy nutrition. A Local Favorite!
土〜木曜 6:30AM–7:00PM
金曜 6:30AM–8:30PM
アサイ・スーパーフード・ボウル
ロコたちのお気に入り“アサイ・スーパー
フード・ボウル”で、リフレッシュ＆リチャージ！
冷たいオーガニックアサイベリーの果肉に
グラノーラ、バナナ、ブルーベリー、
オーガニックキヌアパフ、オーガニック
カカオニブ、ゴジベリー、ヘンプシード、
チアシードをトッピングした栄養満載の
ヘルシーボウルです。

Check out the various
restaurants at the
resort from steak,
fresh seafood, or a
quick bite to eat.

TROPICS BAR & GRILL

トロピックス・バー＆グリル
BEACHFRONT DINING
Located in The Ali‘i
Breakfast, Lunch, and Dinner:
7:00am–10:00pm

ビーチフロントダイニング

Join us at Tropics Bar & Grill
to experience the tantalizing
flavors of Hawaii’s favorite Island
Beach Cuisine and stay to catch
some of the hottest live music
in Honolulu daily. This is without
question the best place to enjoy
the long Hawaiian sunset over
the beach. Relax with a tropical
beverage, beer on tap, or one of
our signature cocktails.

トロピックス・バー＆グリルは、広々とした

ザ・アリイ

朝食、ランチ、ディナー
7:00AM–10:00PM

ビーチと真っ青な海を見渡すビレッジ内

最高のロケーションを誇るビーチサイド

レストランです。カジュアルな雰囲気の
中で、新鮮な食材を使ったオリジナリティ

溢れるハワイの人気料理をお楽しみいた

ROUND TABLE PIZZA

だけます。ホノルルきってのミュージシャ

ラウンド・テーブル・ピザ

には、トロピカルサンセットに彩られた

Dine-In or Take-Out
11:00am–12:00 midnight, daily
Rainbow Bazaar, ext. 74146

ンによる生演奏も毎日実施中。夕暮れ

絵のようなシーンで、オリジナルカクテル

や生ビールとともにリラックスタイムを。

テイクアウトも可

毎日 11:00AM–翌0:00AM

レインボー・バザール | 内線74146

Voted Waikiki’s #1 traditional and
specialty pizzas, with dough rolled
fresh daily! Also enjoy a variety of
salads, baked sandwiches, and tasty
appetizers. Dine-in and catch live
sports on our flat screen TVs, or
take your pizza to go.

作りたての自家製生地に新 鮮な材料と

ソースをのせて焼き上げる「ラウンド・
テーブル」のピザは、“ワイキキNo.1”の

お墨付き。サラダ、グリルサンドイッチ、
おつまみなど、ピザ以外のメニューも豊富

に揃います。店内でスポーツ中継を観戦
しながら、またはテイクアウトしてお部屋
やビーチでお楽しみください。

CJ’s NEW YORK
STYLE DELI
CJ’s ニューヨークスタイル・デリ
Dine-In or Take-Out
7:00am–9:30pm, daily
Rainbow Bazaar, ext. 74068
cjsdeliwaikiki.com
Enjoy the comfort of easy,
family-friendly service, where there’s
something for everyone. CJ’s specializes
in thick, New York-style deli sandwiches,
tasty pastas, half-pound burgers, and
Waikiki’s largest breakfast selection —
available all day. Also serving draft beer
and tropical cocktails.
テイクアウトも可

毎日 7:00AM–9:30PM

レインボー・バザール | 内線74068

cjsdeliwaikiki.com

ボリュームたっぷりの肉厚ニューヨークスタイルサンド

FRESCO ITALIAN RESTAURANT

フレスコ・イタリアン・レストラン
Lunch 11:00am–3:00pm
Dinner 3:00pm–9:30pm
Early Bird 3:00pm-6:00pm
Happy Hour 5:00pm-7:00pm
Holiday Hours May Vary
Rainbow Bazaar (2nd floor)
Ext. 74077 for reservations

ランチ 11:00AM–3:00PM

ディナー 3:00PM–9:30PM

アーリーバード 3:00PM–6:00PM
ハッピーアワー 5:00PM–7:00PM

祝日は時間が異なる場合がございます。
レインボー・バザール２階
ご予約：内線74077

Join us for an authentic Italian experience with a splash of local flair! Menu
items are prepared with Hawaii-grown and produced ingredients. Wine Cellar
stores popular selections dedicated to Italian labels specifically designed to
complement fresh seafood, steak, and pasta. Daily Lunch Special starting from
$14.95, Early Bird Special at $21.95, or Buy One Entrée Get Second Entrée
at 50% OFF! Italian favorites on À La Carte menus along with Chef’s Tasting
Course menus. Great deals all day long! Kids menu also available.

イッチ、美味しいパスタ、ハーフポンド（226g）の

新鮮な地産の食材が活きるこだわりのシーフード、ステーキ、パスタ。伝統のスタイルにクリエイ

メニューが多彩に揃うファミリーフレンドリーなレス

の中でお楽しみいただけます。ワインセラーには、料理との相性を考えて厳選したイタリアワイン

ハンバーガーなど、大人も子供も楽しめるカジュアル
トランです。ワイキキ最大級の朝食メニューは、一日中
いつでもオーダー可！ドラフトビールやトロピカル
ドリンクも各種ご用意しています。

ティブなひねりを効かせたイタリアンフュージョン料理の数々を、明るくリラックスした雰囲気

を豊富に揃えています。各種アラカルトメニューやシェフのお薦め料理を組み合わせたテイス

ティングコース、またランチスペシャル（$14.95～）、夕方早い時間のアーリーバードスペシャル

（$21.95）、メイン１品ご注文で２品目が半額になるオファーもぜひご利用ください。お子様用
メニューもご用意しています。

DQ/ORANGE JULIUS
デイリークイーン／オレンジジュリアス
11:00am– 9:00pm, At the Beach
Try a fresh blended fruit drink of your choice in 7 delicious flavors and three
ways of blending (Premium Smoothie, Lite Smoothie, and Julius Original).
11:00AM– 9:00PM | ビーチサイド
ひんやり冷たいフルーツドリンクでクールダウンしましょう！

お好きなフレーバー（７種類）をお好きなスタイル（プレミアムスムージー、
ライトスムージー、またはジュリアスオリジナル）でお楽しみください！

ロッキー・ジャパニーズステーキ・鉄板レストラン
Lunch 11:30am–2:00pm
Dinner 5:00pm–10:00pm
Rainbow Bazaar
Ext. 74072 for reservations

ランチ 11:30AM–2:00PM

ディナー 5:00PM–10:00PM
レインボー・バザール
ご予約：内線74072

Rocky Japanese Steak Teppan Restaurant offers the food and
entertainment you love about traditional teppanyaki plus Hawaiian
loco moco dishes, poke bowls, hamburgers, yakisoba, and crafty
cocktails. We blend cultures and cooking styles from Asia to the
Americas and beyond, offering a truly international dining experience
you can only get in Hawaii. Join the Champion of Teppanyaki for a meal
you’ll never forget. Hilton Hawaiian Village guests receive a 15% OFF
discount from 5:00pm–7:00pm.
ロッキー・ジャパニーズステーキ・鉄板レストランで、鉄板焼きの醍醐味をご堪能くだ

さい。ハワイアンロコモコ、ポケボウル、ハンバーガー、焼きそばや美味しいクラフト
カクテルも各種ご用意しています。アジアとアメリカの食文化がダイナミックに交差する
鉄板焼きのチャンピオン「ロッキー」で、いつまでも心に残るユニークなダイニング体験

をお楽しみください。ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、午後５時
から７時の限定時間帯、お食事代が15%OFFになります。

Bars, Entertainment,
and Activities
HAPPY HOUR

Enjoy live entertainment daily at Tropics
Bar & Grill and Tapa Bar, and every Friday
and Saturday night at Paradise Lounge.

