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ターゲットを明確に
業界との協業プロモーションに注力
日本からハワイへの日本人渡航者数は、今年1～7月の累計で84万6762人に達し、
前年同期比で2.0％増を記録した。海外旅行需要が全体的に伸び悩む中での堅調な伸
びは、ハワイへの根強い人気の表れとも言える。円安傾向など、不安要素が見え隠れ
する中、今後も需要は堅調に推移していくのか。2015年のハワイ州観光局（HTJ）の 
プロモーション方針について触れてみたい。

ハワイ州観光局（HTJ） Hawaii Tourism Japan（HTJ）

　日本からハワイへの日本人渡航者数を
月別に見ると、4月の1.6％減以外はすべ
て前年同月比プラスを記録。直近の6月の
数字は7.0％増と好調ぶりを見せている。
今後の見通しについて、HTJヴァイスプ
レジデントのミツエ・ヴァーレイ氏（写
真）は、「ハワイ州本局（Hawaii Tourism 
Authority, HTA）では、通年で前年比
2％増となる155万人程度を見込んでいる」
と語る。
　また来年については、HTAで2014年比

1.3％増の157万人
の目標を掲げてい
るものの、「厳し
い目標となるだろ
う」との見通しを
示す。しかし、日本
マーケットはいわゆる「アベノミクス効
果」もあり、消費税増税後も４月単月の
マイナスを除き、現在のところ「あまり
影響は受けていない状況。小幅ながらも
伸びを維持できれば」と期待を見せる。

14年日本人は155万人の見通し
来年は157万人目標に

　一方、日本を含む全体のマーケットに
ついて、ヴァーレイ氏は「ハワイは10年単
位でツーリズムの需要サイクルがある。
今年からダウンサイクルに入ると見てお
り、実際に訪問者数全体の６割を占める
アメリカ本土からの需要が鈍り始めてい
る」と説明する。
　今後を「アメリカ本土からの観光需要
が冷え込み始めており、各ホテルで稼働
率を上げるためのキャンペーン展開も出
始めるだろう」と予測。こうした流れの中
で、重要となってくるのが航空座席供給

の確保だ。日本マーケットにおいても、
路線の運休や機材変更による座席供給の
減少の動きが出始めており、「日本を含む
各マーケットでの航空座席供給の安定化
が大きな課題となる」と強調する。
　航空座席供給を確保するためには、旅
行需要を常に維持していく必要がある。
HTJではこうした背景を受け、キャン
ペーンやショルダーシーズンに需要が期
待できるセグメントをターゲットに据え
た需要喚起を今後の大きな目標に掲げる。

航空座席供給の安定化がカギ
ショルダーシーズンの需要喚起へ

　ショルダーシーズンの需要を喚起して
いく上で、HTJでは、ターゲットを明確
にしたプロモーション展開を図る方針
だ。ターゲットに掲げるのは、MICE、
ロマンス・マーケット、アクティブシニ
アの３つ。いずれも時期を問わず、ショ
ルダーシーズンの需要を埋める大きなセ
グメントだ。

　ヴァーレイ氏は「ターゲットを定める
ことが必要。ハワイは距離やコストの面
で、だれでも気軽に行くことができると
いうデスティネーションではない。ター
ゲットに合わせたプロモーションで、実
際の渡航につなげたい」と述べ、即効性
の高いプロモーションに力を入れる姿勢
を見せる。

ショルターシーズンに期待できるターゲットを設定
即効性の高いプロモーション

　まず、ターゲットのひとつとなるのが
MICE需要だ。HTJでは、昨年より「Meet 
Hawaii」のブランドで、インセンティブ
やエンターテイメン
ト関連の団体需要を
積極的に誘致してい
る。「特にコンサート
などのイベント需要
は、新しい客層にアピールできるので、以
前より目標に掲げているファーストタイ
マーの誘致にもつながる。インセンティ

ブやエンターテイメント関連、スポーツ
関連、教育旅行など、まだまだ大きな潜
在性がある。引き続きMICEにフォーカ
スしていきたい」
　今後の展開としては、国際会議や学会
の誘致、さらに企業の「周年イベント」の
開催場所としてのハワイをアピールして
いく考え。「『Meet Hawaii』の枠組みの中
で、新しいプログラムを作り上げていき
たい」と意欲を示す。

→詳しくは６ページ

ターゲット①：MICE
国際会議／学会、周年イベントにも注目

　また、ウェディングやハネムーンなど、
ロマンス・マーケットへの取り組みも積
極化させていく。さきごろの調査※によ
ると、海外ウェディングに占めるハワイ
の割合は、63.7％と８年ぶりに６割超え
を記録、昨年より10.7ポイントも上げ、
圧倒的なシェアを誇る。
　ヴァーレイ氏は、ロマンス・マーケッ
トの特徴について、「消費額の高さ、ま
た同行者の参加が期待できる。ハワイで
挙式した際の同行者人数は、平均で10.8 
人※。多い場合は20～30人規模となり、

グループ需要としても期待できる」と指
摘する。
　さらにロマンス・マーケットは、ハワ
イならではの傾向として、「挙式をオアフ
島で、その後のハネムーンを隣島で行う
ケースが多い。隣島誘致としても重要」
とのこと。オフ期やショルダーシーズン
の需要を満たす存在としても大きなマー
ケットだ。　　　　→詳しくは10ページ

ターゲット②：ロマンス・マーケット
シェア6割超、さらに需要を喚起

　さらにアクティブシニアへのアプロー
チも強化する。ヴァーレイ氏は「団塊世
代は多趣味で貯蓄も多く、旅行への意欲
が旺盛。ハワイはまさにそうした世代に
強くアピールできるデスティネーション
だ」と語る。

　アクティブシニアを攻略する上で、
ヴァーレイ氏が着目するのは、セグメン
トごとによる展開。具体的には「３世代
ファミリー、フラ目的のグループ、ハイ
キングやトレッキングなどの自然に興味
のある層へそれぞれのニーズに合わせた
アプローチをかけて行きたい」考え。メ
ディアを通じた露出や旅行会社へのセー
ルス活動、さらに直接各セグメントに訴
える施策を進めていく。
　例えば、スペシャリスト・プログラム

「アロハプログラム」を活用した取り組み
はそのひとつ。一般消費者対象の中上級
者向けコンテンツを追加、フラや自然、
歴史／文化など、テーマごとのコミュニ
ティーを設け、情報発信／情報交換の場
とする。
　また各セグメントを対象としたセミ
ナー、イベントも強化。「ピンポイント
でメッセージが届く即効性のあるイベン
トを目指したい」　→詳しくは８ページ

ターゲット③：アクティブシニア
3世代、フラ、ハイキング、セグメントごとに

　ファーストタイマー誘致に向けた地方
セミナー、一般消費者向けイベント、リ
ピーター向けワークショップなどのイベ
ント開催も増やしていく。第２ターゲッ
ト都市（北信越や中部、四国エリアなど）
でも積極的にプロモーション実施してい
く予定で、ヴァーレイ氏は「ハワイ直行
便が飛ぶ都市と国内アクセスが良いエリ
アを中心にそれぞれの地方特性に合わせ

た内容としたい。直行便のロードファク
ターを維持する上でも、直接一般消費者
にアプローチすることで、短期の効果を
得やすい」と述べ、開催意義を強調する。
　またリピーター向け対策として、スペ
シャリストプログラム「アロハプログラ
ム」を中心とした各地ハワイコミュニ
ティ連携活動の活性化を目指す。

→詳しくは８ページ

消費者向けセミナー、イベントを強化
即効性を意識、地方でも

　一方、新たな取組としてすすめるのが
キャラクター「Shakaちゃん」を起用した
プロモーション展開だ。「ハワイは日本
人にとって特別なデスティネーション。
アロハスピリットなど、ハワイ特有のス

トーリーを伝える存在としてキャラク
ターを起用した。日本とハワイの関係性、
絆に重きをおくことで、共感を持たせ、
ハワイへの実際の渡航につなげたい」

→詳しくは３ページ

キャラクター「Shakaちゃん」を起用
日本とハワイの「絆」を伝える存在に

　一連のセミナーやイベントを含め、
HTJとして今後力を入れていくのが業界
パートナーを巻き込んだ協業によるプロ
モーション。「航空会社や旅行会社、メ
ディアなどのコラボレーションをベース
としたプログラムを新たに構築、強化し
ていきたい」
　例えば、今年展開した「ウルトラハワ
イ」もその一例。ヴァーレイ氏は「ハワ
イとウルトラマンというユニークな組み
合わせが目を引き、ハワイへの注目が集
まった。ファミリー層の誘致など、効果
を上げた」と評価する。今後もこうした

