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アラモアナセンター： ダイニングのご紹介
Ala Moana Center: Dining
160 店舗以上ものレストランには本格的なダイニングからカクテル、日本スタイルの鉄板焼きからアメリカ
ンなハンバーガーまで、様々な料理が揃います。
ハワイでショッピングの中心地として人気のアラモアナセンターは、多彩な料理を楽しめるハワイのベスト
グルメスポットとしても成長を続けています。簡単なお食事も、ロマンティックで本格的なディナーも、以
下のレストランからお選びいただけます：
レストラン
ニーマン・マーカス内のマリポサ レストランではアラモアナビーチの素晴らしい景色を眺めながらお食事
を楽しめます。クリエイティブなサンドウィッチからメインディッシュ、自家製のデザートまでオープンエア
のラナイでハワイのサンセットと細部まで行き届いたサービスと共に満喫できます。ヴィンテージ・ケー
ブ・ホノルルは、増田操シェフが世界各国から集めた食材を使用した最高級料理が堪能できる隠れ家
レストランです。ノードストローム内のルシェロは地中海とイタリア・キュイジーヌから発想を得た大胆なメ
ニューを提供し、ハビタントはフルバーがあるカジュアルなラウンジです。お買い物の合間に一息ついて、
軽食やグラスワイン、手作りのカクテルを楽しめます。六角浜かつでは伝統的な京都料理にモダンな解
釈を加えた日本食と揚げたてのとんかつを提供しており、シェフはおこげが美味しい自家製釜めしなど
の存在感のある料理を得意としています。ローカルに大人気のリリハ・ベーカリー（メイシーズ内）では、
フルサービスのベーカリーとコーヒーショップを、朝食、ランチ、ディナーと全時間帯お楽しみいただけま
す。フローズン・ヨーグルトで有名なフォーティー・キャロッツ（ブルーミングデールズ内）では、ローカル
産食材を使用したヘルシーなメニューを紹介。フォーティー・キャロッツは世界的に有名なフローズン・ヨ
ーグルトをブルーミングデールズのお客様に約 30 年にわたって提供しています。
ホオキパ・テラス
ハワイ語で「ホスピタリティー（おもてなし）」を意味する「ホオキパ」という言葉から名付けられた、幅広い
レストランやバーが集まるダイニングエリアです。リラックスした雰囲気の中、生演奏の音楽を満喫したり、
記念日をお祝いしたり、踊り明かしたりと様々な形でお楽しみいただけます。
新たにオープンした GEN コリアン BBQ ハウスでは伝統的な韓国料理と現代的なフレーバーをご堪能
いただけ、田中オブ東京では野菜、アンガスビーフのサーロインステーキ、ロブスター、海老、ホタテな
どを鉄板焼きで楽しめます。
カジュアルダイニング／マカイ・マーケット・フードコート、ラナイ＠アラモアナセンター
早く、手軽におなかを満たしたいのであれば、マカイ・マーケット・フードコートや、ラナイ＠アラモアナセ
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ンター、その他アラモアナセンター内にあるカジュアルダイニングがおすすめです。サンドウィッチ、サラ
ダ、寿司、タイ料理、中国料理などバラエティー豊かな店舗が揃っています。