ハッピーアワー

We’ve hand-picked the most talented, award-winning
entertainers in Waikiki.
Tropics Bar & Grill
Sunday-Friday............................................2:00pm–5:00pm
Saturday......................................................3:00pm–5:00pm
Tapa Bar
Sunday–Thursday .....................................7:30pm–10:30pm
Friday & Saturday.....................................8:00pm-11:00pm
Paradise Lounge
Friday–Saturday .......................................8:00pm–11:00pm

TROPICS BAR & GRILL

トロピックス・バー＆グリル

2:00pm–4:00pm, Daily

TAPA BAR

$2 OFF Blue Hawaii ブルーハワイ
$2 OFF Village Mai Tai ビレッジマイタイ
$2 OFF Draft Beer ドラフトビール
$2 OFF Wine by the Glass グラスワイン
$8 Ocean Breeze オーシャンブリーズ
$8 Mad About Mango マッドアバウトマンゴー
$35 Bottle of Wine ボトルワイン

タパ・バー

4:30pm–6:30pm, Daily

$6 Draft Beer ドラフトビール
$7 House Wine by the Glass
ハウスワイン（グラス）

$8 Mai Tai マイタイ

(select red/white)

LAGOON GRILL

ラグーン・グリル

FRESCO ITALIAN RESTAURANT

3:00pm–5:00pm, Daily

$2 OFF
$2 OFF
$2 OFF
$2 OFF

フレスコ・イタリアン・レストラン

Draft Beer ドラフトビール
Well Drinks ウェルドリンク
Mai Tais マイタイ
Hot Dogs ホットドリンク

Daily 5:00pm–7:00pm
and 8:30pm–9:30pm (drinks only)

$7 Handcrafted

Signature Cocktails

シグネチャー ハンドクラフトカクテル

$6 Wines ワイン
$4 Beers ビール
$5 Appetizers アペタイザー

Times subject to change without notice.
See our complete Entertainment Schedule at
hiltonhawaiianvillage.com/music

ENJOY OUR SPECIALTY

DRINK
OF THE DAY
$8 at Hau Tree Cantina

本日の
スペシャルドリンク

$8 ハウ・ツリー・カンティーナにて

トロピックス・バー＆グリルとタパ・バー（毎日）、
そしてパラダイス・ラウンジ（金＆土曜の夜）で
ライブミュージックをお楽しみいただけます。
数々の賞に輝くハワイの一流エンターテイナーたちが、
エキゾチックなサウンドで南国の夜を盛り上げます。
トロピックス・バー＆グリル

日〜金曜............................................................. 2:00pm–5:00pm
土曜 ................................................................... 3:00pm–5:00pm
タパ・バー

日〜木曜 ........................................................... 7:30pm–10:30pm
金・土曜 ............................................................ 8:00pm–11:00pm
パラダイス・ラウンジ

金・土曜 ............................................................ 8:00pm–11:00pm
時間は予告なく変更になる場合がございます。

スケジュールの詳細は、www.HiltonHawaiianVillage.com/musicで
ご確認ください。

(starting at $5)

BARS & LOUNGES
Tropics Bar & Grill

バー＆ラウンジ
トロピックス・バー＆グリル

9:00am–10:30pm

9:00am–10:30pm

Tapa Bar

タパ・バー

12:00pm–12:00am

12:00pm–翌0:00am

Hau Tree Cantina

ハウ・ツリー・カンティーナ

10:30am–9:00pm

10:30am–9:00pm

Paradise Lounge

パラダイス・ラウンジ

Tues-Thurs 5:30pm–9:00pm
Fri-Sat 5:30pm–11:00pm

Lagoon Grill

10:30am–5:30pm

火〜木曜 5:30pm–9:00pm

金・土曜 5:30pm–11:00pm
10:30am–5:30pm

Rocky Japanese Steak
Teppan Restaurant & Bar

ロッキー・ジャパニーズステーキ・

11:30am–10:00pm

11:30am–10:00pm

Fresco Italian Restaurant
11:00am–9:30pm

Times subject to change without notice.

Jerry Santos of Olomana
Paradise Lounge
Fridays & Saturdays
8:00pm–11:00pm*

ラグーン・グリル

鉄板レストラン

フレスコ・イタリアン・レストラン

Henry Kapono
Tropics Bar & Grill
Saturdays, 3:00pm–5:00pm*

11:00am–9:30pm

営業時間は予告なく変更になる場合がございます。

*Entertainment schedules may change without notice.

FIREWORKS
Don’t miss our Fireworks show
every Friday at 7:45pm. The best
view can be seen from Hau Tree
Cantina and Tropics Bar & Grill’s
outdoor seating.
毎週金曜日の夜7:45時から行われる
華麗な花火ショーをお見逃しなく！

ハウ・ツリー・カンティーナとトロピックス・
バー＆グリルのテラス席からの眺めが
特に格別です。

PARADISE LOUNGE

パラダイス・ラウンジ

Check out our PARADISE LOUNGE for delicious
plates and crafted cocktails.

JOIN HILTON
HONORS TODAY!

ヒルトン・オナーズに
今すぐご入会を！

Start receiving great benefits when
you directly book through Hilton.

ヒルトンに直接ご予約いただくと、

その場で特典が付いてきます。特典は

MEMBERSHIP IS EASY AND FREE!
Text (808) 425-9010 or visit the Main Lobby
for assistance in signing up!

手続き簡単、しかも無料！

ご入会後すぐにお楽しみいただけます。

メインロビーのデスクでご登録ください。

夕暮れからは、パラダイス・ラウンジで美味しい食事と
クラフトカクテルを

Tues-Thurs 5:30pm–9:00pm
Fri-Sat 5:30pm–11:00pm
Rainbow Tower, Mezzanine Level
(Outside of Bali Steak & Seafood)

Hilton Hawaiian Village is a proud
production partner of Hawaii Five-0.
See Hilton Hawaiian Village featured
in some of the Hawaii Five-0 episodes
throughout the season. Visit Tropics
Bar & Grill or Tapa Bar and try one of
our Hawaii Five-0 inspired cocktails.

火〜木曜 5:30PM–9:00PM

金・土曜 5:30PM–11:00PM
レインボー・タワー 中２階

（バリ・ステーキ＆シーフードの外）

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジが制作協力する
人気テレビドラマシリーズ “ハワイ・ファイブ・

オー”の番組中に、ビレッジ内の各所が登場
します。ロケにも使われているトロピックス・
バー＆グリルおよびタパ・バーで、オリジナル・

ハワイ・ファイブ・オー・カクテルをお楽しみ
ください。

WAIKIKI AQUARIUM

ワイキキ水族館

Open Daily 9:00am–4:30pm
(808) 923-9741

MANDARA SPA

マンダラ・スパ

4th Floor, Kalia Tower
Open Daily 8:00am–9:00pm

カリア・タワー４階

THE MYSTERY OF THE EAST MEETING
THE SCIENCE OF THE WEST

東洋の奥義と西洋の科学の出会い

$99 SERVICES
SAVE UP TO $46*

毎日 8:00AM–9:00PM

$99キャンペーン実施中！
通常料金より最大$46オフ*
以下よりお好きなサービスをお選びください。
エレミス・スーパーフード・プロラディアンス・

Buy one adult admission and get one child (4-12 years) admission
free to the Waikiki Aquarium. Please bring your DVD Now Card
to the Waikiki Aquarium ticket office to receive offer.