「業界各社が参加できるプログラムを提
供していきたい」意向だ。

協業プロモーション
業界パートナーを巻き込んだプログラムに

※「ゼクシィ 海外ウェディング調査2014」（2014
年8月／株式会社リクルート マーケティング パート
ナーズ調べ）

一般消費者向けコンテンツを拡充した「アロハプログラム」
http://www.aloha-program.com/

話題を集めた「ウルトラハワイ」
©円谷プロ

画像提供：ハワイ州観光局
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ハワイの新しいキャラクター
「Shakaちゃん」誕生！

ハワイ州観光局（HTJ） Hawaii Tourism Japan（HTJ）

ハワイに新しいキャラクター「Shakaちゃん」が誕生した。ハワイの人たちの心に受
け継がれてきたおもてなしの心「アロハスピリット」を伝える存在として登場した
「Shakaちゃん」。今後、さまざまな場面でお目見えすることになるだろう。

　「Shakaちゃん」のモチーフとなったの
が、「Shaka（シャカ）」サイン。親指と小
指を立てたサインで、ハワイでは挨拶に
使われるおなじみのジェスチャーだ。ハ
ワイへ訪れ、記念写真を撮るときに、この

「Shaka」サインでポーズをとったことが
ある人も多いはず。まさにこの「Shaka」
サインが「アロハスピリット」を表して
いる。
　「Shakaちゃん」の誕生は、ストーリー
仕立てとなっている。もとは「グー」の

形をした冴えない表情の「Mr. グー」。
ハワイへ訪れることで、「ALOHA」の頭
文字にそれぞれ込められた「アロハスピ
リット」を学ぶことで「Shakaちゃん」に
生まれ変わり、心から満たされた幸せな
時間をハワイで過ごす、という内容だ。
　HTJでは、この「Shakaちゃん」がハ
ワイと日本を結ぶ架け橋となり、日本の
みならず世界中の人に「アロハスピリッ
ト」を啓蒙していけるよう、今後も様々
な展開を予定している。

「アロハスピリット」を伝えるキャラクター
ハワイと日本の架け橋に

Shakaちゃんストーリー

Akahai
（アカハイ）

Lōkahi
（ローカヒ）

’Olu ’olu
（オルオル）

Ha ’aha ’a
（ハアハア）

Ahonui
（アホヌイ）

5つの頭文字を合わせると“ALOHA”。
そのアロハスピリットがMr. グーの心に芽生え、
そして、みんなからShakaちゃんと
呼ばれるようになりました。
Shakaのサインは、世界の人々に親しまれ、
アロハスピリットの証として伝えられています。

ハワイ州観光局キャラクターのShakaちゃんは
ALOHAを広げるために
今後活動していきます。

A
L
O
H
A

ハワイの人々の優しさ「アカハイ」に
触れたMr.グーは

一つにまとまる大切さ、
協調性「ローカヒ」を学び

ハワイの人々の思いやり
「オルオル」に感謝しつつ

謙虚さ「ハアハア」の大切さを知り

何事にも忍耐「アホヌイ」で
取り組むことを学びました。

Shakaちゃんストーリーの詳細は
http://www.hawaii-tv.jp/promotionまで

Mr.グーがアロハスピリットを
体験することによって
Shakaちゃんに生まれ変わる
ストーリーです。

忍耐

謙虚さ

思いやり

協調性

優しさ

ハワイ州観光局キャラクター 「Shakaちゃん」
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ワイキキで上質の滞在を約束する4つのホテル
スターウッド ホテル & リゾート ワイキキ STARWOOD HOTELS & RESORTS WAIKIKI

スターウッドは、ワイキキ中心部に4軒のホテルを展開、どのホテルも伝統と格式のあるホテルとして、ハワイ流の「おもてなしの心づかい」を感じさせる上質なサービスを提供する。

「ワイキキのファーストレディー」の愛称
で親しまれる1901年創業のワイキキ最
古のホテル。ビーチリゾートとしてのハ
ワイの歴史を物語る。

「シグニチャー・ロミ・フェイシャル」新登場
ハワイアン・ミュージックをBGMに

　スパ施設「モアナ ラニ スパ」に今年４
月、「シグニチャー・ロミ・フェイシャル」
が登場した。ハワイの伝統的なマッサー
ジ技法である「ロミロミ」を取り入れた
ユニークなフェイシャルメニューで、表
情筋を刺激することでフェイスラインの
リフトアップを促進。また保湿効果に優
れた日本のスキンケアブランド「ライス
フォース」のプロダクトを取り入れ、殺菌
効果の高いハワイ島のハチミツとコナ・
コーヒーと合わせたハワイらしいフェイ
シャルだ。

　「ライスフォース」は、2013年より同ス
パのトリートメントに導入。肌との相性
が良いお米の成分（ライスパワーエキス）
に着目したスキンケアは、日本でモデル
や主婦などを中心に人気を集めている。
　また今年５月には、ハワイの文化を継
承していく活動の一環として、ハワイア
ン・ミュージックのアーティスト、ナタ
リー・アイ・カマウウ氏とのパートナー
提携をスタート。数々の受賞歴を誇る
彼女の美しいメロディーは、「モアナ ラ

ニ スパ」の「シグニ
チャー・ロミ・フェイ
シャル」を含むロミロ
ミ・メニューの施術中
のBGMに採用されて
いる。心地よいハワイ
アン・ミュージックの
調べで真のリラックス
体験をぜひ味わいたい。

ワイキキのホテルをリードする大型ホテ
ル。「現代的なハワイの洗練さ」をテーマ
に、充実のサービスを提供する。

最新技術で夜のプールが光りに包まれる！
世界初の「3Dプール・マッピング・ライトショー」

　今年８月よりスーパープール「ヘルモ
ア・プレイグラウンド」の水面をスクリー
ンに見立てた幻想的なライトショーが始
まった。

　最近、日本でも注目を集める3Dマッピ
ングによるライトショーだが、建物では
なくプールに投影するのは、まったく新
しい試み。ショーは「ヘルモア～ハワイ
の誕生～」（毎晩午後８時～）と「ヘルモ
ア～ワイキキの伝説～」（同午後９時～）
の２つで、キラウエア火山の炎や色鮮や
かなトロピカルフラワーなどを水面に映
し出し、どちらもハワイの歴史と文化を
体験できる内容。部屋から眺めるだけで
なく、宿泊者以外も観ることができる。
　また、このライトショーは、カスタマ
イズできるのが特徴。企業や団体のロゴ
や画像を組み込んで、ホテルの到着に合
わせてプールに投影することができる。
世界初の演出は、アッと驚かせるここだ
けのオプションとしておすすめだ。

本格派のピザが味わえる
「ハパス・ピザ」

　１階インフィニティー・エッジ・プール
前にオープン。レストラン「カイ・マー
ケット」のシェフがプロデュースするピ
ザは、ハワイ産のトマトやマッシュルー
ムなど新鮮な食材を使い、イタリア料理
であるピザをハワイアンスタイルにアレ
ンジ。テイクアウトも可能だ。

1927年の創業以来、「太平洋のピンクパ
レス」と呼ばれ、ハワイの歴史と文化を
今に伝える。ラグジュアリーな滞在を楽
しめる。

海を望むテラスで最高のシーフードに舌鼓
「アズーア」の小グループ向けプラン

　メインダイニング「アズーア レストラ
ン」は、小グループ向けのケータリング
プランを新たに設定した。プールサイド
のレストラン「サーフ ラナイ」のビーチ
側に面した天蓋付きテラスエリアで「ア
ズーア レストラン」の味が楽しめる。
ビュッフェまたはコース料理で30～60名
の収容が可能。ワイキキビーチやダイヤ
モンドヘッドの雄姿を望みながらの新鮮
なシーフードを中心とした「アズーア レ
ストラン」の本格的な食事は、ハワイで
の忘れられない思い出となるはずだ。
　同プランは、ウェディング後のパー

