
 

 

 

 

プレスリリース 

報道関係者各位 

2021 年 3 月 3 日 

 

ハレクラニ沖縄 

「A Tale of Two Halekulanis ～ハワイに想いを馳せて～」を開催 

沖縄とハワイが出会う10日間 

 

ハレクラニ沖縄（所在地：沖縄県国頭村恩納村名嘉真 1967-1、総支配人：吉江 潤）では

2021 年 4 月 9 日（金）から 18 日（日）まで、「A Tale of Two Halekulanis ～ハワイに    

想いを馳せて～」と題し、沖縄でハワイの魅力と出会える特別なイベントを開催いたします。 

 

ハワイを代表するホテルとして１世紀余りの歴史をもつ『ハレクラニ』が、初めて海外進

出の地として選んだのが、沖縄。ハワイならではのもてなしの心を受け継ぐホテルとして

2019 年に「ハレクラニ沖縄」が開業しました。今回のイベントでは、その二つのハレクラ

ニが絆を新たにいたします。ハワイの“アロハスピリット”と沖縄の“ウトゥイムチ（おもて

なし）”が、心地よく響きあいます。 

 

「A Tale of Two Halekulanis ～ハワイに想いを馳せて～」では、ハワイと沖縄とを結ぶ

エンターテインメントやハワイアンテイストのレストランメニュー、アクティビティや 

スパ、ブティックに至るまで、館内各所でハワイの風や陽光を感じるシーンが繰り広げられ

ます。この 10 日間だけの“生涯の記憶に残る”とっておきの滞在をご堪能ください。 
 
※ イベントの開催スケジュール、料金など詳細については、次の URL をご参照ください。 

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/


 

● エンターテインメント 

 ハワイからは、『ハレクラニ』でフラのトップダンサーを長年務め、日本でも絶大な人気

を誇るカノエ・ミラーが遠隔にて参加。海を越えたハワイの地より日本の皆さまに

「ALOHA!」を贈ります。このイベントのために収録したフラショーを、オールデイダイ 

ニング「ハウス ウィズアウト ア キー」の特設会場にてフィルム上映するほか、ワイキキ

と沖縄を結ぶオンライン中継で、フラのワークショップも開催します。 

また、沖縄からは、沖縄を代表するミュージシャンのひとりである『MONGOL800』の  

キヨサクが、“ウクレレジプシー”として参加。ライブのウクレレショーとキヨサク初と  

なるウクレレレッスンを開催します。 

 ご宿泊のお客様は、他のゲストに会うことなく、フラショーとウクレレショーを日時限定

で客室のテレビでもご覧いただけます。 

 

・“カノエ・ミラー” フラショーフィルム上映 

  日にち：4月9日（金）、10日（土）、11日（日）、16日（金）、17日（土）、18日（日） 

  時 間：20:30-21:30 

場 所：ハウス ウィズアウト ア キー（ビーチフロントウイング 2F） 

＊客室のテレビでもご覧いただけます。 

＊雨天時の屋外上映は中止となります。 

 

・“カノエ・ミラー” オンライン フラワークショップ   

日 時：4 月 16 日（金）   10:00-12:00（経験者クラス） 

14:00-16:00（初心者クラス） 

    料 金：16,160 円   

定 員：各回 10 名 

 

・“ウクレレジプシー(キヨサク from MONGOL800)” ウクレレショー 

日 時：4 月 10 日（土）、17 日（土） 17:30-18:30 

場 所：ハウス ウィズアウト ア キー（ビーチフロントウイング 2F） 

＊雨天時はビーチフロントウイングロビーにて開催します。 

＊客室のテレビでもお楽しみいただけます。 

 

・“ウクレレジプシー(キヨサク from MONGOL800)” ウクレレレッスン 

日にち：4 月 10 日（日）、17 日（日） 

時 間：13:00-14:30 

  料 金：18,650 円   

定 員：各回 10 名 

 

・予約開始日時：2021 年 3 月 3 日（水）16 :00 より 

URL：https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カノエ・ミラー ウクレレジプシー（ キヨサク  from  MONGOL800 ） 

 

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/


 

● ハワイアンメニュー 

 イベントが開催される 10 日間限定でお楽しみいただける、心躍るハワイアンテイストの

数々が登場します。 

 オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」では、ハワイアンミュージック

が流れる中、ハワイをコンセプトにしたウィークエンドブランチとアフタヌーンティーを

お楽しみいただけます。ウィークエンドブランチは、ポケやハワイアンロールなど、ハワイ

の伝統的なメニューをご堪能ください。 

また、ハワイの『ハレクラニ』定番の“ココナッツケーキ”をはじめ、まるでアート作品の

ように彩り鮮やかなスイーツやセイボリーなど、この期間限定の特別なアフタヌーン  

ティーをご賞味ください。 

 

