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緑あふれるカウアイ島「カウアイ・マリオット・リゾート」より 

エグゼクティブシェフが来日！ 

本場ハワイアンメニューをディナー＆ランチで提供 

 

場所：レストラン「ラウンジ＆ダイニング G」（1 階） 

期間：2018年 7月 1日（日）～ 8月 31日（金） 

 

東京マリオットホテル(東京都品川区 総支配人：飯田雄介)では、2018年 7月 1日（日）～ 

8 月 31 日（金）までの期間、世界に愛されるデスティネーション、ハワイの魅力を満載し 

た「Aloha Marriott Experience 2018（アロハ マリオット エクスペリエンス）」を 

開催します。ホテル 1 階レストラン「ラウンジ＆ダイニング G」では、ガーデン 

アイランドと呼ばれ日本人観光客からの注目が近年高まっている、雄大な自然が魅力の 

ハワイ・カウアイ島にフィーチャーした期間限定メニューを提供いたします。「カウアイ・ 

マリオット・リゾート」のエグゼクティブシェフ、ガイ・ヒガ氏が来日して提供する 

スペシャルディナーや、ハワイアングリルが愉しめるディナーコース、彩り豊かなハワイ 

アンメニューが並ぶランチブッフェなど、本場ハワイの味をマリオットスタイルでお届け 

します。カウアイ島の自然を思わせる、御殿山のまばゆい緑に包まれた東京マリオット 

ホテルでご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京マリオットホテル 

東京都品川区北品川 4-7-36 

ハワイアン グリル コンボディナー イメージ （2 名様分） 
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Hawaiian KAUAI Dinner ハワイアン カウアイ ディナー 

カウアイ・マリオット・リゾートのエグゼクティブシェフ、ガイ・ヒガ氏が監修してお届け 

するディナーコース。数々のハリウッド映画で撮影地に使用されるほどのカウアイ島の 

雄大な自然をイメージした、本場ハワイの彩り豊かなメニューをお楽しみください。また、 

8月 3日（金）～5日（日）の 3日間限定で、シェフの来日を記念したスペシャルディナー 

イベントを開催。イベントでは、ガイ・ヒガ氏が「ラウンジ＆ダイニング G」で腕をふるう 

ほか、華麗なハワイアンフラダンスが夏の夜を盛り上げます。 

 

期  間： 2018年 8月 3日（金）～8月 31日（金） 

時  間： 17:00～22:00（L.O.） 

料  金： 1名様 \7,500 

 

日 時：2018年 8月 3日（金）、4日（土）、5日（日） 

時 間：17:00～22:00 

フラダンスショー：①19:30～ ②21:00～ 1日 2回公演 

 1995 年、カウアイ・マリオット・リゾート開業とともにエグゼクティブシェフに 

就任し、開業から現在まで、ホテルレストラン 5 店舗そして宴会の料理を統括。 

アジアや欧米など様々な国や地域の食文化とハワイの食文化を融合させ、カウアイ 

島の新鮮なローカル食材の新たな魅力を発信しています。 

ハワイアンフラ・タヒチアンダンスをメインにポリネシアンダンスを指導、創立 21 

年を迎える都内でも屈指のダンススタジオ。オリジナルステージをはじめ、ボラ 

ンティアからコンペティションに至るまで、様々な舞台で精力的に活動し、好評を 

博しています。 

 

夏の夜を華やかに彩るハワイアンディナー 
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Hawaiian Grilled Combo Dinner ハワイアン グリル コンボディナー 

ハワイの伝統料理「カルアポーク」やガーリックシュリンプをはじめとする、東京マリオッ 

トホテルならではの“ハワイ”をテーマにしたディナーコース。厳選されたシーフードと 

ジューシーな肉の旨味が両方楽しめ、トロピカルなアクセントが夏の夜を彩ります。大切な 

人との語らいも弾むシェアスタイルでどうぞ。 

 

 

 

期  間： 2018年 7月 1日（日）～8月 2日（木） 

時  間： 17:00～22:00（L.O.） 

料  金： 1名様 \7,500 

Hawaiian Weekend Lunch Buffet ハワイアン ウィークエンド ランチブッフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

まばゆい陽光が差し込むラウンジ空間でお召し上がりいただく、週末と祝日限定のランチ 

ブッフェに本場ハワイアンメニューが登場。パティシエ特製の夏を彩る涼やかなスイーツ 

とともに、ハワイの魅力あふれるメニューの数々をご家族やご友人とご一緒にお楽しみ 

ください。 

 

期  間： 2018年 7月 1日（日）～8月 26日（日）※土日・祝日限定 

時  間： 12:00～14:30（L.O.）  

料  金： 1名様 大人\4,800 ／ 子供\2,800 

ハワイを味わう彩り豊かなランチブッフェ 

 

ランチブッフェ（イメージ） スイーツブッフェ（イメージ） 

ハワイアン グリル コンボディナー イメージ（2 名様分） 

◇アミューズ 

本日の前菜 

◇アペタイザー 

パッションフルーツ“リリコイ”ドレッシングの 

ハワイアンサラダ 

ハワイ伝統料理“カルアポーク”とマウイオニオン 

◇スープ 

オックステールスープ 

◇メインプレート 

ハワイ産シュリンプの“ガーリックシュリンプ” 

カジキマグロのグリル 

アンガス牛ハンギングテンダーのグリル 

G 特製ポリネシアンピラフと夏野菜のグリル 

◇デザート 

シェフ特製 本日のデザート 
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Share your Marriott Aloha !  
 