ティーにも最適。絶景を前にした理想的
なセッティングで、大切な家族や友人た
ちだけのアットホームな祝宴を演出す
る。またVIP向けのエクスクルーシブな
食事にも、ピッタリだ。

ワイキキ中心地のカイウラニ王女ゆかり
の地に構える絶好のロケーション。ハワ
イの伝統を感じさせるホスピタリティー
が自慢だ。

ロビーまわりを改装
より明るくフレッシュな印象に

　このほど、１階のロビーを中心とした
エリアを改装、このホテルならではのハ
ワイの伝統を守りながら、白を基調とし
たより明るくフレッシュな印象に生まれ
変わった。無料でPCを利用できる「リ
ンク＠シェラトン」も装いも新たにリ
ニューアル。毎日午後５時から７時まで
は「シェラトン・ソーシャル・アワー」
として、ワインと「ププ」（ハワイ風のお
つまみ）をサービスする。
　ロビーに続くレストラン「ピカケ・テラ
ス」のエリアも改装に合わせて椅子の配
置を変え、よりスムーズな動線に。ハワ
イ王家ゆかりの地として、由緒ある歴史

を物語るヒストリカル・エリアも健在。
またホテル独自のカルチャー・プログラ
ムで、フラ・レッスンやフラワー・レイ・
メイキングなど、ハワイ文化に触れてみ
たい。

シェラトン・ワイキキ
Sheraton Waikiki

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
The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort

モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ
Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa

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

リニューアルした「リンク＠シェラトン」

ホテルの前で歌うナタリー・アイ・カマウウ氏（左）
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Meet Hawaii
多様なアプローチでMICEを誘致
充実のインフラとサービス、そしてハワ
イらしいホスピタリティーと豊富な経験
で、MICEの目的地としても魅力的な
ハワイ。ビーチリゾートとしての特別感
もMICE参加者を満足させる大きな要素
だ。ハワイ州観光局（HTJ）は、「Meet 
Hawaii」のブランディングのもと、MICE
誘致に力を入れている。エンタメ関連の
イベントに加え、今後はハワイ州本局の
ハワイ・ツーリズム・オーソリティー

（HTA）主導の「‘ELELE Program」のも
と、ハワイ・コンベンション・センター

（HCC）を加えた三位一体の態勢で学会
の誘致にも取り組んでいく方針。多様な
アプローチで、MICEの目的地としての
ハワイをアピールしていく考えだ。

MICEマーケット（Meet Hawaii） MICE Market（Meet Hawaii）

ハワイでMICE! 7つのポイント

　HTJでは、ハワイを訪れるMICEをサ
ポートすべく、各種サポートを行う。こ
れまでにもウェルカム・レターやウェル
カム・スピーチ、表敬訪問などをアレン
ジ。規模に応じて、ホノルル市長やハワ
イ州知事からのレターやスピーチ、HTJ
高畑エリック局長による英語と日本語を
交えたスピーチの提供も可能だ。

　また、参加者が一堂に会するガラディ
ナーなどのイベント会場でのレイ・グ
リーティングやエンターテイメントは、
ハワイならではのサポート。スケジュー
ルが合えば、ミス・ハワイやHTJビュー
ティー親善大使として活躍するモデルの

道端ジェシカさん、HTJロマンス親善大
使のタレント吉川ひなのさんを、アレン
ジすることも可能。サプライズゲストの
登場で、会場は大いに盛り上がるはずだ。
　こうしたサポートの申請を行う際は、
HTJの旅行業界専用ウェブサイトを
チェックしたい。同ウェブサイトにあ
るMICE情報バンクでは、HTJが行うグ
ループ向けサポートに関する情報やその
申請書、販促ツールの申請書、「ハワイ
MICEガイド」のeBook、ハワイ・コンベ
ンション・センター（HCC）のイベントカ
レンダーなど、団体旅行で必要な情報を
カバーしており、ここから申請書をダウ
ンロードしてサポート申請する手順だ。

MICEを全面サポート
業界ウェブサイトも要チェック！

サポート申請方法

Meet Hawaii
これまでのサポート実施例

⃝ウェルカム・レターの作成	 	
⃝ウェルカム・スピーチのアレンジ
⃝議員団などの表敬訪問		 	
⃝レイ・グリーティング
⃝イベントでのエンターテイメント
　のサポート
⃝視察アレンジ

など

　ハワイ州本局のハワイ・ツーリズム・
オーソリティー（HTA）とHTJ、さらに
ホノルルにあるハワイ・コンベンショ
ン・センター（HCC）が三位一体となっ
てMICE誘致に向けた活動を行う「Meet	
Hawaii」。ハワイ最大のMICE受け入れ施
設であるHCCは、昨年４月よりHTJが日
本窓口として、スケジュールや空き状況
の問い合わせなどの対応にあたる。今後
は貸し切り可能なベニューの検索など、
より利用しやすいツールの展開を進めて
いく予定だ。
　HCCは今年より運営会社がAEG社に
替わり、新たな体制でスタートしている。
同社は、世界各地でコンベンションセン
ターやアリーナ、スタジアムや劇場を運
営、例えばNBAの試合やグラミー賞の授
賞式が行われるロサンゼルスのステイプ
ルズ・センターと隣接するコンベンショ
ンセンターもこの会社の管轄だ。

　同社の強みは、シドニーやロサンゼル
スなど、運営する他の施設の案件をハワ
イに誘導できる点。実際に国際会議や学
会などの大型案件を既にハワイに誘致し
ている。また、エンターテイメント系の
イベント実績が特に豊富で、今後はHCC
でのエンタメ系イベントに対しても、熟
練したノウハウで積極的にサポートでき
る態勢を整える。

ハワイ・コンベンション・センター含め
三位一体でMICE誘致

　HTJでは、「Meet	Hawaii」に基づいた
MICE強化の一環として、コンサートや
ファンミーティングなど、エンターテイ
メント系イベントの誘致に力を入れてい
る。今年は７月の「きゃりーぱみゅぱみゅ
（KPP	NANDA	COLLECTION	LIVE	in	
Hawaii）」、９月の「嵐（ARASHI	BLAST	
in	Hawaii）」などの
コンサートを実現。
特にこうした大物
アーティストによる
コンサートは、実現
すれば大きな集客につながる上、ファー
ストタイマーや旅行離れしている若年層
へのハワイ渡航への動機付けにも大きく
寄与する。もちろん、ショルダーシーズ
ン対策としても期待できる。
　ほかにも、ファッションショーを中心
とした「Hawaiian	May!	2014」（5月22日～
24日）、駅伝とコンサートを合体した「ホ
ノルル駅伝＆音楽フェス	2014」（6月1日）

など、昨年スタートしたイベントも引き
続き実施、数多くの集客実績を得た。
　こうしたコンサートやファンミーティ
ング、イベントを行う際、多彩な会場を
用意できるのがハワイの強み。ワイキキ・
シェルやアロハ・スタジアムなど、大き
な会場を確保できるだけでなく、HCCの
規模も充分だ。さらに他のデスティネー
ションにはない特徴として、ホテルの宴
会施設を使ったイベントも可能。HTJで
はこうした会場視察へのサポートも行っ
ている。

エンタメ系イベントの誘致強化
ショルダーシーズン対策にも

　H T A（ハワイ州本局）が進める
「‘ELELE	Program」は、世界各地で開催
される学会の情報を、日本のHTJと各国
／エリアの観光局オフィスが共有し、日
本をはじめ各国／エリアからより多くの
学会参加者を誘致しようとする取り組
み。同プログラムのディレクターには、
アメリカ本土の各学会とのコネクション
を持つデボラ・ジンマーマン氏が就任し
た。
　またH C Cでは、アジア太平洋地区ア
カウントディレクターに、ザ・リッツ・
カールトン・カパルアでアジア太平洋地
区セールス・ディレクターを務めたジャ
ネット・クワタ氏を任命、インターナショ
ナル・セールス・コーディネーターのナタ
リー・タルス氏と共に、日本側の窓口と
なるHTJと現地視察サポート、コーディ
ネーション、合同セールスなどの面で連
携していく。
　学会は大きなもので何万人の規模にな
ることも。その受け皿となるHCCは、ワ
イキキに隣接しており、各ホテルからの
アクセスは至便。近隣の宿泊施設は３万
室を超え、受け入れ態勢も万全。なにより
もハワイは、日本の主要６都市（東京、
大阪、名古屋、福岡、札幌、仙台）から