Select from these services:
ELEMIS Superfood Pro-Radiance Facial | 50 min.
Swedish Massage | 50 min.
Tropical Hawaiian Body Scrub | 50 min.
Available from 8:00am–9:00am
and 5:00pm-9:00pm

割引対象時間：

毎日 9:00AM–4:30PM

For reservations, call (808) 945-7721,
dial 74370 from any hotel phone, or email us at
hawaii@mandaraspa.com

ご予約：Tel (808) 945-7721、内線74370、
Eメール hawaii@mandaraspa.com、
または 直接スパにて

*Limited time. A 20% service charge in lieu of gratuity
plus 4.712% HI state tax will be applied to your bill. Must
be used in one visit by one person. Non-transferable
or exchangeable for merchandise, cash, or credit. Not
valid on past purchases. Cannot be combined with
other offers, discounts, packages, or vouchers. Other
restrictions may apply. May be withdrawn without notice.

*期間限定。お会計額に4.712%のハワイ州税とチップの代わり

Valid through Dec.31, 2020 for up to four free admissions per family.
(808) 923-9741

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジにご宿泊のお客様は、ワイキキ水族館の
入館料が、大人の方１名につきお子様（4〜12歳）１名分が無料になります。
券売窓口でDVD Nowカードをご提示ください。

本オファーは2020年12月31日まで有効。１家族につき最大４名様まで無料になります。

フェイシャル

| 50分

スウェディッシュ・マッサージ

| 50分

トロピカル・ハワイアン・ボディスクラブ

| 50分

午前８時〜午前９時、午後５時〜午後９時

として20％のサービス料が加算されます。お１人様１回限り。

譲渡ならびに商品、現金、クレジットとの交換はできません。事後
適 用不可。他のオファーやディスカウント、パッケージ、バウ

チャーとの併用はできません。その他の制限事項が適用される
場合があります。本キャンペーンは予告なく終了する場合がある
ことをご了承ください。

WAIKIKI BEACH ACTIVITIES
Wahine Hi‘u I‘a (Mermaid) Snorkel Tour & Photo Shoot
Experience Waikiki’s first Wahine Hi‘u I‘a (Mermaid)
program - only at Hilton Hawaiian Village! Explore the
Duke Kahanamoku Lagoon with a mermaid guide in
your own custom mermaid tail. This unforgettable and
immersive experience is perfect for those who are curious
to know what it’s like to swim exactly like a mermaid!
Daily tours offered to all ages (3 years and up) at 10:00am,
12:00pm, and 2:00pm.
Surf School
Learn to surf where the legendary waterman
Duke Kahanamoku and Hawaiian Royalty did at world
famous Duke’s Beach! Get warmed up at the surf school
land demo, then paddle out to the renowned Kaiser surf
break to test out your skills. As an added bonus, surf
photos may be available - please inquire with Waikiki Beach
Activities. Two hour surf school sessions offered daily at
9:00am, 11:00am, 1:00pm, and 3:00pm.
For more information and reservations, visit
WaikikiBeachActivities.com, call ext. 74292 or
1-888-904-4088 from 8:00am-5:00pm, or visit any
Waikiki Beach Activities Stand, Hilton Concierge Desk,
or Port Waikiki Cruises Kiosk.

ワイキキビーチ・アクティビティーズ

ワヒネ・ヒウイア（マーメイド）・スノーケルツアー＆写真撮影

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジに、ワイキキ初＆唯一のマーメイド・プロ
グラム“ワヒネ・ヒウイア（マーメイド）”が登場！今話題のマーメイド

アトランティス・アドベンチャーズ

ガイドといっしょに泳ぎ回ったり、写真を撮ったり。おとぎ話の中の人魚

Ext. 49 for reservations

きるようになりました。カスタムメイドのマーメイドスーツに着替え、
になったようなひとときを！

開催日時：毎日 10:00am、12:00pm、2:00pm

Atlantis Submarines Waikiki & Atlantis Cruises Majestic

を手ほどきします。要領が掴めたら、リゾート前の人気サーフスポット、

中に撮影した写真は後ほど購入していただけます。詳しくはワイキキ・

アトランティス・サブマリン・ワイキキ＆アトランティス・クルーズ マジェスティック号

サーフィンスクール

伝説のサーファー、デューク・カハナモクやハワイの王族たちが波乗りを

楽しんだことで名高いデュークス・ビーチで、あなたもサーフィンに挑戦
してみませんか？海に入る前に、まずビーチでインストラクターが基本

カイザースまで漕ぎ出し、習いたてのスキルを試してみましょう。レッスン
ビーチ・アクティビティーズにお問い合わせください。

開催日時：毎日 9:00am、11:00am、1:00pm、3:00pm
所要時間：２時間

ご予約：WaikikiBeachActivities.com、

内線74292、Tel 1-888-904-4088（8:00am–5:00pm）、

最寄りのワイキキビーチ・アクティビティーズ・スタンド、ヒルトン・
コンシェルジュ・デスク、ポート・ワイキキ・クルーズ・キオスク

スタンドアップパドルボード・ヨガ

アトランティスのサブマリン・ツアーは、家族全員で楽しめる最高のアクティビティです。
冷房完備の快適なハイテク潜水艦で海面下30メートル以上まで潜り、海底に広がる楽園を

発見しましょう！また、最新豪華クルーザー船“マジェスティック号”で夕陽に染まるワイキキ沖

を行くサンセット・カクテル・クルーズや冬期限定のアフタヌーン・ホエールウォッチング・
クルーズも、きっといつまでも心に残る感動の体験となることでしょう。詳しくは、www.
atlantisadventures.jpにて、またはトロピックス・バー＆グリル隣のキオスクにお立ち寄り
ください。

SPIRIT OF ALOHA CATAMARAN
スピリット・オブ・アロハ・カタマラン

Group Classes Held Daily (excluding Sunday)
Beginners to Advanced are welcomed. 90 minutes. Session
starts with a gentle paddling warm-up. After warm-up
we anchor the boards and we start our yoga session on
our “floating mats” with a few stretches and movements
connecting with our breath. This class starts with basic
Hatha yoga poses flowing into more intermediate/advanced
pose variations depending on each individual’s level.

グループクラス（日曜を除く毎日開催）

Schedule: Monday–Saturday
8:30am–10:00am, check in by 8:15am
Reservations required 24 hours in advance
Cost: $59* per person
*Hawaii State GET Tax (4.712%) will be added

24時間前までのご予約が必要です。

To reserve your lesson, visit WaikikiBeachActivities.com,
call ext. 74292 or 1-888-904-4088 from 8:00am-5:00pm,
or visit any Waikiki Beach Activities Stand, Hilton Concierge
Desk, or Port Waikiki Cruises Kiosk.

ご予約：内線49

Atlantis Submarines Waikiki offers the perfect family activity. Dive to over
100 feet beneath the sea in an air-conditioned, safe submarine and explore
Waikiki’s underwater paradise without getting wet! Adventure with us above
the ocean as well, on an afternoon seasonal Whale Watch Cruise or sip
tropical libations on our evening Sunset Cocktail Cruise. Experience Majestic
by Atlantis Cruises! To learn more, stop by our kiosk next to Tropics Bar &
Grill or visit our website at atlantisadventures.com.