・ハワイアン ウィークエンドブランチ    

日にち：4月10日（日）、11日（月）、17日（日）、18日（月） 

時 間：10:30-14:00 

  料 金：大人 7,500 円 お子さま（7~12 歳）3,000 円 

 

 

・ハワイアン アフタヌーンティー     

期 間：４月９日（金）～４月 18 日（日）  

時 間：14:30-17:00  

料 金：5,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 サンセットバー「スペクトラ」では、『ハレクラニ』のクラシックカクテルとピニャコラ

ーダからインスピレーションを得たミクソロジーカクテルをご用意します。ハレクラニ 

沖縄のトップミクソロジスト 滝井 薫が考案したミクソロジーは、リコッタチーズラム、 

パンケーキラムなど自家製のラムをベースにした、ここでしかお楽しみいただけない  

カクテルです。 

 

・ミクソロジーカクテル“ハワイアンコラーダ”  

期 間：４月９日（金）～４月 18 日（日） 

時 間：17:00-24:00(L.O.23:30) 

                      料 金：2,800 円 

 

 

 

 

 

 屋外の BBQ エリアでは、ハワイでロコにも人気のベイカリー「Leonard’s（レナーズ）」

が、マラサダ専門のポップアップショップとして登場。シュガーシナモンとパフの 2 種類

のマラサダに加え、ハレクラニ沖縄オリジナルのコナ・ブレンドコーヒーなど、お飲み物の

テイクアウトをご用意します。ポルトガルをルーツとする揚げパンに似たお菓子“マラサダ”

と“コナ・コーヒー”の豊かな香りをお楽しみください。 

 

 

 

ハワイアンアフタヌーンティー イメージ 

カクテル イメージ 

ハワイアンウィークエンドブランチ イメージ 



 

・Leonard’s ポップアップショップ   

期 間：4 月 9 日（金）～ 4 月 18 日（日） 

時 間：10:00-17:00(L.O.16:30) 

  料 金：シュガーシナモン 240 円、パフ 300 円 

 

 

 

 

● アクティビティ 

 ハワイの『ハレクラニ』でもハレクラニ沖縄でも、パンケーキは人気のメニュー。   

「ハワイアン クッキングクラス」では、総料理長 高橋浩史とエグゼクティブ ペストリー

シェフ 加藤智彦による、ふっくらもちもちとした美味しいパンケーキの作り方を伝授  

します。ご参加の皆さまには、ハレクラニ沖縄オリジナルのエプロンをプレゼントいたしま

す。他にも、ハワイアンキルトや“マクラメ”などをつくる「ハワイアン カルチャープログ

ラム」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● スパハレクラニ 

 波のようなリズムの手技でセラピストの腕や肘を使い、

お客さまの身体の痛みや不調を考慮しながらより深く 

アプローチしていく伝統あるハワイアンマッサージ  

“ロミロミ”をベースとしたスペシャルトリートメントを

ご用意します。トリートメントを受けた方には、ハワイの

オーガニック植物からつくられた“OLA（オラ）”のアイテ

ムをプレゼントいたします。この期間のみの特別なトリー

トメントとなりますので、ぜひハワイの“癒し”をご体感く

ださい。 

 

● ブティック 

 ハワイ・オアフ島カイルア在住の 

人気アーティスト&グラフィック 

デザイナーであるローレン・ロスの

ポップアップショップが、期間限定

でオープン。ハワイの大自然を水彩

やアクリル、インクやペイントマー

カーを組み合わせトロピカルな配色

で表現した作品を取り扱います。   

 また、ハワイのハレクラニブティックで人気のバッグやポロシャツ、タオルなどのアイ 

テムを、期間限定で販売するほか、「Re:luxe」と「Relax」をテーマにした沖縄発のハワイア

ンシャツブランド“Aloha Blossom（アロハ ブロッサム）”のハレクラニオリジナルカラーア

ロハシャツやワンピース、ビーチショーツも販売いたします 

 

マラサダ イメージ 

ローレン・ロス 作品例 

クッキングクラス イメージ マクラメ イメージ 

スパイメージ 

オリジナルアロハシャツ イメージ 



 

この期間の「ハレクラニ沖縄」は“Aloha Island”ハワイ一色に染まり、日本に居ながらに

して常夏の気分が味わえます。どうぞ、優雅なリゾートステイをお過ごしください。 

 
※ イベントの開催スケジュール、料金など詳細については、次の URL をご参照ください。 

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/ 
※ 表示の料金には消費税、サービス料が含まれております。 
※ 実施内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。 
 
 