直行便が飛んでおり、１日あたりの航空
座席数は5200席を超える。日本との太い
パイプがあり、全国各地から学会への関
係者参加誘致も期待できる。
　ビーチリゾートであるハワイは、自由
な時間にビーチでリラックスできるた
め、特にアメリカ本土やカナダなどから
の学会参加者にとって、開催地として人
気のデスティネーション。日本人にとっ
ても同様だ。最近では家族を連れて、と
いうケースも増えており、家族みんなで
楽しめるハワイは大きな強みがある。
　ハワイは、2011年にAPEC（アジア太
平洋経済協力会議）の開催地としての実
績がある。HCCを主会場に、大きな国際
会議の受け入れも万全であることが大き
くアピールできた。こうした実績も学会
を誘致する上で、大きなアピールポイン
トとなっている。

学会への日本人参加者誘致を強化
「‘ELELE Program」で情報共有

充実の施設とサービス
ユニークな施設で特徴的なイベントも

快適な気候
一年中いつでも温暖、晴天率の高さにも注目！

豊かな歴史と文化
日系移民など、日本とのつながりも深い

抜群の立地環境
太平洋の中心に位置する「太平洋の交差点」

豊富な実績
熟練したノウハウ、APECなど国際会議の実績も

安全、そして安心
日本語対応、バリアフリー対応も万全

ホスピタリティーあふれる「アロハスピリット」
歓迎と友好の心で「おもてなし」

1

2

3

4

5

6

7

まずは申請書類をダウンロード
HTJ旅行業界専用ウェブサイト → 「MICE情報バンク」へ

（http://member.gohawaii.jp）

必要事項を記入して、group@htjapan.jpまで
⬇

HTJ親善大使の道端ジェシカさん（左）、吉川ひなのさん（右）

旅行業界専用ウェブサイトにある
「MICE情報バンク」

ハワイ・コンベンション・センター（HCC）
© Hawaii Tourism Authority (HTA) / Chuck Painter

Hawaiian May! 2014 ホノルル駅伝＆音楽フェス 2014

左からジンマーマン氏、クワタ氏、タルス氏

KPP NANDA COLLECTION LIVE in Hawaii
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魅力を増すハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパ
日本人の寛ぎを重視した客室設備が充実

グループに人気の
テラスパーティー

　多くのホテルが集まるワイキキビーチ
でもAAA（全米自動車協会）認定の４ダ
イヤモンド・ホテルは数少ないが、そ
のひとつがワイキキを代表する高級ホテ
ル、ハイアット リージェンシー ワイキ
キ ビーチ リゾート＆スパだ。
　ハワイ初心者からリピーター、FIT客
から大型グループ客まで幅広い客層が宿
泊拠点とするワイキキに立地するホテル
だけに、さまざまな目的と体験を求めて
やってくる旅行者が、それぞれの楽しみ
方を追求できるホテルでもある。
　グループ旅行者に人気なのが、３階の
屋外プールテラスでレセプションが開け
る宴会施設「ナレアテラス」だ。30名か
らの小規模グループでも、スペースを貸
し切りで使用でき、カジュアルなバーベ
キュー パーティーからバンケットスタ
イルのディナーパーティーなどまでアレ
ンジできる。またバンケットスタイルで
は200名まで、レセプションスタイルでは
425名までの中規模グループにも対応で
きる。

　「ナレアテラス」を利用したグループ用
のパッケージなども用意している。内容
はテラス施設での飲食・サービスといっ
た基本要素と、ハワイアン・ミュージック
などのエンターテインメント要素をセッ
トにしたもので、旅行会社やオーガナイ
ザーに好評を博している。
　このほか昨年９月にはバンケットスタ

イルで140名収容可能な「コウボールルー
ム」が宴会場施設として加わった。

全室にウォシュレットを導入

　日本人旅行者の快適な滞在を重視す
るハイアット リージェンシー ワイキキ 
ビーチ リゾート＆スパは、客室設備とし
て日本人の要望が強いTOTOウォシュ
レットの導入を進めている。上質な滞在
を楽しみたいFIT客向けに人気のダイヤ
モンドヘッドタワー35～40階のエグゼク
ティブフロア「リージェンシークラブ」の
客室では、すでに導入を完了。来年３月
末までには全1230室で導入する予定だ。
全室導入によりグループ客を同等設備の
部屋へ割り振りやすくなるのもメリット
だ。またトイレの設備刷新と同時にバス
ルームの改装と家具の刷新も行う。

モダンをコンセプトに客室改装

　一連のリノベーションは比較的大掛か
りなものとなるが、宿泊客に迷惑のかか
らないよう万全の配慮をしつつ今年６月
から実施されている。作業は５フロアず
つ進めるが、音の出る作業は真ん中のフ
ロアだけで行うなど、宿泊客への影響を
最小限に抑えるよう工夫している。
　新しい客室のデザインは“モダン”コン
セプトで、壁面もハワイの海と空の色に
同化しやすいブルー系の色調を採用。明
るく開放的でありながらモダンを感じさ
せる雰囲気となる。
　洗面台も鏡の両側に新たな照明を取り

付けることで明るさを増す。アメニティ
も見直しており、来年４月からは日本人
宿泊者の要望が強いスリッパと歯ブラシ
をすべての客室に用意する予定だ。

クイーンサイズベッド２台に

　客室改装に伴いツインルームのベッド
構成も変更する。従来はダブルサイズを
２台設置していたが、より大きなクイー
ンサイズベッドを２台設置する。これ
はワイキキの高級ホテルの中でも客室
スペースの広いハイアット リージェン
シー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパだ
からこその特徴となる。ちなみにクイー
ンサイズ２台設置でもスペースにはまだ
余裕があるため、エキストラベッドを置
くこともできる。
　また料飲施設に関しては、レストラン

「SHOR」のディナー営業を9月末で終了。
「SHOR」の人気メニューを「ジャペン
ゴ」で提供し、よりハワイらしい料理を
サービスする「ハワイリージョナルキュ
イジーヌ」のレストランとして生まれ変
わる。また、今後は「ジャペンゴ」の寿司

バーを閉鎖し、
レストラン内の
レイアウトを変
更、将来的には
テラス席を設置
する予定だ。

大人気ファーマーズマーケット

　宿泊客やワイキキの観光客に大人気な
のが、ハイアット リージェンシー ワイ
キキ ビーチ リゾート＆スパの１階パブ
リックスペースで毎週２
回、火曜日と木曜日の夕
方に実施しているファー
マーズマーケットだ。
ファーマーズマーケット
と言えばダイヤモンド
ヘッドの麓で開催される
KCCファーマーズマー
ケットが有名だが、いわ
ばそのワイキキ版だ。コーヒーをはじめ
とするハワイ産の食材やグッズなど多種
多彩な品物が販売され、毎回多くの来場
者で賑わっている。

ハイアット リゾーツ ハワイ HYATT RESORTS HAWAII

週2回のワインテイスティング
　革新的なサービス機能を備えた新感覚
ホテルで、無料Wi-Fi は426室の全客室を
含む全館で利用可能。「e-Room」ではコ
ンピュータとリモートプリンターも24時
間無料で利用できる。フィットネスセン
ターも24時間いつでも利用可能で、ギャ
ラリーメニューの食事も24時間体制で提
供する。朝食付きが宿泊の基本で、サン
ドイッチやワッフル、パンケーキなどの
メニューを「ゲストキッチン」で楽しめ
る。毎週水曜日と金曜日には１階のギャ
ラリーでワインテイスティング＆アート
作品即売会を開催し好評を博している。

ハイアット リゾーツ ハワイでは、ワイキキの「ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパ」と「ハイアット 
プレイス ワイキキ ビーチ」、カウアイ島の「グランド ハイアット カウアイ リゾート＆スパ」、マウイ島の「ハイアット リー
ジェンシー マウイ リゾート＆スパ」と昨年9月開業の「アンダーズ マウイ アット ワイレア リゾート」の5軒をハワイで展開
している。なかでも日本人旅行者に圧倒的な人気を誇るハワイの旗艦ホテルが「ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ 
リゾート＆スパ」。個人観光客からグループ客まで幅広い客層のハワイ旅行の拠点として愛されている。

