Sheraton Princess Kaiulani
120 Kaiulani Ave.
Honolulu, HI 96815-2943
TEL: 808.922.5811 FAX: 808.931.4577
http://jp.princess-kaiulani.com

シェラトン・プリンセス・カイウラニ
（2015 年 10 月現在）

概要

ホテル名称：

Sheraton Princess Kaiulani
シェラトン・プリンセス・カイウラニ

ロケーション：

ハワイをこよなく愛したカイウラニ王女が住んでいたかつてのハ
ワイ王室の領地、アイナハウに建つホテル。道を渡ったすぐ向こ
うには世界的に有名なワイキキビーチが広がります。

所在地：

120 Kaiulani Avenue
Honolulu, Hawaii 96815

電話番号:

808-922-5811 (代表)
808-931-4577 (FAX)
808-931-4523 (セールス)
808-921-4630 (予約)
808-921-4600 (ダイニング・リザベーション)
808-931-8198 (ビジネスセンター)
808-931-4800 (営業部-アジア)
0120-00-3535（日本での予約・お問い合わせ）

ウェブサイト：

http://jp.princess-kaiulani.com

ホテルオーナー：

京屋ホテル＆リゾート LP

経営：

スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.

ホテル開業日：

1955 年 6 月 11 日

開発会社：

パシフィック・コンストラクション・カンパニー

ホテル建築家：

ガードナー･A･ダイレイ、F.A.I.A ＆アソシエーツ

歴史：

シェラトン・プリンセス・カイウラニは 1927 年に創業したロイ
ヤル ハワイアン以来の最も大きなホテルとして 450 万ドルを投
資して建てられ、館内の至るところにプリンセス・カイウラニや
ハワイ王家の写真が展示されています。1958 年、500 名を収容可
能なシェラトン・ミーティング・ハウス（現アイナハウ・ショー
ルーム）がホテルに隣接して建てられました。1960 年 9 月にダイ

（カメハメハ大王のメモリアル・デー）

ヤモンドヘッド・ウィング（現カイウラニ・ウィング）が 280 万
ドルをかけ建設され 210 室が加わりました。700 名収容可能な宴
会場と 275 台収容の駐車場も増築。1959 年には 12 室のラグジュ
アリー・ルームが加わり、1970 年には 29 階建てのアイナハウ・
タワーが完成し、現在に至ります。
ホテルスタッフ：

総支配人：
営業本部長：
宿泊部部長：
総料理長：
飲食部長：
経理部長：
人事部長：

フレデリック・オア
ローリー・イハラ
アレックス・クエバス
クリス・カークシー
ボビー・クボタ
ブレント・アラカキ
デビー・ステファンズ・アマス

客室：

1000 室の客室および 14 室のラグジュアリー・ルームからは、太
平洋、ダイヤモンドヘッド、ホノルルの夜景、そしてコオラウ山
脈の山並の眺望がお楽しみいただけます。
客室は 2 台のダブルベッドまたは 1 台のクイーン／キングベッド
が用意されており、エアコン、リモコン付きカラーケーブルテレ
ビ、映画チャンネル、ラジオ、コーヒーメーカー、冷蔵庫、室内
金庫（有料）、アイロン／アイロン台、ヘアードライヤー、高速
インターネットアクセス、電話、ボイスメールが備わっておりま
す。また、バリアフリー（ADA）のお部屋もご用意しておりま
す。
シェラトン系列オリジナルのバスアメニティ"Shine by Sheraton”
（マンダリンとミントの香りのシャンプーとコンディショナー、
石鹸、ボディローション）が全客室でご利用いただけます。シェ
ラトン独自のバスアメニティ一式で、さらに快適なリゾートライ
フをお楽しみください。

税金：

ハワイ州宿泊税（Transient Accommodation Tax）9.25％、ハワイ
州消費税（Hawaii General Excise Tax）4.712％、合計 13.962％の
州税がかかります。

リゾート料金：

1 泊 1 室につき$26.18（税込）。以下のサービスが含まれます。
 客室内での高速インターネットご利用
 セルフパーキング（車 1 台）バレーパーキングはございませ
ん。
 市内通話及び 1-800 番アクセス通話（無制限）
 長距離及び国際通話（1 日 60 分まで）
 1 室につき 1 日 2 本のボトルウォーター
 ホテル内のレストランでお食事を召し上がられる大人 1 名様
につき、5 歳以下のお子様 1 名様のお食事無料（指定レストラ
ンにてお子様用メニューより選択）
 ビッグ・カフナ・ビーチサービス（ワイキキビーチ内デュー
ク・カハナモク像前の指定エリアにてビーチチェアおよびタ

