
 
 

 

 

プレスリリース 
報道関係者各位 

2023 年 2 ⽉ 10 ⽇ 
 

ハレクラニ沖縄 
「A Tale of Two Halekulanis 2023 〜ハワイに想いを馳せて〜」を開催 

沖縄とハワイが出会う9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 2023
年 4 ⽉ 8 ⽇（⼟）から 4 ⽉ 16 ⽇（⽇）まで、昨年、⼀昨年に引き続き、沖縄でハワイの魅⼒
と出会える特別なイベント「A Tale of Two Halekulanis 2023 〜ハワイに想いを馳せて〜」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、初めて海外への

進出の地として選んだ沖縄。ハワイで 100 年余りの⻑きにわたり、世界中のゲストをお迎え 
する中で育まれてきたおもてなしの⼼を受け継ぐホテルとして、「ハレクラニ沖縄」は 2019 年
に沖縄本島・恩納村に誕⽣いたしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
今回の「A Tale of Two Halekulanis 2023」でも、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、また、スパ、ブティック、アクティビ  
ティに⾄るまで、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。      

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、⼼地よく響きあう  
この 9 ⽇間だけの“⽣涯の記憶に残る⾄福の滞在”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、次の特設ページをご参照ください。 

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



 
● エンターテインメント 
 

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、今回も  
“ウクレレジプシー”として、会期の初⽇と 2 ⽇⽬に参加。過去 2 回の出演も⼤好評を博し、   
多くのゲストをその独特の歌声で感動させてきたライブのウクレレショーを開催します。     

ご宿泊のお客様は他のゲストに会うことなくウクレレショーを客室のテレビでもご覧いた
だけます。 
 
・“ウクレレジプシー(キヨサク from MONGOL800)” ウクレレライブショー 

⽇  時：4 ⽉ 8 ⽇（⼟） 18:30〜19:30 
4 ⽉ 9 ⽇（⽇） 17:30〜18:30 

場  所：オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」 
エンターテインメントエリア（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 

＊⾬天時はビーチフロントウイングロビーにて開催の予定です。 
＊開催⽇によりお時間が異なりますので、ご注意ください。 
＊ライブの模様は、客室のテレビでもお楽しみいただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・“浅⾒ 帆帆⼦”講演会  
 

幼少期をハワイで過ごし、ハレクラニとも縁が深く、著書累計 
600 万部超えの 作家「浅⾒ 帆帆⼦ (あさみ ほほこ)」⽒を迎え、 
講演会を実施します。受賞歴のあるメールマガジンやニュース 
サイトでの連載 ほか、ジュエリーブランドやオンラインサロン 
の運営など「現実的なスピリチュアルの草分け」として実績の 
ある⽒の講演を、ぜひお楽しみください。 
 

タイトル：「新時代にステージアップするコツ」 
⽇  時：4 ⽉ 9 ⽇（⽇）17:00〜18:00 
場  所：ボールルーム「ハウテラス」 

（ビーチフロントウイング 3F） 
料  ⾦：7,000 円 
定  員：先着 50 名様  
予約 URL：https://halekulaniokinawa.jp/hohokoasami2023 

 
 
 
 

ウクレレジプシー（ キヨサク  from  MONGOL800 ） 

浅⾒ 帆帆⼦ 



 
● ハワイアンメニュー 
 
 イベント期間中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をご⽤意いた
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、そして
ハレクラニパンケーキを期間限定でお楽しみいただけます。ぜひ、ゆったりと午後のひととき
をご堪能ください。 
 
・ハワイアン ウィークエンドブランチ 
 

ハワイアンロール、ハワイアンソルトで味付けをしたローストポークやサイミンなど、  
お⾷事からお飲み物まで多彩なメニューをブッフェスタイルで提供します。 

 
⽇にち：4⽉8⽇（⼟）、9⽇（⽇）、15⽇（⼟）、16⽇（⽇） 
時 間：7:00〜14:00 
場 所：オールデイダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」 

（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 
  料 ⾦：⼤⼈ 5,600 円  

お⼦さま 2,800 円（7〜12 歳） 
    予約 URL：https://halekulaniokinawa.jp/atthhwakbr2023 
 
 
 

・ハワイアン アフタヌーンティー 
 

 ハワイがコンセプトのアフタヌーンティーをご⽤意しま
す。「ハウピア タルト」や「アロアロ パンナコッタ」をはじ
めとしたスイーツに、「フリフリチキン」や「ロミロミサー 
モン」などのセイボリーをお楽しみください。 

 
期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜 5 ⽉ 31 ⽇（⽔）  
時 間：14:30〜17:00 （L.O. 16:30） 
場 所：オールデイダイニング 

「ハウス ウィズアウト ア キー」 
（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 

料 ⾦：6,300 円 
予約 URL：https://halekulaniokinawa.jp/atthhwak2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハワイアン アフタヌーンティー イメージ 