全室にウォシュレット装備
　カウアイ島でAAAの４ダイヤモンド
認定の高級リゾート、グランド ハイアッ
ト カウアイ リゾート＆スパでは、全602
室へのTOTOウォシュレットの装備を
このほど完了。日本人宿泊客にとって快
適なトイレ環境が整った。47㎡の広々と
した客室スペースと合わせてリゾート滞
在を存分に楽しめる施設、設備を常に進
化させている。先頃完成したホスピタリ
ティルームでは、早朝到着の宿泊客など
が、チェックインまでの時間をここで寛
げる。PGAオフィシャルトーナメントコー
スの「ポイプベイゴルフコース」も併設。

MICE需要にも人気
　ハイアット リージェンシー マウイ リ
ゾート＆スパは、マウイ島カアナパリ地
区最南端に位置する本格リゾートで、
AAAの４ダイヤモンドの認定を受けて
いる。ハワイ唯一のオーシャンフロント
スパ「マリリン モンロー スパ カマハオ」
や、滝で隔てられ洞窟でつながった２つ
のフリーフォームプールもユニークな施
設。子供用プールもあり大人から子供ま
で水遊びを満喫できる。最大2000名収容
の屋外ファンクションスペースがあり、
インセンティブツアーなどMICE需要に
も対応できる体制も整っている。

マウイ2軒目のハイアット
　東京の新名所となった「虎の門ヒルズ」
でアンダーズ東京が６月に開業し、ハ
イアットの最新ブランドとしての“アン
ダーズ”の名称は日本でも急速に認知度
を上げている。ヒンズー語で「パーソナ
ル・スタイル」を意味し、ブティックホ
テルの新しい在り方をハイアットが追求
するブランド「アンダーズ」は、昨年９月
にマウイ島にも開業。マウイ島２軒目の
ハイアットとなったアンダーズ マウイ 
アット ワイレア リゾートは、スイート
35室を含む全290室とヴィラ7棟の規模。
ラナイ（バルコニー）は全客室に付く。

ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート＆スパ

ハイアット リージェンシー 
マウイ リゾート＆スパ

グランド ハイアット 
カウアイ リゾート＆スパ

アンダーズ 
マウイ アット ワイレア リゾート

ハイアット プレイス 
ワイキキ ビーチ

屋外プールテラスの宴会施設「ナレアテラス」

改装を終えた客室

ジャペンゴ

ファーマーズマーケット
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ターゲットに特化したセミナー
「ウェビナー」にも注力

ハワイ州観光局（HTJ） Hawaii Tourism Japan（HTJ）

　ターゲットに特化したセミナーとし
て、来年６月に予定しているのが地方都
市でのキャラバン。その目的について、
HTJ営業部長の森義直氏は「地方でハワ
イへのチャーター便実績のある都市への
アプローチの一環。セミナーを通じた情
報提供で、ハワイへの商品造成を促した
い」と語る。
　具体的には、新潟と金沢、静岡、岡山、
鹿児島での開催を検討。いずれもハワイ
への直行チャーター便が飛んだ実績のあ
る都市だ。内容としては、「30～50名程度
のセミナーとワークショップを予定して
いる」とのこと。
　ハワイへの渡航者数を伸ばす意味で、
リピーターだけでなく、ファーストタイ
マーの獲得は大きな意味を持つ。特に地
方マーケットの開拓は、ファーストタイ
マーの拡大へ向けた取り組みとして重要
だ。

来年6月に地方5都市でキャラバン
地方発の商品造成を促進

ハワイ州観光局（HTJ）は、引き続きセミナーやワークショップによる業界向け 
アプローチを強化していく。特に今後は、ターゲットに特化したセミナーの 
開催、さらにオンライン上でセミナー行う「ウェビナー」で、より多くの人に
メッセージが届くような展開を検討している。その取り組みを紹介したい。

　また来年４月には、ハワイへの直行便
が飛ぶ６都市（東京、大阪、名古屋、札
幌、仙台、福岡）で、業界向けのレセプ
ションを開催する予定。
　同イベントについて、森氏は「セミナー
による情報提供ではなく、レセプション
を行うことでより多くの人を集めたい。
特に新入社員や販売店スタッフにも参加
を呼びかけることで、HTJの取り組みを
いち早く知ってもらう良いタイミングと
したい」と語る。

　レセプション冒頭では、HTJの今後の
業界向けプロモーション方針を紹介する
プレゼンテーションを行う。新年度のス
タートに合わせ、旅行業界の各スタッフ
にハワイを強く印象づけたいというのが
狙いだ。
　一方、HTJの会計年度は、１～12月。
そのため今年11月に来年度の戦略を発表
する場を東京と大阪で設ける。こちらは
「上層部も対象にした戦略発表会」という
特化した内容となる予定だ。

来年4月に就航6都市でイベント
新入社員、販売店スタッフにも

　「セミナーになかなか参加できない人
にも届くように」（森氏）とHTJが展開を
進めるのが「ウェビナー」。オンラインで
プレゼンテーションを試聴することがで
き、オンデマンド配信で常に最新の内容
を発信する。公式ウェブサイト（http://
www.gohawaii.jp/）上の業界サイトに９
月よりページを設ける予定だ。
　内容としては、「まず９～12月を目処
に、デスティネーションセミナーやウェ
ディングセミナーなどを予定している」
とのこと。またスペシャリスト・プログ
ラム「アロハプログラム」の中上級者向
けのセミナーも検討している。こちらは

「アロハプログラムのキュレーターであ
るハワイのエキスパートの人達による講
義形式としたい」考えだ。
　「ウェビナー」の利点について、森氏は
「いつでもどこでも受けられるため、なか
なかセミナーに参加できない地方の旅行
会社スタッフ、セミナーに参加する時間
が割けない販売店のスタッフなどにも内
容を伝えることができる」と強調する。
　加えて、団体旅行向けのセミナー、旅
行会社ごとに個別に行うセミナー、レン
タカー会社など、パートナーとの共同セ
ミナーといった展開も目指していく。

年内に「ウェビナー」立ち上げ
オンラインで新しい内容をオンデマンド配信

　スペシャリスト・プログラム「アロハ
プログラム」（http://aloha-program.com/）
でも新展開を図る。現在同プログラムは、
旅行業界に限らず、一般消費者向けにも
実施。今後はテーマ別による「コミュニ
ティボード」をウェブサイト内に設置、

食やスポーツ、歴史／文化など、テーマ
ごとにボードを設け、オンラインで自由
に情報交換が出来る場とする計画だ。
　また、一般消費者及びハワイ関連の
ショップやレストランなどに携わる人へ
の中上級者向けコンテンツを強化。特に
ショップとレストランに対しては、アロ
ハプログラムの「認定店」を新たに設定、
HTJ公認のサテライトショップ、また
はサテライトレストランとして位置づけ
る。「例えば、ショップやレストランなど、
旅行業界にかぎらずハワイの情報発信の
場、自社PRの場を提供したい」（森氏）
　一方、旅行会社も「ハワイスペシャリ
スト」が在籍する店舗を「サテライトオ
フィス」としてアピールできる。その第1
号店となったのが、エイチ・アイ・エス
の「大阪駅前ハワイ支店」。ハワイ専門店
として、よりプロフェッショナルな旅行
情報の発信の場となっている。９月には
さらにエイチ・アイ・エス関西、シティ
ツアーズ（名古屋）、エイチ・アイ・エス
北海道が同時に店舗をオープン。今後は
コンパクトシーク（たびラボ）でも開設
を予定、その流れは全国規模で広がって
いる。

「アロハプログラム」で新展開
コミュニティボード設置、サテライトオフィスも

　ハワイの文化や歴史、伝統を楽しく
学ぶことができる観光局認定オンライ
ンプログラム。ハワイ関連のショップ
やレストラン、旅行会社のスタッフな
ど会員登録すれば、誰でも参加できる
スペシャリスト・プログラムだ。
　ハワイの基本情報や歴史、文化、自
然、ハワイ語などを学ぶことができ、学
習教材はハワイの専門家がサポート。
習得したレベルごとに、ワプクプ（初
級）、ラウアエ（中級）、ハープウ（上級）
に分かれており、アロハプログラムの
オリジナルグッズをプレゼント。合格
者には認定証を発行する。
　現在、一般消費者向けには初級のみ
の展開だが、今後は中級、上級も順次
スタートする計画（旅行業界向けには
上級まで提供）。またテーマ別による
「コミュニティボード」をウェブサイト
上に設置し、認定メンバー同士の情報
交換や意見交換を行う場とする。旅行
会社やハワイ関連のショップ、レスト
ランと一般消費者をつなぐ架け橋とな
るだけでなく、ヘビーリピーター層の
コミュニティ作りも目指していく。