ラナイ＠アラモアナセンター内のアヒ＆ベジタブルではホノルル魚市場から高品質なマグロを毎日仕入
れ、マハロハ・バーガーではハワイ島から直送の牛肉を使用したローカルメニューをご用意しています。
多国籍のユニークな料理が楽しめるダ・スポットは、環境に優しくヘルシーなお食事を提供するほか、35
種類ものスムージーをお楽しみいただけます。また、テキーラやワイン、クラフトビールの品揃えを誇るバ
ー、アガベ＆ヴァインで、ゆったりとしたひとときを。マカイ・マーケット・フードコートでは、地元の人々に
も人気が高いカレーハウス Coco 壱番屋で、辛さの割合が選べるルート 25 種類ものトッピングをお楽し
みいただけます。また、チャーリーズ・グリルド・サブやパンダ・エクスプレス、スバーロなどのチェーン店
ではおなじみの味を楽しめ、アラモアナ・ポイ・ボウル、ラハイナ・チキン、ポケ＆ボックス、ヤミーコリアン
BBQ、などのレストランでは、ハワイならではのローカルの味をお楽しみいただけます。
Shirokiya ジャパン・ビレッジ・ウォークは京都をしのばせる伝統的な日本の古都を再現することをコンセ
プトとし、上質なお弁当やおかずなど様々な日本食を取り揃えた屋台村（フードコートとビアガーデン）、
絶品プラザや日本各地の伝統工芸品や民芸品が並ぶ日本小町（お買い物横丁）、フェスティバル・イベ
ント会場のお祭り広場、守護神を祀った祭壇の 4 つをテーマにした店舗です。56 店舗と 900 席を備えた
Shirokiya ジャパン・ビレッジ・ウォークでは、$1 ビールを終日提供しており、6 つのレストラン、8 つのビスト
ロ、弁当、おにぎり、ラーメンなどが楽しめる 32 の屋台を有しています。また、ベーカリーやスイーツを取
り扱うコーナーもヴィンテージ・ケーブ・ホノルルにより運営されています。
アラモアナセンターでは他にも様々な専門的なレストランや、食品を取り扱う店舗があります。コーヒー好
きのお客様にはホノルル・コーヒー・カンパニー、アイランド・ヴィンテージ・コーヒー、スターバックス、コ
ーヒー・ビーン＆ティーリーフなど、センター内様々な場所にあるコーヒーショップがおすすめ。甘いもの
が好きなお客様はザ・クッキーコーナー、ゴディバ・チョコラティア、ハーゲンダッツ、アイランド・ヴィンテ
ージ・コーヒー、アイランド・ヴィンテージ・シェイブアイス、ピエール・マルコリーニなど、幅広いチョイスか
らお選びいただけます。
ハッピーアワー
アラモアナセンター内 12 カ所以上のレストランでハッピーアワースペシャルをお楽しみいただけます。
ハッピーアワーは、午前 11 時から始まるものや、真夜中に終わるものまで様々です。フード＆ドリンクス
ペシャルは、アガベ＆ヴァイン、バッファロー・ワイルド・ウィングス、エッグスンシングス、フォーティ・キャ
ロッツ（ブルーミングデールズ内）、ハビタント（ノードストローム内）、ハウス・サパークラブ、アイランド・フ
ァイン・バーガー＆ドリンク、ラッキーストライクソーシャル、ママ・フォー、マリポサレストラン（ニーマン・マ
ーカス内）、モートンズ・ステーキハウス、六角浜かつ、ロマノズ・マカロニ・グリル、ルシェロ（ノードストロ
ーム内）、ザ・バー・アット・フードランド・ファームズにてお楽しみいただけます。ハッピーアワーの時間
や特典内容は店舗により異なります。