オルのご利用。毎日 11:30AM、1:00PM、2:30PM の 3 回フルー
ツとお水を指定エリアにてサービスいたします。）
 「コレクションズ・オブ・ワイキキ」クーポン冊子進呈
 4x8 インチのフルカラー記念写真を撮影の上、1 室に付き 1 枚
無料にて進呈
1 室 3 名様以上でご宿泊の
場合の追加料金
（1 名様あたり）：

2014 年 12 月 26 日～2015 年 12 月 25 日：

ゲストサービス：

チェックイン・チェックアウト
ベルマンがお部屋までエスコートいたします。チェックアウトは
クレジットカードでご利用できる便利なビデオ・チェックアウ
ト･システムをご用意。また、ご要望に応じて空港・ホテル間の
リムジン(有料)の手配やレイト・チェックアウト（1 時間$15）も
可能です。

$80

ゲスト・ルームサービス
リクエストに応じ、お部屋に新聞をお届けします。ボイスメール
（留守番電話サービス）システムやメイドによる毎日お部屋の清
掃及びアメニティの補充、コインランドリー及びドライクリーニ
ングのサービスもございます。
コインランドリー
 毎日 24 時間
 ホテルの地下にコインランドリーの施設を設けております。洗
濯機 4 台、乾燥機 4 台ご用意しており、洗濯は$3、乾燥も$3 と
なっております。洗剤等は別料金でご用意しております。
その他サービス
 ツアー＆アクティビティ・デスク
 コンシェルジュ・サービス
 ダイニング予約デスク
 トラベルデスク
 多言語対応スタッフ
 託児所（シェラトン･ワイキキ内、ポピンズ・ケイキ･ハワイ）
 チャンピオンシップ・ゴルフコースの割引利用
 「ステイ･アット･ワン、ダイン・アット･オール」プログラム
により、当ホテルにご宿泊のお客様は姉妹ホテルのロイヤル
ハワイアン ラグジュアリー コレクション リゾート、モアナ
サーフライダー ウェスティン リゾート＆スパ及びシェラト
ン･ワイキキでお食事をご利用の際に、お部屋付けにて清算す
ることが可能です。
 ホテル・ロビー周辺では無線インターネット・サービス(LAN)
をご利用いただけます。
 医療設備「ドクターズ・オン・コール」がシェラトン・ワイ
キキ内にございます。

ダイニング：

松明の光が揺れるプールサイドでのロマンティックなディナーか
らテイクアウト可能な日本食、ポリネシアン・ディナーショーま
で、シェラトン・プリンセス・カイウラニではバラエティ豊かな
お食事をご提供しております。
ピカケ・テラス
料理： アメリカン／アジア・パシフィック
営業時間
朝食：
6:00AM～11:00AM
ディナー
5:30PM～9:00PM
エンターテイメント： 6:00PM～8:30PM
ピカケ・テラスでは、プールサイドでリラックスしながらビュッ
フェスタイルのお食事をお楽しみいただけます。朝食ではその場
で調理するオーダーメイドのオムレツ、ディナーでは BBQ ステ
ーキや蒸したカニ脚などをご堪能いただけます。またアラカルト
もサラダやサンドイッチ、肉・魚料理など豊富なメニューを取り
揃えております。ディナー時にはプールサイドのステージでフラ
やハワイアンミュージックなどのエンターメントをお楽しみくだ
さい。料金設定はリーズナブルなカジュアル・レストランです。
スプラッシュ・バー
料理：アメリカン／アジア・パシフィック
営業時間
ランチ：
11:00AM～5:30PM
ディナー：
5:30PM～9:30PM
ハッピーアワー： 4:00PM～6:00PM
レイトナイト・ハッピーアワー：9:00PM～11:00PM
エンターテイメント： 8:30PM～10:30PM
ピカケ・テラスの隣にあるラウンジ、スプラッシュ・バーは、心
地良い寛ぎの空間です。プールサイドの席で冷たいトロピカル・
カクテルを飲みながら、星空の下ステージで繰り広げられるハワ
イアン・エンターテイメントをお楽しみください。
テ・モアナ・ヌイ ～太平洋の物語～
催行曜日： 日、水、金曜日
時間：
5:30PM～7:30PM ： ディナー（ピカケ・テラス）
6:30PM～7:30PM：アイナハウ・ショールームでの
カルチャー・アクティビティ
7:30PM～8:30PM：テ・モアナ・ヌイ・ショー
タヒチ語で「広大な海」を意味するテ・モアナ・ヌイは、太平洋
の島々を舞台にしたショー。その昔、ポリネシアの人々が海を渡