役に立つ認定スペシャリスト・プログラム
アロハプログラム
http://www.aloha-program.com/

　各分野のスペシャリストが最新情報
を発信するFacebookページ。ハワイ
の最新情報やイベント情報はじめ、ス
ポーツや文化、音楽やグルメ、隣島な
ど、幅広いニューストピックスをリア
ルタイムで提供している。

ハワイの最新情報を発信！  facebook
http://www.facebook.com/discover.aloha 

セミナーの様子

「サテライトオフィス」
（エイチ・アイ・エス大阪駅前ハワイ支店）

「アロハプログラム」サイト内での「サテライトオフィス」の紹介イメージ
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H o n o l u l u ,  H a w a i i

ザ・カハラ・ホテル＆リゾートには、お客様に愛された
50年の伝統があります。

皆様に感謝の気持ちを込めて、創業50周年記念宿
泊プランをご用意いたしました。

伝統あるザ・カハラ・ホテル＆リゾートは50年

にわたり特別なリゾートとして愛されてまいり

ました。中心街の喧騒から逃れて、まるで離

島を思わせるような絶好のロケーションであ

りながら、ワイキキのショッピングスポットや

エンターテイメントエリアには車でわずか15

分。ザ・カハラでは創業50周年のこの年に、

当館のファンの皆様にも、初めてご利用になる皆様にも最高の滞在をお約束する特典

満載の50周年記念ご宿泊プランをお届けいたします。ゆったりとした客室やスイートル

ーム、数々の受賞歴を誇るスパ、5つの洗練されたレストラン、スタッフのアロハスピリッ

ツ、そして美しい白砂のビーチが皆様に至福の時間をお約束いたします。

ご予約、お問い合わせは当ホテルウエブサイトjp.kahalaresort.com、ホテル予約課
808-739-8888またはEメールreservations@kahararesort.com

Sabre: 21838  Amadeus: hnl713  Worldspan: 2713  GALILEO: 66964

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート専用フリーダイヤル： 0120-528013
リーディングホテルズオブザワールド： 0120-86230

KH-1611.Wing_Travel.indd   1 1/8/14   9:24 AM

チェックイン前／アウト後も快適に
「ホスピタリティ・スイート」完成

ランドマークホテルズグループ THE LANDMARK HOTELS GROUP

ワイキキから車でわずか10分の閑静な
カハラ地区に建つザ・カハラ・ホテル＆
リゾート。今年で開業50周年を迎え、便
利な立地にありながらもプライバシーが
保たれた静かな環境で、ハワイでの上質
な滞在を約束してくれる。さきごろ本館
１階に「ホスピタリティ・スイート」が
完成。チェックイン前、チェックアウト
後でもゆったりとくつろげるスペースと
して、好評を得ている。

100平米超の広々空間
シャワーや仮眠スペースも

　本館１階101号室の「ホスピタリティ・
スイート」は、24時間営業で早朝の到着や
夕方の出発など、チェックイン前、または
チェックアウト後客室が利用できないゲ
ストが休憩できる施設。広さはスイート
タイプ102平米にラナイ（ベランダ）15平
米と広々としたスペースを確保。ゆっく
りくつろげるソファーやテーブルを備え
たリビングルームに、着替えや仮眠に利
用できるデイベッドのある個室が２室、
さらにシャワートイレと２台の洗面台を
設けたシャワールームもある。
　一方、ハワイの風を感じられるラナイ
には、２台の天蓋付きのラウンジチェア
を設置。コンピューターとプリンターの
あるビジネスセンターも併設し、まさに
カハラらしい至れり尽くせりの施設と
なっているのが特徴だ。
　サービスも充実。朝の8時から夕方の17
時までは、日本語対応可能なスタッフが
常駐。英語と日本語の雑誌や新聞を置き、
コーヒーや紅茶、ソフトドリンクを自由
に飲むことができる。シャワールームに
は、シャンプーやコンディショナー、石
鹸などのアメニティを用意。ドライヤー
やタオル、バスローブも利用できる。ま
たWi-Fiアクセス可能だ。

旅行会社向け動画が登場
「カハラ完全ガイド」

　旅行会社の店頭カウンタースタッフ、
営業スタッフ向け動画「カハラ完全ガイ
ド」が登場した。13分25秒の中に、ワイ
キキからの距離感、ホテル施設の紹介、
各カテゴリーの客室からの眺望、ビーチ
アクティビティなど、普段旅行会社から
の問い合わせが多い質問に答える内容が
詰まっており、これを見れば、カハラの
すべてが分かるようになっている。顧客
への案内や営業先でのプレゼンテーショ
ンにも使える。ランドマークホテルズ日
本支社では、動画の入ったUSBの提供な
ど、リクエストに応える。

飛行訓練に挑戦！開業50周年企画
空から見るハワイはまた格別

　開業50周年企画として、新たな記念プ
ランが登場した。プライベート小型飛行
機による訓練飛行というびっくりする内
容。トリップアドバイザーで５つ星評価
を獲得している「マウイフライトアカデ
ミー」の協力を受け、オアフ島からラナ

イ島への往復フライトをパイロット体験
する。途中、オアフ島やモロカイ島、そ
してラナイ島の絶景を堪能。ラナイ島で
はコエレにあるロッジに着陸し、ちょっ
とした休憩も取れる。
　操縦する飛行機は最新設備の「シー

ラスSR22」。女優アンジェリーナ・ジョ
リーも所有するプライベート機と同モデ
ルだ。教官は飛行時間5000時間以上、30
年以上の経験を誇るベテランパイロット
が務める。
　また操縦の様子をカメラで録画。まさ

に一生に一度の体験は、ハワイでのベ
ストな旅の思い出となるはずだ。料金
は２名から３名利用（総重量で決定）で、
カハラの創業年である1964年にちなんだ
1964.50ドル（通常2500ドル）。今年の12月
31日までの限定サービスだ。

ランドマークホテルズグループ 日本支社
〒105-0001  東京都港区虎ノ門四丁目1番20号  田中山ビル６Ｆ
電話：03-6808-8783　
ファックス：03-6808-8793
E-mail: cfunaoka@kahalaresort.com
宿泊予約　オークラ ホテルズ ＆ リゾーツ　　
　　　　　専用ダイヤル 0120-528013
　　　　　リーディングホテルズオブザワールド
　　　　　0120-086230ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

ゆったりとしたホスピタリティ・スイート ベランダにある天蓋つきベッド シャワールームも利用できる
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海外ウェディングで高いシェア
6割超、潜在需要の掘り起こしに注力

　ウェディングマーケットの現状につい
て、ハワイ州観光局（HTJ）PRマネー
ジャーの宮本紗絵氏は「リゾートウェ
ディング、海外ウェディングのパイはま
だまだ増やすことができる。もっと裾野
を拡げていきたい」と語る。
　ハワイでの海外挙式に対するニーズは
高い。ただ「何らかの理由で断念するケー
スも多い」のも事実。HTJでは、こうし
たハードルを下げるべく、各種ツールを
使った需要喚起に努めていくことで「ハ
ワイでのウェディングに対する不安を払
拭させたい」考えだ。
　その大きな柱となるのが、ウェディン
グ冊子「ウェディング・アイデアブック

（仮称）」。年内の発行を予定しており、モ
デルを使った現地取材で、ハワイ・ウェ
ディングの魅力を余すとこなく紹介す
る。ポスターも用意。宮本氏は「イメー
ジしやすい内容で、安心感を与え、家族
で来ても楽しめる点をアピールすること
で、さらにハワイのシェアを伸ばしてい
きたい」と意気込みを見せる。冊子をプ
ロモーションツールに、来年は各種ウェ
ディング関連のイベントやセミナーへの
参加も検討する。

　また、「現在展開中の総合ポータルサイ
ト「HawaiiTV」のウェディングチャン
ネルのデザインをリニューアル。「ハワイ
のすべてに祝福されて。」のキャッチはそ
のままに、動画の追加やコンテンツの拡
充を図る。
　ほかにも「今後はHTJ独自のマーケッ
トリサーチも検討している。ハワイで挙
式した人や検討している人への調査など
を考えている」とのことだ。

