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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

アラモアナセンターには 160 店舗以上ものレストランがあり、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。
多くのオプションから選べるため、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でもあります。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ハワイのエッセンスを取り
⼊れたメインディッシュ、そして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。ノードストローム内のルシェロ
は、地中海とイタリア料理から発想を得た⼤胆なメニューを提供しています。また同じくノー
ドストローム内のハビタントは、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、半世
紀にわたり提供し続けている特製とんかつをはじめとし、モダンにアレンジされ美しく盛り付
けられた本格的⽇本⾷をお召し上がりいただけます。メイシーズ内のリリハ・ベーカリーは地
元の⽅にも⼤変⼤⼈気のレストランで、朝⾷、ランチ、ディナーと全時間帯でフルサービスの
ベーカリーとコーヒーショップを提供しています。

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。⼈気のスポット、マイタ
イズでは、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、
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踊り明かしたりと様々な形でお楽しみいただけます。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ます。⽥中オブ東京では、熟練の鉄板焼シ
ェフが野菜、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、テー
ブルにて調理いたします。ホオキパ・テラスに新しくオープンし、ハワイでの初店舗となった
オリーブガーデンでは、新鮮な⾷材で調理された伝統的かつユニークなイタリア料理をお召し
上がりいただけます。

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
短い時間で⼿軽にお腹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、中華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
を毎⽇仕⼊れています。マハロハ・バーガーでは、ハワイ島から直送の 100%フリーレンジ⽜
⾁を使⽤した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。テキーラやワイン、クラフトビールの品揃えを誇るバー、アガヴェ＆ヴァインで、ゆ
ったりとしたひとときを過ごすのもおすすめです。
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と 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・フィリー・ステーキやパンダ・エクスプレス、レイジング・ケインズなど、⽶国
内の有名な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 などハワイ発のレストランでは、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。

スナック＆ドリンク
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。
コーヒー好きの⽅には、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です。⽢いものが好きな⽅は、ハーゲンダッツ、イッツシュガー、
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シェアティー、ジ アレイ、ザ・クッキーコーナーなどから幅広くスイーツをお選びいただけま
す。

アラモアナセンターの全レストランは以下のリストをご参照ください。
 レストラン

GEN コリアン BBQ ハウス

⽥中オブ東京

SXY 四川

⽥中ラーメン

アサージオ

チョダン・レストラン

イレブン（フードランド・ファーマーズ

バッファロー・ワイルド・ウィング

内）

ハビタント（ノードストローム内）

エスプレッソ・バー（ニーマン・マーカス

マーメイド・バー（ニーマン・マーカス

内）

内）

エッグスンシングス

マイタイズ

オリーブガーデン

ママ・フォー

カリフォルニア・ピザ・キッチン

マリポサ レストラン（ニーマン・マーカス

元気寿司

内）

ごま亭ラーメン

モートンズ・ステーキハウス

ザ・バー・アット・フードランド・ファー

ラッキーストライクソーシャル

ムズ

リリハ・ベーカリー（メイシーズ内）

しゃぶ屋

ルシェロ（ノードストローム内）

ジェイド・ダイナスティ・シーフード・レ

六⾓浜かつ

ストラン

ロマノズ・マカロニ・グリル

タイヨー・ラーメン

 カジュアルダイニング

Aja 寿司＆弁当

ジャック・イン・ザ・ボックス

アガヴェ＆ヴァイン

ジョリビー

アヒ＆ベジタブル

シングマテイ

アラモアナ・ポイ・ボウル

ステーキてっぺい

アイランドクレープ＆レモネード

ステーキ＆フィッシュ・カンパニー

カレーハウス CoCo 壱番屋

セニョール・ペペ
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ソウルミックス 2.0

マダム・サイゴン

ダ・スポット

マハロハ・バーガー

チーズバーガー・ファクトリー

ママズ・スパゲッティハウス

チャーリーズ・フィリー・ステーキ

マンナ・ミヨン

鉄板焼きファーマー

ミスター・カウ・ハワイ

⻑崎ちゃんぽん リンガーハット

むすびカフェいやす夢(ラナイ＠アラモアナ

浪花屋ラーメン

センター)

ハイ・ステーキ（フードランド・ファーム

ヤミー・コリヤン BBQ

ズ内）

ラハイナ・チキン

ハイティー・カフェ

らーめんバリ男

パンダ・エクスプレス

リトル・カフェ・サイアム

ヒマラヤン・キッチン

レイジング・ケイン

ポケ＆ボックス

レインボーブリトー

ホノルル スシ
 軽⾷＆ドリンク
アイランド・ヴィンテージ・コーヒー

スターバックス(エヴァイング、メイシーズ、

アイランド・ブリュー・コーヒーハウス

ターゲット内)

アンティ・アンズ

ソミソミ・ソフトサーブ＆たい焼き

イーバー（ノードストローム内）

チエジュビング・デザート・カフェ

コーヒービーン＆ティーリーフ

ディオール カフェ

コーヒービーン＆ティーリーフ（フードラ

ハーゲンダッツ

ンド・ファームズ内）

バーンズ&ノーブル・カフェ

ココリーニ

パティスリー・ラ・パルム・ドール

ザ・クッキー・コーナー

BRUG（ラナイ＠アラモアナセンター、エ

サーファーズ・ベーカリー

ヴァウィング）

ザグ・オリジナル・クリスタル&パール・

プレスドジューサリー

シェイク

ホノルル・コーヒー・カンパニー（エヴァ

ジ アレイ

ウィング、センターコート）

シェアティー

マンゴー・マンゴー・デザート

ジェラート・バー（ノードストローム内）

ミスター・ティー・カフェ

シナボン

ヨミーズ・ライス×ヨーグルト

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）
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 ギフト・お⼟産

ABC ストア（センターコート）

ビッグアイランド・キャンディーズ

シーズ・キャンディーズ

源 吉兆庵

ホールマーク

モンブラン

ホノルル・クッキー・カンパニー

ルピシア

アラモアナセンターに関する詳細は、⽇本語公式サイト（www.AlaMoanaCenter.jp）をご覧く
ださい。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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