東京マリオットホテルでのハワイ体験をインスタグラムへ投稿し、 

ホテルオフィシャルインスタグラムをフォローいただくと、 

豪華賞品が当たるキャンペーンを開催します。 

 

 #aloha_tokyomarriott 

HP: http://tokyo-marriott.com/special/alohaexperience 
 

【参加手順】①ホテルオフィシャルインスタグラム（@tokyomarriott）をフォロー 

②お食事やイベント等の体験写真を、公式ハッシュタグと共にアップ 

【選考基準】東京マリオットホテルでのハワイ体験を最も魅力的に表現した投稿 

【賞  品】ハワイ「カウアイ・マリオット・リゾート」 

ハワイ「ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ」 

      ハワイ「ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ」 

ペア宿泊ご招待券など（1 組 2 名様） 

≪ご予約・お問い合わせ先≫ 

ラウンジ＆ダイニング G   TEL 03-5488-3929   

Email : info@tokyo-marriott.com HP : http://www.tokyo-marriott.com/restaurants/ 
※表示料金には、消費税・サービス料 10％を加算させていただきます。 

※記載のメニュー内容は、変更になる場合がございます。 
 
 
後援：ハワイ州観光局 

東京マリオットホテル 「Aloha Marriott Experience 2018」はハワイ州観光局の 

後援を受けて開催いたします。 

ハワイ州観光局 ウエブサイト www.gohawaii.jp 

ラーニングポータルサイト『Aloha Program』 http://www.aloha-program.com/ 
 
 

協賛：ユナイテッド航空 

ユナイテッド航空は、世界で最も広範囲なグローバルネットワークを誇るアメリカの航空 

会社で、現在、日本から米国本土 7 都市（サンフランシスコ、ロサンゼルス、デンバー、 

シカゴ、ヒューストン、ニューアーク／ニューヨーク、ワシントン D.C.）に加え、ホノル 

ル、グアムへ毎日運航しています。また、ユナイテッド航空とマリオットでは、共同 

プログラム「リワーズプラス」をお客様にご提供し、空の旅と現地でのご宿泊を合わせて 

ご利用いただけるステータスをご獲得いただけます。 
 
 
 
◇ハワイ マリオットホテルのご紹介 
 

カウアイ・マリオット・リゾート 

ハワイ・カウアイ島の東海岸沿いにあり、陽光まばゆいカラパキベイに抱かれたカウアイ・ 

マリオット・リゾートでは、ハワイ州最大級のプールのほか、海に臨むゴルフコース、 

スパ、5 つのレストランを完備。ご家族でのバケーションやご友人とのリラックスした 

旅行などに最適なホテルです。 
 
 
 

ワイキキ・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ 

世界的に有名なワイキキビーチや太平洋のすぐ脇にあり、絵のように美しく輝く 2 ヘクタ

ールの敷地が広がる素晴らしい環境です。5 つのレストランでは世界の味をお楽しみいた

だけるほか、地元の音楽を毎晩ライブでお届け。ダイヤモンドヘッド、きらめく市街の夜

景、海に沈む夕日など、さまざまな風景に包まれるラグジュアリーな客室でやすらぎのひ

とときをお過ごしいただけます。 
 

 

豪華賞品が当たる！ インスタグラムキャンペーン開催 

 

http://tokyo-marriott.com/special/alohaexperience
mailto:info@tokyo-marriott.com
http://www.tokyo-marriott.com/restaurants/
http://www.gohawaii.jp/
http://www.aloha-program.com/
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ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ 

豊かな大地と海の素晴らしい景色に恵まれたハワイ島のワイコロア・ビーチ・マリオット・ 

リゾート＆スパは、コハラコーストのビーチフロントに建ち、ハワイならではのサービス

でお客様をお迎えいたします。ゴルフコース、ショッピングモール、週に 2 回伝統的な 

ポリネシアンショー「サンセット・ルアウ」を開催するレストランを備えご家族での 

バケーションやリラックスしたロマンティック旅行、ビジネスミーティングに最適な 

ホテルです。 
 
 
 

マリオットホテルについて 
 

世界 64 以上の国と地域において、500 軒以上のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、次世代の旅行者に

きらめくような旅の体験を提供するべく、あらゆる面でお客様の滞在を進化させています。仕事とプライベートを融合

する傾向にある世界中の旅行者とより結びつきを強くするために、モバイルでの存在感を強化しています。マリオット

はスタイル、デザイン、テクノロジーを融合した「グレートルーム ロビー」や「モバイルゲストサービス」を導入する

など、革新的なアイデアで業界をリードしています。マリオット・ホテルは、業界の受賞歴あるロイヤリティプログラ

ム、マリオット リワード（ザ・リッツ・カールトン・リワードを含む）に参加しており、会員の方は、members.marriott.com

でスターウッドプリファードゲスト（SPG）とアカウントがリンクでき、エリートステータスのマッチングや無制限の

ポイント移行が可能です。詳しい情報は www.MarriottHotels.com をご覧ください。また、Facebook や Twitter

（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。 

 

 
本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 

東京マリオットホテル マーケティング 小幡・黒田 

E-mail：press@tokyo-marriott.com 

東京都品川区北品川 4-7-36 電話：03-5488-3913  FAX：03-5488-3903 