ロマンス・マーケット ROMANCE MARKET

HTJ、ウェディング冊子でアピール
「海外挙式の不安払拭に」

海外ウェディングでハワイは高いシェアを誇る。調査※によると、海外ウェディングにおけるハワイのシェアは、63.7％と6割を超え、
第2位のグアムの17.9％を大きく引き離すダントツの1位だ。「ハワイで挙式したい」という憧れは根強く、その傾向は年々高まってい
る。ハワイ州観光局（HTJ）は、来年のターゲットにロマンス・マーケットを挙げており、潜在需要の掘り起こしに力を入れる方針だ。
※「ゼクシィ 海外ウェディング調査2014」（2014年8月 株式会社リクルート マーケティング パートナーズ）

　メディアへのアプローチも引き続き力
を入れる。今年４月にはロマンス・マー
ケットに関連したメディアのプレスツ
アーを実施、オンラインを含む４社が参
加した。訪れたのはオアフ島とマウイ
島。オアフ島では、サービスや会場の充
実さ、ウェディング業界パートナーとの
情報交換、また最近情報ニーズの高いギ
フトアイデアやパーティーアイデアの促
進のための関連業者視察などを実施、イ
ンフラの充実やプロダクトの広さをア
ピールした。
　一方、マウイ島では「ハネムーンで訪れ
るケースを想定し、カアナパリでのゴル
フレッスンやハレアカラなどを訪問、会

場視察も行った」とのこと。例えば、瀟
洒な邸宅で１週間に１組限定で挙式を受
け付ける「ハイクミル」は、ハリウッド
セレブをはじめ欧米で人気のベニュー。
メディアからの関心も高かったという。
　隣島でのウェディングについて、宮本
氏は「言葉や同行者のスケジュールなど、
まだまだ数は多くなく、やはりオアフ島
が主体。ただ、メディアからの関心は高
く、ハワイ・ウェディングの違った側面
として打ち出していきたい」と語る。ま
た平行して「オアフで挙式し、隣島でハ
ネムーンという提案も続けていきたい」
考えだ。

4月に関連メディアのプレスツアー
マウイ島へも訪問、隣島にも注目集まる

　ワタベウェディングは、人気の高級ホテル
「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」内の同社限定ウェディ
ング「コンセプチュアルウェディング」に、
海を臨むガーデンで挙式できる新たなプラ
ン「OCEAN FRONT STYLE ＠オーシャン
ローン」を加えた。「海が見える場所で挙式
したい」というニーズに応えたもので、ワイ

キキビーチに面し、海を目の前にしたガーデ
ンスペース「オーシャンローン」に会場を設
営。緑美しいガーデンの中、青い海とダイヤ
モンドヘッドも一望できる絶好のロケーショ
ンで挙式できる贅沢な体験を提供する。
　同社は2013年2月よりホテルの中庭で行う

「ROMANTIC PRAIRIE STYLE ＠ ヘ ル モ
ア・ガーデン」をスタート、既に人気を集

海を臨むガーデンで贅沢ウェディング　
ロイヤル ハワイアンで新プラン誕生

　「アバンティ &オアシス」のブランドで
ウェディング商品を展開するエイチ・ア
イ・エス。目的意識やこだわりを求める
ニーズに対応し、オリジナルプランの開
発に力を入れている。
　新たに登場した「Feel Hawaii Wedding」
もそのなかのひとつで、屋外での挙式と
パーティーを楽しむプランを商品化。カ
ハラ地区のカワイクイビーチパークで挙
式し、パーティー会場は、同社オリジナ
ルとしてアウトリガー・リーフ・ワイキ
キ・ビーチ・リゾートのオープンエアー
スペースを用意した。
　屋外でのパーティーはこれまでにも要
望は多かったが、少人数での実現は難し
かったという。同社では今回、そのニー
ズに応えるかたちで、６～50名で催行可
能なプランを商品化。「まだ販売を開始し
て間もないが、すでに予約も入り、問い
合わせも多い」（同社広報）と予想以上の
反響を得ている。
　また、ウェディングデザイナーの立原
綾乃氏とのコラボレーションで商品化
した同社独自の邸宅ウェディングプラ
ン「One Day House Wedding」の新しい
ウェディング会場として、オアフ島ノー

スショアの渓谷にある「サンセット・ラ
ンチ」を加えた。牧場での挙式は日本で
はまだ馴染みがないが、欧米やオースト
ラリアなどでは人気が高まっているとい
う。他とは違うウェディングを求める
カップルに訴求し
ていく考えだ。
　従来のプランも
好評。歴史的建造
物に指定されてい
る「ザ・ベイヤー・
エステート」でノ
スタルジックかつ
アットホームな挙
式、ハナウマ湾に
近い一軒家「ハレ
プナカイ」で自然に囲まれながらのカー
デン・ウェディング。こだわりのプラン
で他社との差別化を図っている。
　また最近の傾向として挙げるのが記念
写真へのこだわり。年々強くなってお
り、さまざまなシーンに合わせた写真撮
影サービスを用意する。ハワイ各所で撮
影するフォトツアーの実施率も高まって
いるようだ。

旅行会社の取り組み

ニーズに応えるこだわりのウェディングプラン
少人数でも屋外挙式が可能に

手間をかけずに旅行＆挙式を販売

　ルックJTBは下期の販売拡大の一環と
してウェディングとハネムーナーの取り
込み強化を図る方針を掲げている。とく
に10月～12月を重点期間とし、この間の
販売拡大を目指す。
　ウェディング商品の柱となるのが上期
から発売した「スリムウェディング・ハ
ワイ」。最大のポイントは、航空券やホ
テルといった旅行サービスと、挙式場や

貸衣装などの挙式
関連サービスを
セットで提供でき
る点。しかも「内
容とバランスがと
れたお手頃価格で
提供できるのが強
み」（ハワイ部企
画チーム遊佐司マ
ネージャー）とい
う商品だ。また現

地のルックJTB専任ウエディングアドバ
イザーが新郎新婦と同行者の挙式や滞在
をトータルでサポートする体制を整えて
おり、ウエディングカップルが安心でき
る内容となっている。
　さらに旅行から挙式までをセットで商
品化しているため、販売店の負担も軽
い。利益は大きいものの手間がかかるの

がウェディング商品販売の難点だが、「ス
リムウェディング・ハワイ」なら販売店
のそうした悩みの解消にも役立ちそうだ。

12月までの先行受注を目指す
「ふたりの想い出ハワイ」
　ハネムーナーのための受け皿商品とし
て用意されたのが「ふたりの想い出ハワ
イ」シリーズだ。同シリーズは、これま
ではウェブや単品パンフレットなどを主
体に販売してきたが、販売強化の一環と
して下期からは初めて「ふたりの想い出
ハワイ」として別冊パンフレットを用意
した。また別冊化に伴い、需要の前広な
取り込みを意識し、商品設定は7月1日～
12月23日とした。これにより「夏前の発
売時点から、12月までの先行受注を心が
けていきたい」（遊佐マネージャー）とし
ている。
　商品内容としては、オプショナルツ
アーやフォトプランを特別価格で用意し
たのが特徴。ハネムーナーのために記念
写真撮影のチャンスを提供するフォトプ
ランは、ビーチ撮影、ビーチとワイキキ
での撮影、観光スポットでの撮影の３タ
イプから選択できる。またワイキキでの
宿泊とは別に、コオリナリゾートの「ア
ウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ・
コオリナ・ハワイ」に１泊２日滞在でき
るプランを新設。追加代金も3万2000円か
らの特別価格を設定している。

「スリムウエディング」と「ふたりの想い出ハワイ」で
ウェディング＆ハネムーン需要の取り込み強化

JTBワールドバケーションズエイチ・アイ・エス

ワタベウェディング

めている。また同プランの内容をそのまま
に、さらに広いガーデンスペースを確保した

「ROMANTIC PRAIRIE STYLE ＠ココナッ
ツ・グローブ」も新たに設定。こちらは「ピ
ンクパレス」の愛称で親しまれるホテルの外
観と緑豊かなガーデン、そして花嫁の白いド
レスとのコントラストが美しい印象的なガー
デンウィングが実現できるのが特徴だ。

