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Press Release 
2019 年 6 月 5 日 

 

東京マリオットホテル 
 
 

ハワイの歴史あるカウアイ島の魅力を凝縮 

“ガーデンアイランド”に触れる全館プロモーションを開催 

「Aloha Hawaiian Experience 2019」 

協賛：カウアイ・マリオット・リゾート 

期間：2019 年 7月 1日（月）～8月 31日（土） 

 

東京マリオットホテル(東京都品川区 総支配人:河本浩)では、2019年 7月 1日(月)～8月

31 日(土)の期間、大自然に囲まれた高級リゾート地として知られるハワイ・カウアイ島の

魅力を満載したプロモーション「Aloha Hawaiian Experience 2019(アロハ ハワイアン 

エクスペリエンス)」を全館にて開催します。日々の忙しさからエスケープする癒やしの

カウアイ島に思いを馳せ、緑に包まれた都心の隠れ家、東京マリオットホテルで安らぎの

ショートトリップをお届けします。カウアイ・マリオット・リゾートのエグゼクティブシ

ェフが腕を振るう本場ハワイアンディナーイベントの開催をはじめ、レストランからウエ

ディングまでハワイアンリゾート気分をご堪能いただけます。この期間だけの特別な体験

をホテル全館でお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京マリオットホテル 

東京都品川区北品川 4-7-36 

Aloha Hawaiian Experience 2019 
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スペシャルディナーイベント feat. カウアイ・マリオット・リゾート 
 

カラパキ・ビーチが目前に広がり、広大な敷地にハワイ州最大のプールがゲストを迎える自

然豊かなカウアイ・マリオット・リゾート。エグゼクティブシェフであるガイ・ヒガ氏が 7

月 26日（金）～28日（日）の 3 日間限定で来日し、「ラウンジ＆ダイニング G」で腕をふる

うスペシャルディナーイベントを開催します。雄大なカウアイ島の自然の恵みを用いた本

場ハワイアンディナーを、華麗なハワイアンフラダンスとともにお楽しみください。 
 
 

 

日 時：2019年 7月 26日（金）、27日（土）、28日（日） 

時 間：17:00～22:00 

料  金：1名様￥8,000 

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 22 

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。 
 
 

 

 

Hawaiian KAUAI Dinner ハワイアン カウアイディナー 2019 
 

ガイ・ヒガ氏監修の「ハワイアン カウアイディナー 2019」は来日後 7月 29 日（月）～8月

31 日（土）までご提供します。ハワイの風を感じる贅沢ディナーをどうぞ。 
 
 

期  間： 2019年 7月 29日（月）～ 8月 31日（土） 

時  間： 17:00～22:00（L.O.） 

料  金： 1名様 ￥8,000 

場  所： レストラン「ラウンジ＆ダイニング G」 

 
 
 
 

Restaurant Promotion  
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Hawaiian Delights ハワイアン ディライツ 
 

ハワイの伝統的な料理「ガーリックシュリンプ」や「ポキ」 

などをマリオットスタイルにアレンジしたディナーコー 

ス。カウアイ・マリオット・リゾートのガイ・ヒガ総料理 

長監修のグレービーソースを添えた和牛のリブロース 

グリルなど、日本とハワイのフュージョンキュイジーヌ 

です。 

 
 
 

期  間： 2019年 7月 1日（月）～7月 25日（木） 

時  間： 17:00～22:00（L.O.） 

料  金： 1名様 ￥7,500 

 

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

夏の陽射しが差し込む開放的なアトリウム空間でお召し上がりいただく、土日祝日限定の 

ランチブッフェにハワイアンメニューが登場。優雅なランチタイムをお届けします。 
 

期  間： 2019年 7月 6日（土）～8月 31日（土） 

時  間： 12:00～14:30（土・日・祝日限定） 

料  金： 1名様 大人￥4,800 ／子供￥2,800 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

トロピカルなウェルカムカクテルと、贅沢なハワイアンキュイジーヌをご堪能いただく 

ディナーが付いたステイプラン。ディナーをお楽しみいただいたあとは、都会の喧騒から 

離れた御殿山の静かな空間で寛ぎのひとときをお過ごしください。 
 

2019年 7月 1日（月）～7月 25日（木）ハワイアン ディライツ 

2019年 7月 26日（金）～8月 31日（土）ハワイアン カウアイディナー2019 
 

期  間： 2019年 7月 1日（月）～8月 31日（土） 

料  金： ￥34,500～ (1室 2名様) 