対象年齢：３歳以上

STAND UP PADDLEBOARD YOGA (SUP YOGA)

Private Classes/Private Groups Available Daily
(Reservations required 24 hours in advance)
See details for Private Classes at WaikikiBeachActivities.com

ATLANTIS ADVENTURES

スイムがリゾート前の穏やかなデューク・カハナモク・ラグーンで体験で

初級から上級まで全レベル向けの90分のセッションです。まず
はじめに簡単なパドリングでウォーミングアップをします。その後

ボードを固定し、“浮かぶヨガマット”の上で、呼吸を合わせながら
ストレッチやムーブメントを行います。ハタヨガの基本ポーズから

スタートし、各参加者のレベルに合わせてポーズを選んでいきます。
スケジュール：月〜土曜

8:30am-10:00am | チェックイン：8:15amまで
参加費：$59*／１人

*ハワイ州消費税（4.712%）が加算されます。

Ext. 29 for reservations

ご予約：内線29

Enjoy a premium sailing experience aboard the Spirit of Aloha, the premier
catamaran yacht in all of Waikiki. Daily itineraries include Turtle Snorkel
Sails, Adventure Cruises, and Sunset Cocktails. Book early for the ultimate
Friday fireworks dinner buffet. Deluxe amenities include a bar with draft
beer and an expert lifeguard-certified crew. Daily scuba trips welcome certified or beginning divers. Also inquire about Whale Watching - every
winter through spring, thousands of humpback whales migrate to Hawaii,
providing boaters a magnificent marine wildlife viewing experience. For
reservations call our Tours & Activities Desk at ext. 29.
ワイキキ随一のカタマランヨット（高性能モーター双胴船）“スピリット・オブ・アロハ号”で

プライベートクラス／プライベートグループクラス（毎日実施可）

絵のように美しいワイキキの海岸線をクルーズしませんか？タートル・スノーケル・セイル、

プライベートクラスの詳細は、WaikikiBeachActivities.comを

ハワイアン・ビレッジ前の桟橋から毎日出航しています。沖からヒルトンの花火ショーを

24時間前までのご予約が必要です。
ご覧ください。

ご予約：WaikikiBeachActivities.com、

内線74292、Tel 1-888-904-4088（8:00am–5:00pm）、

最寄りのワイキキビーチ・アクティビティーズ・スタンド、ヒルトン・
コンシェルジュ・デスク、ポート・ワイキキ・クルーズ・キオスク

アドベンチャー・クルーズ、サンセット・カクテル・クルーズなど各種ツアーが、ヒルトン・
観賞する金曜の夜のビュッフェディナー・クルーズは特に人気が高いため、お早めにご予約

ください。船上のバーでは、ドラフトビールをご用意。また、各ツアーにはライフガードの
資格を持つ熟練クルーが乗船しているので安心です。初心者から認定ダイバーまでを対象に
したスキューバダイビング・ツアーも毎日実施しています。毎年冬から春にかけてハワイの

海にやってくる巨大なザトウクジラに会いに行くホエールウォッチング・クルーズについても
お問い合わせください。ご予約は、ツアーズ＆アクティビティーズ・デスク（内線29）まで。

Don’t forget
your room key.
Your key is needed for
access into Paradise Pool.
パラダイスプールへの入場には、
ルームキーが必要です。
ご利用の際は、キーのご持参を
お忘れなく！
Reorder w/changes
Revision #4
job:95479-Beach & Pool Towel Card (f) Blue 2995

Please present this towel card at the Super Pool,
Beach Stand, Lagoon Stand, Paradise Pool or
Tapa Pool in exchange for one towel.
Return towel to any of the above towel stands to
retrieve card.
Please return towel cards with your room keys
in any of our express checkout boxes to avoid a
$10 charge per card.

Four pools for everyone to enjoy
Super Pool - Waikiki’s Largest
This 10,000 sq. ft. pool is steps away from the
beach between the Rainbow Tower and The
Ali‘i Tower. Separate keiki (children) pool with
shallow swimming area for younger guests.
Paradise Pool - Endless Fun
The 5,000 sq. ft. family activity pool boasts
the longest slide in Waikiki and a 77 ft. lava
tube. The two-tiered freshwater pool, bordered
by lava rock formations, has three waterfalls
and two heated whirlpools.
Tapa Pool - Tropical Paradise
Beautiful tropical setting for sunbathing and
swimming, centrally located between the
Tapa Tower and Diamond Head Tower.
Cabana rentals available daily.
Kalia Pool - Adults Only Pool (18+ years)
This inviting pool displays mosaic-tiled lei
of tropical Hawaiian flowers and a whirlpool
accented with Hawaiian ginger mosaic.
Located on the fourth floor adjacent to
Mandara Spa and the fitness center.

スーパープール 〜 ワイキキ最大規模

レインボー・タワーとザ・アリイの間のビーチサイドに

位置する広さ930平方メートルのメインプールです。
子供用プールも併設されています。

パラダイスプール 〜 エンドレスファン

溶岩と３つの滝に囲まれた460平方メートル、２段構造
のアクティビティプール。ワイキキ最長の全長23mの

溶 岩ウォータースライダーと温 水ジャグジー２つが
含まれ、ご家族連れに最適です。

タパプール 〜 トロピカルパラダイス

リゾートの中心部、タパ・タワーとダイヤモンドヘッド・

タワーの間にあるトロピカルな雰囲気あふれるプール

です。プールサイドに設置されたプライベートカバナ
テントをレンタルし、さらに贅沢なひとときを。
カリアプール 〜 大人専用（18歳以上の方）

トロピカルフラワーレイのモザイクプールとハワイアン

ジンジャー模様のジャグジープールが印象的な落ち
着いた大人専用プールです。18歳以上の方にご利用
いただけます。場所は、カリア・タワー４階のマンダラ・
スパとフィットネスセンターの隣です。

BEACH & POOL TOWELS ビーチ＆プールタオル

POOL & TOWEL
STAND HOURS

job:95479-Beach & Pool Towel Card (b) Blue 2995

プール＆タオルスタンド営業時間
Hilton Hawaiian Village offers four pools for
your enjoyment: Paradise Pool*, Super Pool,
Tapa Pool, and Kalia Pool.
タオルカードは、
ルームキーと一緒にエクスプレス・チェックアウトボックスにご返却
ください。
未返却のタオルカードは1枚につき$10を請求させていただきます。

TAPA POOL
Pool..............................................8:00am–10:00pm
Towel Stand ............................... 9:00am–9:00pm
KALIA POOL..............................7:00am–8:00pm
Adults Only (18+ years)
BEACH TOWEL STAND........ 8:30am–5:00pm
(next to Hau Tree Cantina)
LAGOON TOWEL STAND
Towel Stand......................................9:30am–Dusk

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジは、個性異なる大小

Present towel card in exchange for one towel
at any of the four stands listed above.

タパプール、カリアプール）を完備しています。

Please return the towel cards to the Super
Pool, Paradise Pool, or Express Check-Out
Box upon check out or anytime prior to avoid
a $10 charge per card.