⚫ レストラン

GEN コリアン BBQ ハウス
アイランド・ファイン・バーガー＆ドリンク
アサージオ
ヴィンテージ・ケーブ・カフェ
ヴィンテージ･ケーブ･ホノルル（メイシーズ下）
エスプレッソ・バー（ニーマン・マーカス内）
エッグスンシングス

カフェ ラニ ハワイ
カリフォルニア・ピザ・キッチン
元気寿司
ごま亭ラーメン
ザ・バー・アット・フードランド・ファームズ
ジェイド･ダイナスティ･シーフード･レストラン
しゃぶ屋
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タイヨー・ラーメン
田中オブ東京
チョダン･レストラン
てんぷら一代
ハウス・サパークラブ
バッファロー・ワイルド・ウィング
ハビタント（ノードストローム内）
フォーティー・キャロッツ（ブルーミングデールズ内）
マーメイド・バー（ニーマン・マーカス内）

ママ・フォー
マリポサ レストラン（ニーマン・マーカス内）
モートンズ・ステーキハウス
ラッキーストライクソーシャル
リリハ・ベーカリー（メイシーズ内）
ルシェロ（ノードストローム内）
六角浜かつ
ロマノズ・マカロニ・グリル

⚫ カジュアルダイニング

Aja 寿司＆弁当
Shirokiya ジャパン・ビレッジ・ウォーク
アイクス・ラブ＆サンドウィッチ
アガベ＆ヴァイン
アヒ＆ベジタブル
アラモアナ・ポイ・ボウル
アイランドクレープ＆レモネード
カレーハウス CoCo 壱番屋
サブウェイ
ジャック・イン・ザ・ボックス
ジョリビー
ステーキ＆フィッシュ・カンパニー
スバーロ
セニョール・ペペ
ソウルミックス 2.0
そばや
ダ・スポット
チーズバーガー・ファクトリー
チャーリーズ・グリルド・サブ
鉄板焼きファーマー

長崎ちゃんぽん リンガーハット
浪花屋ラーメン
ハイティー・カフェ
パラダイス・カフェ
パンダ・エクスプレス
ヒバチ・サン
ブルーウォーター･シュリンプ
ポケ＆ボックス
ホノルル スシ
マハロハ・バーガー
ママズ・スパゲッティハウス
マンナ・ミヨン
ミョンラン・ライス・ホットドッグ・ハワイ
むすびカフェいやす夢(ラナイ＠アラモアナセンタ
ー)
ヤミー・コリヤン BBQ
ラハイナ・チキン
らーめんバリ男
リトル・カフェ・サイアム
レインボーブリトー

⚫ 軽食＆ドリンク
アイランド・ヴィンテージ・コーヒー
アイランド・ヴィンテージ・シェイブ･アイス
アイランド・ブリュー・コーヒーハウス
アロハ･ジェラート
アンティ・アンズ
イーバー（ノードストローム内）
コーヒービーン＆ティーリーフ
ゴディバ・チョコラティア
ザ･クッキー･コーナー
ザグ・オリジナル・クリスタル&パール・シェイク
ジェラート・バー（ノードストローム内）
シナボン
ジャンバジュース（エヴァウィング、マカイ・マーケッ
ト・フードコート）

スターバックス(センターコート、エヴァイング、メイシ
ーズ、ターゲット内)
スティーポロジー ティー
ソミソミ・タイ焼き＆ソフトサーブ
バーンズ&ノーブル・カフェ
パティスリー・ラ・パルム・ドール
ハーゲンダッツ
ピエール・マルコリーニ
BRUG（ラナイ＠アラモアナセンター）
BRUG（センターコート付近）
ブルー･ハワイ･ライフスタイル
プレスドジューサリー
ホノルル・コーヒー・カンパニー（エヴァウィング、セン
ターコート）
HOPA シェイブアイス＆アイスクリーム
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ミスター・ティー・カフェ
⚫ ギフト・お土産

ABC ストア（センターコート）
シーズ・キャンディーズ
源 吉兆庵

ホノルル・クッキー・カンパニー
ビッグアイランド･キャンディーズ
ルピシア

アラモアナセンターに関する詳細は、www.AlaMoanaCenter.com/ja.html まで。また、最新情報はアラモ
ア ナセンターの日本語公式 Facebook ページ(www.facebook.com/AlaMoanaCenterJP)、ツイッター
(@AlaMoanaCtrJP)、インスタグラム（@AlaMoanaCenter）でもご覧いただけます。
アラモアナセンターについて
アラモアナセンターは、約 160 のダイニングを含むおよそ 350 の店舗が集まったハワイのショッピング、
エンターテイメント、ダイニングが楽しめる世界最大級のアウトドア・ショッピングセンターです。総面積
240 万平方フィート（約 223,000 平米）あるリテールスペースには、ニーマン・マーカス、ノードストローム、
メイシーズ、ブルーミングデールズのデパートをはじめ、世界有数のラグジュアリーブランドからハワイの
地元経営のブティックなど幅広いセレクションの店舗が並んでいます。同センターは毎年延べ 5,300 万
人が訪れる、ハワイ内で最も訪問者数の多い場所のひとつです。
アラモアナセンターは、1450 Ala Moana Boulevard, Honolulu, Hawaii 96814 に位置しています。
###
取材やイメージについてのメディアお問い合わせ先：
PacRim Marketing Group Inc. – ホノルル / 東京
TEL: 1-808-469-4852 または 03-5572-6066
Email: PR_Japan@pacrimmarketing.com
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