りハワイにやって来た歴史を辿るように、太平洋に浮かぶポリネ
シアの島々の魅惑的なストーリーが繰り広げられます。息を呑む
ようなファイヤーダンス、華やかなポリネシアン・ダンスや歌を
ご堪能ください。
ルーム・サービス
朝食：6:30AM～11:00AM
夕食：5:00PM～9:30PM
客室のキーで 24 時間いつでもご利用いただけるジムはアイナハ
ウ・タワー2 階に位置しています。
カルチャー＆
アクティビティ：

カルチャー・プログラム
フラワー・レイ・メイキング、フラ・レッスン、ハワイアンキル
ト・レッスンなど、ハワイの文化に触れていただける様々な機会
をホテル内で提供しております。

プール：

毎日 (8:00AM～7:00PM)
リゾート料金のサービスの一部として含まれる「ビッグ・カフ
ナ・ビーチサービス」では、当ホテルのスタッフがワイキキビー
チの指定エリアにて、新鮮なフルーツやボトル入りウォーター、
タオルの替えなどのサービスをを毎日 3 回（11:30AM、1:00PM、
2:30PM）ご提供しております。

最寄のアトラクション：

シェラトン・プリンセス・カイウラニはワイキキの中心に位置
し、カピオラニ公園、ホノルル動物園、ワイキキ水族館より徒歩
圏内にございます。

最寄のショッピング・
センター：

コレクションズ・オブ・ワイキキ：当ホテルロビーエリア
ロイヤル・ハワイアン・センター：
徒歩 3 分
DFS ハワイ（免税店）：
徒歩 5 分
アラモアナ・センター：
市バス 10 分
ワード・ウェアハウス：
市バス 15 分

ビジネスセンター

XEROX ビジネスセンター（シェラトン・ワイキキ内）
毎日（7:00AM～6:00PM）
コピーや印刷、デザイン及びレイアウト・サービス、書類一式の
丁合サービスなどを提供しております。高速インターネットアク
セス、コンピューター、オフィス器機のレンタル、梱包や発送サ
ービス、FAX サービスなど、ビジネス関連設備やサービスをご
利用いただけます。

宴会場と関連施設：

ボードルーム： 72 平方メートル
シアター形式 80 名/ スクール形式 40 名 /
10 名掛けの円卓形式 50 名

カヒリルーム： 172 平方メートル
シアター形式 100 名 / スクール形式 42 名 /
コンファレンス形式 30 名 / 10 名掛けの円卓形式 90 名
イリマルーム： 145 平方メートル
シアター形式 100 名 / スクール形式 60 名 /
コンファレンス形式 40 名 / 10 名掛けの円卓形式 60 名
アイナハウ・ショールーム： 657 平方メートル
シアター形式 150 名 / スクール形式 320 名 /
10 名掛けの円卓形式 200 名
カプニルーム： 297 平方メートル
シアター形式 150 名 / スクール形式 80 名 /
コンファレンス形式 50 名 / 10 名掛けの円卓形式 130 名
駐車場：

受賞リスト：

セルフパーキング
1 日$25
（毎日のリゾート料金をお支払いの場合には 1 室 1 台無料）
バレーパーキングはございません。
 2011 年：トラベロシティ・エクセレンス・アワード受賞
 2011 年：アメリカの環境庁による「エナジー・スター」アワー
ド受賞
 2010 年：トラベロシティ・エクセレンス・アワード受賞
 2010 年：オービッツ
ハワイのベスト・ホリデー・デコレーション・ホテルに選ばれま
した。
 2010 年：MLT バケーションズ・クオリティ・アシュアランス・
アワードを 2010 年 9 月～2011 年 9 月分受賞
 2010 年：イベント「マンゴー・アット・ザ・モアナ」における
マンゴー料理コンテストで当ホテルのシェフが優勝しました。
 2010 年：ハワイ州のグリーン・ビジネス・アワード受賞
 2009 年：ハワイ州観光局”Keep it Hawaii”プログラムのカヒリ・
アワード受賞
 2009 年：オービッツ
ハワイのベスト・ホリデー・デコレーション・ホテルに選ばれま
した。
 2007 年：ハワイ州観光局”Keep it Hawaii”プログラムのカヒリ・
アワード受賞