ハワイアン ウィークエンドブランチ イメージ 



 
・ハレクラニ沖縄オリジナル ふわふわスフレパンケーキ ヘーゼルナッツソース 

 
 ランチアラカルトとしてご好評をいただいておりました
スフレパンケーキを、この期間限定で皆さまにご提供いた 
します。隠し味に⽶粉を使った、ハレクラニ沖縄のオリジナ
ルブレンドのパンケーキミックスでつくるパンケーキで、 
上質な⽢みと、もちもちふわふわとした⾷感をお楽しみくだ
さい。 

 
  期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜4 ⽉ 16 ⽇（⽇） 
  時 間：14:00〜17:00 （L.O. 16:30） 

場 所：オールデイダイニング 
「ハウス ウィズアウト ア キー」 
（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 

料 ⾦：2,800 円 
予約 URL：https://halekulaniokinawa.jp/atthhwakpancake2023 
 
 

・バーカクテル 
 

サンセットバー 「スペクトラ」では、⾒た⽬もかわいい「フラパンチ」、ハレクラニ（ワイ
キキ）でも⼈気の「マイタイ」や、ハレクラニ沖縄オリジナルミクソロジーカクテル「アサイ
ーボウル コラーダ」をご⽤意いたします。定番から最新のハワイと沖縄が融合するカクテル
をお楽しみください。 
 

期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜 5 ⽉ 31 ⽇（⽔） 
時 間：17:00〜23:30(L.O.23:00) 
場 所：サンセットバー「スペクトラ」 

（サンセットウイング 5F ロビー階） 
 
 ・フラパンチ（右）… 2,300 円 

ピーチ、ラズベリー、クランベリーで作られたハレクラニ 
ワイキキオリジナルレシピのトロピカルカクテル。すっきり 
と飲みやすいフルーティな味わいをお楽しみください。 
 

 ・マイタイ（中央）… 2,500 円 
   ハレクラニワイキキのオリジナルレシピにてご⽤意するハレクラニマイタイ。3 種類の

ラム酒とアーモンドのシロップの⽢味、フレッシュライムが味わいを引き締めます。ハレ
クラニ伝統の味わいをお楽しみください。 

 
 ・アサイーボウル コラーダ（左）… 3,000 円 
   ハワイで⼈気のアサイーボウルを、トロピカルカクテルの定番“ピニャコラーダ”の  

ツイストカクテルとしてご⽤意しました。Sunset Bar Spectra でしか楽しめないアサイー 
ボウルを、ぜひ、お楽しみください。 

 
 
 
 
 
 
 

パンケーキ イメージ 

カクテル イメージ 



 
● ポップアップショップ 
 

屋外の BBQ エリアでは、ハワイのロコにも⼈気のベーカリー「Leonardʼs（レナーズ）」が、
前回、前々回に引き続き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
物のテイクアウトもご⽤意します。ポルトガルが発祥とされる“揚げパン”に似たお菓⼦   
“マラサダ”と、希少な“コナ・コーヒー”の豊かな⾹りをお楽しみください。 

また、ハワイのお⼟産として定番の「マカデミアナッツチョコレート」を発売している   
⽼舗ブランド「Hawaiian Host（ハワイアンホースト）」、2013 年にマウイ島で⽣まれ     
またたく間にハワイでも不動の⼈気店となった「Wow Wow Hawaiian Lemonade（ワウワウ  
ハワイアン レモネード）」も、ポップアップショップとして 2 回⽬の出店をいたします。 

 
期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜 4 ⽉ 16 ⽇（⽇） 
時 間：10:00〜17:00(L.O. 16:30) 
場 所：BBQ エリア 

（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 
 

・Leonardʼs ポップアップショップ   
 メニュー：シュガーシナモン 260 円 

パフ 330 円 
 
 
 
 
 
・Hawaiian Host ポップアップショップ 
  メニュー：プレミアム TIKI ソフトクリーム  760 円 
       マウナロア マカデミアナッツ 

ソフトクリーム       650 円 
 
 
 
 
 
 
 
・Wow Wow Hawaiian Lemonade ポップアップショップ 
  メニュー：ワウワウレモネード 9 種類 600 円〜1,140 円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

マラサダ イメージ 

レモネード イメージ 

ソフトクリーム イメージ 



 
● アクティビティ 
 
・ハワイアン クッキングクラス 

 ハレクラニ（ワイキキ）でもハレクラニ沖縄でも⼈気のパンケーキ。「ハワイアンクッキン
グクラス」では、ハレクラニ沖縄のシェフによる、ふっくらもちもちとした美味しい    
パンケーキのつくり⽅を伝授いたします。ご参加の皆さまには、ハレクラニ沖縄オリジナル
エプロン（⾮売品）をプレゼントいたします。 

 
  ⽇ 時：4 ⽉ 13 ⽇（⽊）16:00〜17:30 

場 所：ボールルーム「ハウテラス」 
（ビーチフロントウイング 3F） 

料 ⾦：⼤⼈ 10,570 円 
お⼦さま 8,710 円（5〜12 歳） 

定 員：2 組 (1 組最⼤ 4 名様)  
予約 URL：https://halekulaniokinawa.jp/atthcclass2023 
 

 
 