カノエ・ミラー プロフィール 

13歳でフラを始めた彼女は、早くからその才能を認められ、15歳でミス・ティーン・ハワイを受賞、1973年に
はミス・ハワイに選ばれモデルとしても活躍するなど、美しさとフラの才能を持ち合わせたハワイを代表する 
フラダンサーです。彼女のダンスを楽しみに訪れる人々からは”フラの女神”とも称され、その踊りは長年多くの
お客様を魅了してきました。日本でも絶大な人気を誇り、現在もハワイのトップダンサーとして活躍中です。 
 

ウクレレジプシー(キヨサク from MONGOL800) プロフィール 

沖縄出身の３ピースバンドMONGOL800のヴォーカル&ベース、作詞・作曲を担当。生まれ育ち現在も生活の
拠点である沖縄から発信する自然体の言葉、平和を願うメッセージが多くの人々の共感を呼び、熱い支持を得て
います。近年は、ソロ活動として他アーティストへの楽曲提供やコラボレーションなどへの参加、プロデュース
なども手掛け、枠に捕らわれない柔軟なスタンスで、さらなる音楽活動の場を広げています。 
 

ローレン・ロス プロフィール 

ニューヨーク生まれ、ニュージャージー育ち。オアフ島カイルア在住のアーティスト。アートスクールのイラス
トレーション科を卒業後、アメリカの大手オーガニックスーパーのホールフーズ・マーケットにて、グラフィッ
クアーティストとしてキャリアをスタート。店舗の看板、チョークボート、壁画、エコバッグなどのデザインを
手がけ、2009年にハワイ・オアフ島の店舗へ異動。2013年に独立し、「Lauren Roth Art」を立ち上げて現在に
至ります。オアフ島を中心に、カフェの店内アートやユニフォームのデザインなども担当し、高級デパートの 
プロモーションアーティストとして抜擢されるなど、活躍の場を広げています。 
 

ハレクラニについて 

1984年のオープン以来、世界最高かつ高い評価を受けるラグジュアリーホテルのひとつとして、ハレクラニは
500以上の栄誉、賞を受賞してきました。Condé Nast Traveler のReader’s Choice Award では、オアフ島のホテ
ルの中で1位に選ばれ、2018年のBest Hotels on Oahu in Travel + Leisureのひとつにも選ばれました。ハレクラ
ニには、スパハレクラニ、ハウス ウィズアウト ア キー、ルワーズ・ラウンジ、オーキッズの他、ハワイで最
長かつ連続でAAA のファイブダイヤモンドを取得し、フォーブス・トラベルガイドの五つ星レストランに輝く
ラ・メールがあります。また、20年間におよぶオアフ島を最も象徴  する文化的施設との特別な連携を通じて、
芸術や文化に力を入れてきました。ハレクラニはホノルルを拠点とするハレクラニコーポレーションのブラン
ド管理部門であるHotels and Resorts of Halekulani が運営し、同部門はハレプナ・ワイキキ・バイ・ハレクラニ
も監督しています。ハレクラニは、ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールドのメンバーであり、東京を  
代表するホテル「帝国ホテル」とも提携しています。 
 

ハレクラニ沖縄について 

ハワイを代表するホテル「ハレクラニ」の2つ目のホテルであり、ハワイ以外では初のホテルである     
「ハレクラニ沖縄」は沖縄本島の恩納村に位置するラグジュアリーなビーチリゾートです。周囲の地理的 
景観を生かして建設されたこのホテルは、沖縄海岸国定公園内の約8万7,000㎡におよぶ敷地面積と豊かな
自然に囲まれ、全長約1.7㎞の海岸線沿いに面しています。ハレクラニ沖縄には、4つのレストランをはじめ、
バーやBBQエリア、スパハレクラニ、フィットネスジム、ラグジュアリーなブティック、約200㎡の広さを  
持つ会議・コンベンションスペース、5つのプール（屋外４、屋内１）など、多彩な施設を備えています。
メインプールの「オーキッドプール」は、ハレクラニのシンボルであるカトレアを約150万個ものモザイク
タイルで描いています。ハレクラニ沖縄は世界の中で最も特別でラグジュアリーなホテルだけが加盟できる 
ザ・リーディングホテルズ・オブ・ザ・ワールド（LHW）の、日本で3番目の加盟ホテルです。 
 
 

 
 
 

 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

ハレクラニ沖縄 プレス担当：樺澤、飯塚 

TEL：098-953-8600（ホテル代表）
https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/ 

 

 E-mail：press@halekulaniokinawa.com 

＜「A Tale of Two Halekulanis」ご予約・お問い合わせ ＞ 

TEL：098-953-8600 (平日10:00-17:00) 

 

 

https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/
https://www.okinawa.halekulani.com/events/tale/
mailto:press@halekulaniokinawa.com