スーパープール、パラダイスプール、ビーチスタンド、
ラグーンスタンド

４つのプール（パラダイスプール*、スーパープール、

パラダイスプール*

プール..................................................8:00am–7:00pm

ウォータースライダー....................10:00am–5:00pm

タオルスタンド................................. 9:30am–6:30pm

スーパープール

プール..............................8:00am–10:00pm (土〜木）
8:00am–5:00pm、8:00pm-10:00pm（金）

タオルスタンド.................9:00am–6:00pm（土・日）
9:00am–5:00pm（金）

タオル１枚と交換していただけます。

大人専用（18歳以上の方）

•

ご使用済みのタオルは、いずれかのスタンドにご返却

ビーチタオルスタンド................ 8:30am–5:00pm

ープール、パラダイスプール、またはエクスプレスチェック
アウトボックスにお返しください。返却されなかった
場合、１枚に付き10ドルを請求させていただきます。

１日： $125* 9:00AM–5:00PM

半日： $75* 9:00AM–1:00PM または
1:00PM–5:00PM

1つのカバナにつき、６名様までご利用可
以下のアメニティが含まれます：

スペシャルリゾートタオル、冷蔵庫、セーフティボックス、
氷、ラウンジチェア (追加可)、ボトルウォーター２本
*料金には税金は含まれておりません。

OCEAN & LAGOON
WATER CRAFTS

Beach service opens at 8:30am
All rentals must be returned by 4:30pm
Surfboards: All-day or 2-hour rentals
Two-person Kayaks: 1-hour or 2-hour rentals
Waterbees (lagoon only): 1-hour or 2-hour rentals

For rentals, visit the Waikiki Beach Activities
Lagoon Stand.
ビーチサービスは毎朝８時30分より営業。すべての

レンタル用具は午後４時30分までにご返却ください。
サーフボード：１日 または ２時間レンタル

２人乗りカヤック：１時間 または ２時間レンタル

ラグーンのそばのワイキキ・ビーチ・アクティビティーズ・

カリアプール................................. 7:00am–8:00pm

タオルカードは、チェックアウト時または事前にスーパ

です。日陰の涼しいプライベートスペースで、お友だちや

タオルスタンド ................................ 9:00am–9:00pm

プール...............................................8:00am–10:00pm

タオルカードは、右記の５つのスタンドで、ビーチ

•

過ごすひとときには、タパプールのカバナテントが理想的

ウォータービー（足こぎボート）ラグーンのみ：

•

換えします。

まぶしい陽光が燦々と降り注ぐプールサイドでのんびり

タパプール

ご 滞 在中、ホテルのビーチタオルをご利用になる

ください。新しいタオルまたはタオルカードとお引き

*Prices exclude tax.

ビーチ＆ラグーン用具

•

お客様は、フロントでタオルカードをご入手ください。

As the Hawaiian sun heats up, the Tapa Pool
Cabanas are the ideal setting for poolside
relaxation. Enjoy the privacy of the cabanas
with friends and family.
Black Full Day: $125* 9:00am–5:00pm
Half Day: $75* 9:00am–1:00pm or
			 1:00pm–5:00pm
		
Limit of 6 guests per Cabana
Cabana Amenities include: Special Resort Towels,
Refrigerator, Safe, Ice, Lounge Chairs (extra chairs
available), and Two Bottles of Water.

ご家族といっしょに贅沢なリラックスタイムを。

Obtain one towel card at the Front Desk for
each towel you wish to utilize during your stay

•

Call: (808) 846-6199

to be
printed on white stock
SUPER
POOL
(Sat–Thurs)
(standard head-to-head back-up)
Pool......................8:00am–10:00pm
8:00am–5:00pm, 8:00pm-10:00pm (Fri)
Towel Stand ............9:00am–6:00pm (Sat–Sun)
9:00am–5:00pm (Fri)

•

Return your soiled towel to any of the four
stands listed in the sidebar in exchange for a
fresh towel or to retrieve your towel card.

タパプール・カバナ

ご予約：(808) 846-6199

* Room key required

•

TAPA POOL CABANAS

PARADISE POOL*
Pool............................................... 8:00am–7:00pm
Pool Slides.................................10:00am-5:00pm
Towel Stand................................ 9:30am–6:30pm

Super Pool, Beach Stand, Lagoon Stand,
and Paradise Pool

•

Black

(ハウ・ツリー・カンティーナの隣)

ラグーンタオルスタンド................ 9:30am–夕暮れ
*パラダイスプールへの入場にはルームキーが必要です。

１時間 または ２時間レンタル

スタンドにお立ち寄りください。

The Shops

at Hilton Hawaiian Village

®

Enjoy 80 shops and services at Hilton Hawaiian Village. Get Discounts from our
Village Experience Passport which you can pick up at any Concierge, Guest Welcome
Center, or Hilton Grand Vacations Club Information Desk.
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ内に集まる80のショップでお買い物三昧の一日を！

ディスカウントや特典が満載の『ビレッジ・エクスペリエンス・パスポート』を活用するとさらにお得です。
コンシェルジュ、ゲストウェルカムセンター、またはヒルトン・グランド・バケーション・クラブ案内デスクで
ピックアップしてお楽しみください。

TORI RICHARD トリ・リチャード
MAUI DIVERS JEWELRY

Ext. 74113 Rainbow Bazaar
Boat Day Aloha
At Tori Richard, we love print and we love color. We are
always in a resort state of mind and offer that to you in
the finest selection of one-of-a-kind prints and unique
fabrications for men, women, and kids.

マウイ・ダイバーズ・ジュエリー

Ext. 74083 Main Lobby
Plumeria Ring with Diamonds in 14K Yellow,
Rose, and White Gold.
Maui Divers Celebrates Hawaii’s romantic culture with
this lovely 14K yellow gold ring adorned by diamond
accented plumerias. Traditionally worn in one’s ear to
symbolize relationship status in Hawaiian culture, the
plumeria also represents positivity and is used in the
tradition of lei making. Wearing this ring is a reminder
to celebrate the beauty of life, each waking day.

ALOHA UKULELE

アロハ・ウクレレ

Ext. 74326
Kalia Tower

MARTIN & MACARTHUR

マーティン＆マッカーサー

ALOHA IMAGINATION LLC

アロハ・イマジネーション LLC

Shell Bazaar
Hawaiian Style Insulated Water
Bottles Our insulated bottles keep
drinks cold up to 24 hours or warm up
to 12 hours. With the elegant Hawaiian
style print, they are great pieces of
artwork and souvenirs from Hawaii.

KONA MOUNTAIN COFFEE

コナ・マウンテン・コーヒー

Ext. 75901 Rainbow Bazaar
Peaberry and Private Reserve Kona
Coffee All of Kona Mountain’s coffee is 100%
Kona, grown and roasted by us. We also make
gourmet handmade chocolates in our Kona
store and offer chocolate dipped pineapple.
Stop by and try a sample of our coffee!

Ext. 74127 Tapa Tower
Koa watches with radiant blue
mother-of-pearl faces Made with Martin
& MacArthur curly Koa from the Big Island.
Variety of styles including Swiss-made
Ronda movements and self-winding styles.
For men and women. Fully adjustable for
any wrist size. From $545.

Handcrafted
Kamaka Ukulele and
Hawaiian jewelry and
souvenirs. Friendly and
knowledgable service.

PEARL FACTORY

パール・ファクトリー

Ext. 74134
Rainbow Bazaar
Maile Pendant with
Diamonds in 14K Yellow,
White, or Rose Gold
Original. Authentic. And
part of Hawaii for more
than 30 years.

SHOE EMPORIUM

シュー・エンポリアム

Ext. 74120 Tapa Tower
Visit Shoe Emporium for a
wide selection of shoes and
fine resort wear.

MAKING WAVES メイキング・ウェイブス
Ext. 74310 Kalia Tower
Hot Water Separates $19.95 each

BOUTIQUE SHARON ブティック・シャロン
Ext. 74073 The Ali‘i
Pandora Jewelry Boutique Sharon
features Hawaii exclusive charms along with
other unique boutique items. We feature
Internationally known name brands such as
Jams World, Tori Richard, Eric Javis New
York, Harari, Ann Namba, and more.

WINI’S JEWELRY

ウィニズ・ジュエリー

Ext. 74082
Diamond Head Tower
Larimar Collection
Natural Larimar set
in genuine .925 Sterling
Silver designed by our
beautiful Hawaiian Islands.