 

 

 

 

 

ハワイアン ディライツ イメージ（1名様分） 

Hawaiian Stay Plan 

※上記表示料金には、別途消費税・サービス料（10％）・宿泊税を加算させていただきます。 

≪ご予約・お問い合わせ先≫ 
宿泊予約係 TEL 03-5488-3939  
Email: info@tokyo-marriott.com  HP: http://www.tokyo-marriott.com/stay/  

 

※上記表示料金には、別途消費税・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。 

≪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/ 

 

mailto:info@tokyo-marriott.com
http://www.tokyo-marriott.com/stay/room/index.html
mailto:info@tokyo-marriott.com
http://www.tokyo-marriott.com/restaurants/
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2019 年 7 月 1 日(月)～8 月 31 日(土)の期間中にご成約 

いただいた新郎新婦全員にハワイアンカクテルをプレゼ 

ント。そのほかにもカウアイ・マリオット・リゾートの 

宿泊券などが当たるキャンペーンを開催いたします。 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

お仕事仲間や気の合うご友人との楽しい時間を南国カラーに染める華やかなパーティー 

プラン。彩り豊かな料理とともにエクスクルーシブなひとときをお楽しみください。 
 

期  間： 2019年 7 月 1日（月）～8月 31日（土） 

利用人数： 立食ブッフェ 25名様より 

料  金： 1名様 ￥8,000 

場  所： バンケットルーム 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

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」ペア宿泊券（1 組 2 名様） 

東京マリオットホテル／ペア宿泊券（1 組 2 名様）、レストラン利用券 

ハワイ州観光局オリジナルグッズ など 

 

 

 

カウアイ・マリオット・リゾート 

豪華賞品が当たる！ インスタグラムキャンペーン 

 

Hawaiian Party Plan 

 

 

※上記表示料金には、別途消費税・サービス料（10％）を加算させていただきます。 

≪ご予約・お問い合わせ先≫ 
宴会予約係 TEL 03-5488-0234  
Email: info@tokyo-marriott.com  HP: http://www.tokyo-marriott.com/banquet/index.html 

 

Wedding Campaign 

 

 

≪ご予約・お問い合わせ先≫ 
ウエディングサロン TEL 03-5488-3955  
Email: wedding@tokyo-marriott.com  HP: http://www.tokyo-marriott.com/wedding/index.html 

 

SPECIAL PRESENTS 

◆カウアイ・マリオット・リゾート宿泊券（5 組 10 名） 

◆東京マリオットホテル ハワイアンランチブッフェ（5 組 10 名） 

◆ハワイアンカクテル（成約者全員） 

≪お問い合わせ先≫ 

イベント係  mail: event@tokyo-marriott.com 
 

http://tokyo-marriott.com/special/alohaexperience
mailto:info@tokyo-marriott.com
http://www.tokyo-marriott.com/banquet/index.html
mailto:wedding@tokyo-marriott.com
http://www.tokyo-marriott.com/wedding/index.html
file://///sv-tmh/data/007Sales&Marketing/400_Marketing/001_GENERAL/TMH/☆☆新%20フォルダツリー☆☆/4_PR/03_プレスリリース/4_2016/event@tokyo-marriott.com


 

 

 5  

 

 
後援：ハワイ州観光局 
 

東京マリオットホテル「Aloha Hawaiian Experience 2019」は

ハワイ州観光局の後援を受けて開催いたします。 

なお、ハワイ州観光局が行っているキャンペーン「発見ハワイ」

では、ツアーまるごと当たる発見ハワイハンターキャンペーン

を実施中。詳細は公式サイトをご覧ください。 
 

発見ハワイ公式サイト  https://www.allhawaii.jp/hakken/ 

 
 
 

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。ご家族での楽しい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。 
 

 
 
 
マリオットホテルについて 
 

世界 65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、あらゆる面でゲスト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。

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。マリオット・ホテルは、これまでのマリオット リワー

ド、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生し

たマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott 

Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体

験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類な

き特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.com をご覧

ください。 

 

 

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・南條 

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 

 

https://www.allhawaii.jp/hakken/