● スパハレクラニ 

 
・期間限定トリートメント Lomi Pohaku（ロミ・ポハク） 

“ポハク”はホットストーンを指し、その温かく流れるような動きがやさしくお⾝体をゆ
るめ、オイルとのコンビネーションがリラックスへと導きます。 

⻑めの 120 分のコースでは、ホットストーンとコールドストーンのフェイシャルトリート
メントが肌を滑らかにし、フェイスラインをすっきりと整えます。トリートメントに使う 
オイルは、ククナッツオイルまたは“Ola レモングラス・ジンジャー”からお選びいただけ  
ますので、ハワイのアロハスピリットを感じながら、⼼地よい癒しのお時間をお過ごし   
ください。 
 

期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜 4 ⽉ 16 ⽇（⽇） 
時 間：11:00〜23:00（最終受付：21:30） 
場 所：スパハレクラニ 

（ビーチフロントウイング 2F ロビー階） 
料⾦および内容： 

90 分 39,600 円 …… フルボディ、ホットストーン 
120 分 48,800 円 …… フルボディ、ホットストーン、 

ショートフェイシャル 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クッキングクラス イメージ 

イメージ 

クッキングクラス イメージ 



 
● ブティック 
 
 ハワイを拠点に活動するアーティスト＆デザイナーの 
「ローレン・ロス」。ハレクラニ沖縄のために描き下ろし 
た原画に加え、ウッドアートやグッズが揃うポップアップ 
ショップをオープンいたします。 

アート作品は House Without A Key にて展⽰を⾏います。 
 

期 間：4 ⽉ 8 ⽇（⼟）〜 4 ⽉ 16 ⽇（⽇） 
時 間：9:00〜21:00 
場 所：ハレクラニセレクション 

（サンセットウイング 5F ロビー階） 
 
 
● ハレクラニマルシェ 

 
恩納村産の野菜やフルーツなどを中⼼に、多くの特産

品を取り扱う“市場”を特別に開設いたします。ぜひ、 
普段のお買い物に、「ハレクラニ沖縄」の地元、沖縄・  
恩納村の名産品を加えてみてはいかがでしょうか。 

この“ハレクラニマルシェ”は、持続可能な開発⽬標
SDGs（Sustainable Development Goals）の取り組みの
⼀環として「おんなの駅なかゆくい市場」「恩納村地域
おこし協⼒隊」の皆さまにご協⼒いただき実現するもの
です。 
 

⽇ 時：4 ⽉ 8（⼟）、9（⽇）、13（⽊）、15（⼟）および 16 ⽇（⽇） 
時 間：15:00〜17:00 
 

 
さまざまな催しを通して、⽇本に居ながらにして“RAINBOW STATE ‒ ハワイ”の気分を 

味わえる「A Tale of Two Halekulanis 2023」。沖縄でも 1 年を通して最も過ごしやすいと    
いわれるこの季節に、「ハレクラニ沖縄」で優雅なリゾートステイをお楽しみください。 

 
 
※ 表⽰の料⾦には消費税、サービス料が含まれております。 
※ メニューや実施内容、開催⽇時は、予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ローレン・ロス 

イメージ 



 
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。 
 
浅⾒ 帆帆⼦ プロフィール 
1977年東京⽣まれ。⼤学卒業後ロンドンに留学、帰国後執筆活動を開始。24才の時の著書「あなたは絶対！運がい
い」が100万部超えのミリオンセラーとなり、「現実的なスピリチュアルの草分け」として注⽬を浴びる。以降、著
書は80冊以上、累計600万部超えとなり世界各国で翻訳されています。また、10年に渡り共同通信ニュースサイト
「NEWSMart」でコラムを連載。公式ファンクラブや講演会を通して読者との交流を活発に⾏うほか、ジュエリー
ブランドやオンラインサロンの運営など、クリエイターとして⾃⾝のセンスを⽣かしたビジネスを展開されていま
す。2021年You Tubeの配信を開始、フォロアー６万⼈。 
公式HP：http://hohoko-style.com 
 
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、専属アーティス
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（ワイキキ）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 （ワ
イキキ）は500以上の栄誉、賞を受賞してきました。Condé Nast Traveler のReaderʼs 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
⻑かつ連続で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（ワイキキ）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、全⻑ 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。また、ワールドワイドでホスピタリティを格付けする世界有数のトラベルガイド『フォ
ーブス・トラベルガイド』2022年の「ホテル部⾨」において、沖縄そして⽇本のリゾートとしては初となる最⾼   
評価5つ星を獲得しています。 
 
 

 
 
 

 

＜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（かばさわ）、眞榮城（まえしろ） 

TEL：098-953-8600（ホテル代表） 
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9:00-18:00) 

 