HONOLULU HARLEY-DAVIDSON

ホノルル・ハーレー・ダビッドソン

Ext. 74098 Rainbow Bazaar
Providing limited Honolulu HarleyDavidson products designed
exclusively for Hawaii. A variety
of t-shirts, Aloha shirts, caps, and
accessories reflecting multiple
perspectives of the islands, including
beach scenics, hula girls, Hawaiian
prints, and military inspired designs.

ELENA HAWAII

エレナ・ハワイ

FLIP FLOP WORKSHOP

LEON OF COPENHAGEN

レオン・オブ・コペンハーゲン

Ext. 74099 Lagoon Drive
Hairstyling and Barbershop. Featuring
Matrix and Paul Mitchell Products.

フリップフロップ・ワークショップ

Ext. 69021 Shell Bazaar
Design your own custom flip flops! Bring
the family for a fun, creative activity after
a day of sun and sand. Enjoy making a
unique “flip flop work of art.”

Ext. 74108
Rainbow Bazaar
14K Wire Name
Necklace and Bangle
Custom order your
name in 14K GF –
available in one day.

NEW

HONOLULU COOKIE COMPANY

ホノルル・クッキー・カンパニー

NA HOKU ナ・ホク
Ext. 74026
Rainbow Bazaar
Diamond Head Pendant with
Diamonds available in 14K Yellow,
White, or Rose Gold.
An incomparable collection of
Hawaiian and Island Lifestyle jewelry.

Ext. 74091 Rainbow Bazaar
Along the Rainbow Bazaar, you’ll notice the
warm smell of freshly baked shortbread
cookies. Stepping inside Honolulu Cookie
Company, you’ll be greeted with Aloha
and invited to sample our many flavors to
discover your favorites. Find a perfect gift
with tastes inspired by Hawaii to keep as
a reminder of your visit, or to share with
family and friends.

OLUKAI オルカイ
The Ali‘i
Aloha and welcome to Hawaii, we love sharing culture and community with you and often
host events and give-back days through the store. So come by, talk story with us and explore
exclusive OluKai products over in the Ali‘i Tower. It’s all in our name, Olu means Comfort
and Kai means Ocean, we guarantee that our shoes and sandals will make your trip more
pleasurable and provide long-lasting memories once you are back home.
For more information, please call (808) 312-3302

HAPPY WAHINE

ハッピー・ワヒネ

VOLCOM ボルコム
Ext. 74066 Rainbow Tower
Primo Beer Boardshort The Volcom x Primo
collaboration captures the Hawaiian lifestyle
and is perfect for the beach, pool, or boat;
with that, kick back, relax, and enjoy the
Aloha. The Primo Beer Boardshort includes
two pockets specifically designed to hold
Primo Beer cans.

Ext. 74067 Rainbow Bazaar
Reversible Tote in Black Hibiscus
Our two-color hibiscus reversible
tote is locally designed and a great
companion for work, leisure, or travel.
This handbag comes as a set with an
additional crossbody bag inside.
MOANA QUILTS モアナ・キルト

BLUE GINGER ブルー・ジンジャー
Ext. 69317 Tapa Tower
Ladies Pant Set
White-Blue Batik Flower Print
Voyage Top $58
Mango Capri $56
Blue Ginger features tropical resortwear
perfect for any island occasion.
Exclusively designed prints and clothing
for all ages.

CRAZY SHIRTS クレイジーシャツ
Ext. 74055 Rainbow Bazaar
Short-Sleeve Hawaii Woodie Chile Classic
Crewneck T-Shirt $35 Woodies were the
rides of choice for surfers back in the day
because they were big, cheap, and easy to
find. Made using our exclusive specialty dying
process that uses real chile peppers and
featuring 100% combed ring-spun cotton, this
T-Shirt has 50+ SPF protection to keep you
feeling cool, calm, and protected all year long.
Plus, it is proudly printed in the United States
for quality you can see and designs that stand
the test of time.

Ext. 74054 The Ali‘i Tower Plaza
Ext. 74175 Tapa Concourse
Waikiki’s largest collection of traditional and
contemporary Hawaiian Quilts.

PICK-A-PEARL ピック・ア・パール
Ext. 74088 Tapa Tower
Maile Pick A Pearl Pendant
with Diamonds in 14K Yellow Gold
With Pick A Pearl, the excitement
starts when you select your oyster. A
luminescent jewel emerges, and your
pearl’s unique color and quality are
discovered. It’s Hawaii’s most popular way
to create your own custom pearl jewelry!

ANGELS BY THE SEA HAWAII

エンジェルズ・バイ・ザ・シー・ハワイ

Ext. 74069 Rainbow Bazaar
Angels by the Sea Hawaii brings locally
designed island inspired clothing to The
Rainbow Bazaar. Whether you’re out
on the town or relaxing at the beach,
have something that will make you feel
beautiful and comfortable all day long.
We even have matching outfits for the
entire family.

MAUI CLOTHING COMPANY

マウイ・クロージング・カンパニー

Ext. 74308 Kalia Tower
¾ Sleeve Tropical Top $59.95

The Shops at Hilton Hawaiian Village
CHECK
THIS

ĀNUENUE

®

KARIZA カリザ
Kariza offers a range of casual, beach,
resort, and formal wear for men,
women, and children. Visit any of
our four locations for unique apparel
crafted from the finest materials.

アヌエヌエ

Hilton Hawaiian Village Logo Store
Ext. 74125 Main Lobby
Signature Ānuenue Collection
Pamper yourself with our luxurious Coconut
Papaya tropical amenities, gently formulated
with natural, rich ingredients and soothing
botanical extracts such as Ginger Root, Red
Algae, Chamomile, Calendula, Witch Hazel,
Honey, Papaya, Pineapple, Mango,
Aloe, Jojoba Oil, and nourishing
Coconut Oil.

Kariza Magic Skirt
Main Lobby
Silk skirts from India that can
be worn 100 different ways
Kariza Boutique
Ext. 74078 Rainbow Tower
100% pure silk attire from Italy, including
our wildly popular multi-wear dresses
Blanco by Nature
Ext. 74126 The Ali‘i
100% white cotton attire from Peru
in various colors and styles

TABORA GALLERY タボラ・ギャラリー
Ext. 74129 Tapa Tower
For over 36 years, Roy Tabora’s
captivating paintings of the sea, bathed
in the light of sunrises, sunsets, moon
glows, and mystical rainbows, have
been a favorite of seasoned collectors
the world over. Tabora Gallery features
more than 10 of his colleagues who
share his passion for art and love of the
Islands, fulfilling the desires of local
and international collectors for over
20 years, offering original paintings,
giclées, and sculptures.

Kariza by the Sea
Ext. 74087 Rainbow Bazaar
100% white cotton attire from Peru
in various colors and styles

LAPPERT’S HAWAII
ラパーツ・ハワイ

Ext. 74152 Rainbow Bazaar
Ice Cream, Coffee, and Bakery
Ice cream handmade in Hanapepe,
Kauai since 1983, also serving a
variety of Hawaiian coffees, full
espresso bar, and baked goods.
We're open early at 5:30am, visit us
for your morning coffee!

SOHA LIVING ソーハ・リビング
Ext. 74101 Rainbow Bazaar
Our Waikiki Signature Diffuser has notes
of coconut cream, pineapple, and vanilla
extract. Made in Hawaii with Aloha and
lasts for 2 years.

KIDS MEAL
Camp Penguin Kids Meals are full of flavor
and fun! Join us at Tropics Bar & Grill and try
one of our great Camp Penguin Kids Meals!
Open 7:00am–10:00pm
Located beachfront at The Ali‘i
Serving Breakfast, Lunch, and Dinner
Live afternoon entertainment daily.

Fun at the Beach
Hawaiian Culture

トロピックス・バー＆グリルで

おいしい「キャンプ・ペンギン・キッズミール」を
お楽しみください！

Daily Children’s Program

7:00AM〜10:00PM

LEARN ABOUT HAWAII. IT’S FUN!

ザ・アリイ１階 ビーチフロント
朝食、ランチ、ディナー

午後のライブエンターテイメント（毎日）

遊びながら学べるキッズ・プログラム「キャンプ・ペンギン」
Children’s Program Daily
Full and Half Day Programs, Ages 5–12
The best children’s program in Waikiki.
Kids learn about Hawaii through
storytelling, crafts, and fun activities at
the resort. And, almost every day visit
an exciting Honolulu attraction, such
as the Honolulu Zoo, Waikiki Aquarium,
Bishop Museum, and the Hawaii Children’s
Discovery Center. For more information,
visit our Tours & Activities Desk in the
Main Lobby and sign-up in our Camp
Penguin reservations book. 24-hour
advance sign-up is required.

１日＆半日プログラム

毎日開催 | 5〜12歳対象
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジのキッズ・プログラム

Bishop Museum

FREE T-Shirt
when you sign up!
参加者全員にTシャツ
プレゼント！

「キャンプ・ペンギン」は、語り聞かせやクラフト、
アクティビティを通して、楽しみながらハワイが

学べるエキサイティングな体験です。プログラムに
は、ホノルル動物園やワイキキ水族館、ビショップ・
ミュージアム、ハワイ・チルドレンズ・ディスカバリ
ー・センターといった人気スポットへの遠足もほぼ
毎日含まれます。ワイキキ・ナンバーワンのキッズ・

プログラム「キャンプ・ペンギン」のご予約・お問い
合わせは、メインロビーのツアーズ＆アクティビティ
ーズ・デスクにて。必ず24時間前までにお申し込み
ください。

Waikiki Aquarium

FAMILY MOVIE NIGHT

HILTON HAWAIIAN VILLAGE

ファミリームービーナイト

WALKING TOUR & ISLAND ORIENTATION

Wednesday and Saturday at Sundown

ウォーキングツアー＆アイランドオリエンテーション

Gather the family and enjoy a fun movie night
under the Hawaiian stars. Visit the Activities
Desk for the list of movies and location.

Join our free Walking Tour and Island Orientation and discover
the hidden history, flora, and fauna of our 22-acre beachfront
resort. You will get the “inside scoop” on where and how to
explore the Island of Oahu.

水曜と土曜の夕暮れ
澄んだハワイの星空の下、家族全員で映画鑑賞を。

上映スケジュールおよび場所は、アクティビティーズ・

• Tours: Monday and Wednesday—Friday at 10:00am and 1:00pm
• Meet at the Great Lawn (fronting the Duke Kahanamoku Lagoon)

デスクでご確認ください。

緑豊かなトロピカルガーデンが広がる９万平方メートルのリゾート内を

歴史にまつわる話や植物についての解説を聞きながら散策しませんか？
オアフ島観光のお宝情報もゲットできるチャンスです。参加無料。

•
•

TOURS & ACTIVITIES

Rental of devices for watching Japanese
television in your room.

Make the most of your vacation by visiting the
Tours & Activities Desk. Our island experts
can help you with anything from popular Oahu
tours to extreme ocean adventures. Don’t
forget to ask for your free island gift with
every activity booked! Visit our desk in the
Main Lobby (7:00am-9:00pm) or in Tapa Tower
(9:00am-5:00pm), or call ext. 29.

ザ・アリイのスターバックス近く

バケーション中のアクティビティや観光のことは、ビレッジ

J-SERVICE J-サービス
Next to The Ali‘i Starbucks, Ext. 74116

お部屋で日本のリアルタイム番組40ch以上、
過去２週間分も観れる手の平サイズ機器が
レンタルできます。
スポーツ観戦をリアルタイムで応援しよう！
ヒルトンホテル滞在の方のみ２日以上レンタルで
１日無料。
お電話での問い合わせ：内線74116 (808)445-0621
Eメール：info@j-service.org

6:30 AM

SUNDAY (日)

Aerobics*

ツアーズ・アンド・アクティビティーズ

オアフ島観光や

アクティビティのご案内・ご予約は

何でもツアーズ＆アクティビティーズ
デスクにおまかせください！

相談ください。ただ今、アクティビティご予約の方にすて
きなハワイアンギフト進呈中！メインロビー（7:00AM–

9:00PM）またはタパ・タワー（9:00AM–5:00PM）の

デスクにお気軽にお立ち寄りください。お電話でのお問い

Pearl Harbor

合わせは内線29まで。

デイリー・リゾート・アクティビティ

MONDAY (月)

TUESDAY (火)

Yoga*

Aerobics*

Village Green

ビレッジグリーン

ビレッジグリーン

ヨガ*

WEDNESDAY (水)

Yoga*

THURSDAY (木)

Yoga*

FRIDAY (金)

Tai Chi*

SATURDAY (土)

Yoga*

Village Green

Village Green

Village Green

Village Green

Village Green

ビレッジグリーン

ビレッジグリーン

ビレッジグリーン

ビレッジグリーン

ビレッジグリーン

エアロビクス*

ヨガ*

ヨガ*

太極拳*

Hula Implements*

9:00 AM

Lei Making*

ヨガ*

Lei Making*

Village Green

Paradise Lounge

ビレッジグリーン

パラダイスラウンジ

フラインプリメンツ
（道具）
*

10:00 AM

Discover the
island by visiting the
Tours & Activities Desk
and book your next Oahu tour.

から究極のオーシャンスポーツまで、何でもお気軽にご

Village Green
エアロビクス*

集合場所： グレートローン（デューク・カハナモク・ラグーンのそばの芝生エリア）

内のツアーズ＆アクティビティーズ・デスクへ。島内観光

DAILY RESORT ACTIVITIES
HOURS (時間)

開催日時： 月・水・木・金曜 10:00AM および 1:00PM

レイメーキング*

Paradise Lounge

パラダイスラウンジ

パラダイスラウンジ

レイメーキング*

*Please sign up for the activity in the
binder in the Main Lobby. Activities
and times are subject to change
without notice. Please present your
DVD Now Card. On rainy days, we
will provide indoor locations for
outdoor activities.
* 印のついたアクティビティは、メインロビー

Lei Making*

Paradise Lounge

Sign Up!

内のアクティビティ・ブックで事前にお申し
込みください。アクティビティの内容と時間

レイメーキング*

は予告なしに変更になる場合がございます。
参加の際にDVDNowカードをご提示くだ

Ukulele Lesson*

Ukulele Lesson*

Paradise Lounge

11:00 AM

Paradise Lounge

ウクレレレッスン*

ウクレレレッスン*

パラダイスラウンジ

パラダイスラウンジ

Hula Lesson

Hula Lesson

Village Green

11:30 AM

Village Green

フラレッスン

フラレッスン

ビレッジグリーン

Lei Making*

1:00 PM

2:30 PM

ビレッジグリーン

Lei Making*

Paradise Lounge

Paradise Lounge

パラダイスラウンジ

パラダイスラウンジ

パラダイスラウンジ

Hula Lesson

Hula Lesson

レイメーキング*

レイメーキング*

Village Green
フラレッスン*

ビレッジグリーン

SUNDOWN

Lei Making*

Paradise Lounge

Movie Night
ムービーナイト

レイメーキング*

Games & Crafts*

For Keiki / Village Green
ケイキ（キッズ）
ゲーム＆クラフト*
ビレッジグリーン

Village Green
フラレッスン*

ビレッジグリーン

Movie Night
ムービーナイト

さい。雨天の場合、屋外アクティビティは屋
内のロケーションに移動して開催されます。

Resort Services

THE AKALĀ CHAPEL
Located next to the Village Green
We offer a variety of arrangements from a vow
renewal gazebo wedding to an intimate chapel
wedding. Please contact Sharnel at (808) 478-4052
or email us at hnldestination@watabe.com
ジ・アカラ チャペル

緑の芝生が広がる美しいビレッジグリーンのそばに立つ
白亜のチャペルで、憧れのハワイアンウェディングを。

TOUR & SHUTTLE TRANSPORTATION

少人数ウェディングから、ガゼボでのバウリニューアルまで
ご希望に沿ったセレモニーをプロデュースいたします。

The Pick-Up/Drop-Off location for Shuttles and
Tours is located at the Bus Terminal at The Grand
Islander (see map for location).

お気軽にご相談ください。Tel (808) 478-4052（Sharnel)、
Eメール hnldestination@watabe.com

ツアー＆シャトルバス送迎場所

ツアーおよびシャトルバスの送迎場所は、

ザ・グランド・アイランダーのバスターミナルです。
(位置はマップ参照)

NATIONAL CAR RENTAL
National Car Rental offer a large selection of
cars, convertibles, SUV’s, and more. We’re located
right here at the resort at the Rainbow Bazaar.
Call ext. 64 from your guest room phone or
reserve online at Nationalcar.com to make
your reservation. Our hours of business are
7:00 am–3:00 pm.

Visit the Transportation Desk in the Main Lobby,
call ext. 70773, or email: hhv@speedishuttle.com.
Only $16 per seat to the airport. You can be
assured of having a comfortable, worry-free ride
back to the airport at the end of your stay, by
booking your airport return reservation now.

ナショナル・レンタカー

スピーディシャトル

リゾート内レインボー・バザールのナショナル・

メインロビー内トランスポーテーション・デスク

レンタカー・カウンターでは、コンバーティブルや

内線70773 | Email：hhv@speedishuttle.com

SUVを含む、さまざまな車種を取り揃えています。

空港まで わずか$15.99（１人当たり運賃）

内線64またはNationalcar.comにてご予約

ホノルル空港までの交通は、リゾートシャトルサービス

ください。カウンター営業時間：7:00AM〜3:00PM

SpeediShuttle（スピーディシャトル）が安心・便利。

高級シャトルで快適にお送りします。今すぐご予約を。

Enjoy a private ride to the Airport ($29) and
Pearl Harbor ($39). Flat Rates are one way,
per car. Call ext. 75255 for reservations and
information or find them at any porte cochère.

LUGGAGE STORAGE
Located in the Diamond
Head Tower. If you have
any questions, please dial
ext. 41. (See map)

UBER/LYFT PICK-UP

ダイヤモンドヘッド・タワー内

詳しくは、内線41にお問い合わせ
ください。(位置はマップ参照)

ザ・ベスト・ハワイ・ウェディング

チャーリーズタクシー

プライベートに。空港まで$29、パールハーバーまで

ウーバー／リフトのピックアップ場所

ロマンチックなウェディングを。

内線75255まで。チャーリーズタクシーは、ビレッジ内

ダイヤモンドヘッド・タワーです。(位置はマップ参照)

$39（１台一律片道料金）。ご予約・お問い合わせは、

ウーバーおよびリフトのピックアップ場所は、

各ロビーの車寄せにて常時待機しています。

住所：150 Paoa Place（パオア・プレイス）

DIAMOND HEAD
APARTMENTS

ザ・グランド・アイランダー
ツアー＆シャトル送迎場所

THE GRAND
ISLANDER

TAPA CONFERENCE
CENTER
• Honolulu Suite
• Iolani Suite
• Tapa Ballrooms

Port Hilton

THE ALI‘I

DIAMOND HEAD TOWER

手荷物お預かり
カウンター

The AKALĀ
Chapel

ザ・アリイ

ALI‘I
TOWER
PLAZA

Starbucks

PACIFIC
OCEAN

Tropics Bar
& Grill
Wiki Wiki
Market

TAPA POOL

SUPER POOL
スーパープール

Tapa Bar

Hau Tree
Cantina

Front Desk
フロントデスク

Rainbow Lanai

Lobby Bar

Lobby
Rainbow Drive

Paradise
Lounge

Bali Steak
& Seafood

RAINBOW TOWER

ヒルトン・ハワイアン・ビレッジの前に広がる絵のように
美しいビーチで、サプライズプロポーズまたは最高に

お問い合わせ：(808) 829-1423（テキストメッセージも可）、
Eメール thebesthawaiiwedding@gmail.com

または thebesthawaiiwedding.comをご覧ください。

Ext. 74160
Diamond Head Tower
Xerox Business Services offers
a wide variety of business and
travel related services! This
includes temporarily storing
your luggage and providing all forms of outbound
shipping! Come visit us on the ground floor of
the Diamond Head Tower or call us on in-house
ext. 74160; outside line: (808) 949-0656. We look
forward to serving your business and travel needs
while here in Hawaii!
ゼロックス・ビジネスセンター

内線74160 または (808) 949-0656
ダイヤモンドヘッド・タワー１階

旅先でのビジネス＆トラベルニーズは、何でも

ゼロックス・ビジネスセンターにおまかせください！

Rainbow Bazaar

KALIA TOWER
KALIA
EXECUTIVE
CONFERENCE
CENTER

お荷物の一時預かり、発送などのご用命も承ります。
ご来店をお待ちしています！

ve

Starbucks

MID-PACIFIC CONFERENCE CENTER

Parking
Entrance
駐車場入口

• Coral Ballroom
• Coral Lounge
• Nautilus Suite
• Sea Pearl Suite
• South Pacific Ballroom
• South Pacific Boardroom

Parking
Entrance

Lagoon D ri

oad

TAPA TOWER

K alia R

Uber/Lyft Pick-Up Area
150 Paoa Place

Luggage Center

サプライズ・プロポーズ or ウェディング

XEROX BUSINESS CENTER

Paoa Road
Tour & Shuttle
Pick-Up/Drop-Off

Surprise Marriage Proposal or Wedding
There is no better way to say “I Love You” than
a surprise marriage proposal or wedding on the
beach at the beautiful Hilton Hawaiian Village.
For more information, call or text (808) 829-1423,
email thebesthawaiiwedding@gmail.com, or visit
thebesthawaiiwedding.com

If you are using Uber or Lyft during your stay,
the pick-up area is at the Diamond Head Tower
(see map). Please use the address 150 Paoa Place.

オアフ島内の移動は、チャーリーズタクシーで快適＆

手荷物お預かりカウンター

THE BEST HAWAII WEDDING

STRAUB DOCTORS ON CALL

駐車場入口

DUKE KAHANAMOKU
LAGOON
デューク・カハナモク
ラグーン

LAGOON TOWER

Monday–Friday, 8:00am–4:30pm
Call (808) 973-5250
After Hours: (808) 971-6000
Doctors On Call provides immediate care for
a variety of illnesses. Visit docs-waikiki.us.
ストラウブ・ドクターズ・オン・コール
月〜金曜 8:00AM–4:30PM

GRAND WAIKIKIAN
Ala M

oana

Tel (808) 973-5250

時間外 (808) 971-6000

B l vd .

Lagoon
Grill

White Beach
Chapel

Kahanamoku Lane

旅先での病気やケガは、ビレッジ内の

ストラウブ・ドクターズ・オン・コールへ。
ホームページ：docs-waikiki.com

All information subject to change without notice.