リニューアルした「HawaiiTV」のウェディングチャンネル
（http://www.hawaii-tv.jp/wedding/）

プレスツアーの様子

新プラン「OCEAN FRONT 
STYLE ＠オーシャンローン」 
© ワタベウェディング
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離島感覚の特別空間が出迎えるオアフ島コオリナ
ワンランク上のリゾートウエディングを実現

ワタベウェディング WATABE WEDDING CORPORATION

ハワイ屈指のリゾートエリア
「コオリナ」

　観光客のざわめきが溢れるワイキキを
離れ車で西へ50分ほど走れば、そこは同
じオアフ島とは思えない別天地の魅力を
備えたコオリナ・リゾート。いわば“車で
行ける”離島である。挙式に向かう道中の
50分は、カップルが２人の現在までを振
り返り語り合う特別な時間も提供してく
れる。ハワイの古代王族たちも愛したロ
イヤルリゾート、コオリナはハワイを象
徴する正統的なリゾートの一つである。
それと同時に「至福に満ちた」を意味す
るハワイ語にちなんで命名されたコオリ
ナの土地は、歴史的にもウエディングに
最適な場所である。

手つかずの自然と
抜群の晴天率

　オアフ島西部に広がる大自然の中に開
発されたコオリナ・リゾートは、自然環
境にも十分配慮されており、周辺には手
つかずの豊かな自然が残されている。陸
上に緑の木々や美しい花々が生い茂り、
海では野生のイルカが遊ぶ。そんな環境
の中で行うリゾートウエディングは、大
自然からも祝福を受けているかのような
幸福感にも包まれる。
　さらにコオリナは、天までもカップル
を祝福する場所だ。というのもコオリナ
はハワイの太陽に愛された聖地であり、
オアフ島の中で最も晴天率の高いエリア
だからだ。澄み渡る青空と、それを映し

て青く輝く海が、いつでもカップルの門
出を祝福してくれる。それがコオリナだ。

コオリナリゾートの挙式は
ワタベウェディングのみ

　コオリナ・リゾートは、４つのラグー
ンを囲む形でチャンピオンシップ・ゴル
フコースや、ラグジュアリーホテル、高
級コンドミニアム、スパ、ダイニングレ
ストランといったリゾート施設が整うデ
ラックス・リゾートだ。ここには現在、
ワタベウェディングのチャペルが３つあ
り、施設ごとに異なった魅力を感じさせ
る特別感あふれるセレモニーを提供して
いるが、コオリナ・リゾートでウエディ
ングを提供しているのはワタベウェディ
ングだけである。
　ワタベウェディングがコオリナでサー
ビスをスタートしたのは1999年。最初に
開設したチャペルは「コオリナ・チャペ
ル・プレイス・オブ・ジョイ」だった。
現在もコオリナでの人気ナンバーワンで
あるこのチャペルがコオリナにおけるウ
エディング人気の火付け役となった。
1999年当時、ウエディングセレモニーは
まだワイキキ近郊で執り行うのが一般的
だったが、ワイキキの賑やかな環境を好
むカップルが存在する一方で、徐々にワ
イキキとは異なる静かな環境を求める挙
式ニーズが増加していた。そのタイミン
グでワンランク上のリゾートとして知る
人ぞ知る存在だったコオリナに、ワタベ
ウェディングが進出し、コオリナでのリ
ゾートウエディングが注目を集めるよう
になったわけだ。ワタベウェディングに

とっても、コオリナは新たなリゾートウ
エディングの可能性を切り拓く特別な場
所と位置付けられている。

ハワイの人気No.1チャペル
コオリナ・チャペル・プレイス・オブ・ジョイ

　ハワイで一番人気
のチャペル。祭壇奥
の全面ガラスの向こ
うには海と空が溶け
合った景観が広が
る。白い砂浜、青い海
と空、ロマンチック
なチャペル──とイ
メージ通りのリゾー
トウエディングを実現できるのが人気の
理由。また、ワタベウェディングのコオ
リナ・リゾートのチャペルにおいて共通
の魅力であるビーチフロントという立地
により、挙式後に親族・友人と一緒に気
軽にビーチ撮影できるのも特徴。併設す
るパーティ会場では美しいビーチを眺め
ながら食事を楽しめる。料理は、ハワイ
アン・テイストを取り入れつつ日本から
招いたシェフが日本人の味覚に合わせて
開発したオリジナルメニューで、これも
人気の理由の一つだ。

最上のウエディングを叶える
ホヌカイラニ コオリナ・プレイス・オブ・ウェリナ

　贅を尽くしたプレミアムなウエディン
グセレモニーを望むカップルたちのため
に工夫を凝らしたチャペル。日本の高級
ホテルと同レベルのサービス提供を意識

し、７つの最上級
のおもてなしを掲
げる。たとえば
カップルごとの専
任パーティーマ
スターの存在や
専属のフラワー
コーディネーター
チームが挙式を
支え、音楽はギターアンサンブルの生演
奏で、写真撮影はハワイをベースにアメ
リカ本土でも人気の高い腕利き写真家集
団「ヴィジョナリ」をはじめ、高い技術
をもったフォトグラファーが担当。パー
ティの料理メニューはハワイのトップ
シェフ、アラン・ウォン氏とのコラボレー
ションによるものという贅沢さだ。

二人だけのカジュアルな挙式にも
アクアベール・フレ・マリーナ・コオリナ・ル・プラージュ

　新しい船出を祝福する“ヨットがモ
チーフ”の外観が特徴的。建物は360度ガ
ラス張りのうえバージンロードもガラス
張りで透明感があふれる。パーティ会場
を併設せず、２人きりでカジュアルなリ
ゾートウエディングを楽しみたいカップ
ルには最適な選択肢だ。
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新ブランド戦略でビーチフロントリゾートの価値をさらに強化
ハワイを含めアジア太平洋で高まる存在感

アウトリガー・エンタープライズ・グルー
プは、ハワイを中心としたアジア太平洋
地域で最大のホスピタリティー企業のひ
とつ。今年7月には、そのハウスブラン
ドを「アウトリガー・ホテルズ&リゾー
ツ」から「アウトリガー・リゾーツ」に
変更。統一したブランド戦略のもと、グ
ローバルにサービスのクオリティーを高
めていく。ハワイ以外のリゾートでも新
しいリゾートが続々オープン。最上級の
ビーチフロントのリゾートとして、アジ
ア太平洋でその存在感を強めている。

ワイキキのリゾート名も変更

　アウトリガー・エンタープライズ・グ
ループは今年７月、ハウスブランド名を

「アウトリガー・ホテルズ&リゾーツ」か
ら「アウトリガー・リゾーツ」に変更。

あわせて、ブランドのロゴも刷新した。
この変更にともない、ワイキキの２つ
のビーチフロントのリゾートも改名し、 

「アウトリガー・リーフ・オン・ザ・ビーチ」
を「アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビー
チ・リゾート」に、「アウトリガー・ワイ
キキ・オン・ザ・ビーチ」を「アウトリガー・
ワイキキ・ビーチ・リゾート」とした。
　新しいリゾート名は今年９月１日から
正式に採用。オンラインから名称を変更
していき、来年初頭にはすべての媒体で
の変更を完了する予定だ。
　ハワイだけでなくアジア太平洋地域で
のネットワークを拡大しているアウトリ
ガー・リゾーツは、グローバルな視点で
ブランドの統一を図ることで、プレミア
ムなビーチフロントリゾートとしての価
値を高めていく。コンセプトは「Locally 
inspired, authentic hospitality」。各リ
ゾートにおいて現地の人々と文化を最も
リスペクトしたうえで、アウトリガー・
リゾーツが誇るワールドクラスのホスピ
タリティーを提供し、ゲスト満足度をさ
らに高めたオンリーワンのリゾートカン
パニーを目指す。

コンドミニアムのブランドも統一

　リゾート名の変更に加えて、コンドミ
ニアムのブランド名も「アウトリガー・
コンドミニアム・コレクション」から

「ハワイ・バケーション・コンドズ・バ
イ・アウトリガー」に変更。「リージェ
ンシー・オン・ビーチウォーク・ワイキ
キ・バイ・アウトリガー」、「ワイキキ・
ショア・バイ・アウトリガー」などと、
すべてにバイ・アウトリガーという名称
をつけることで、オン・ザ・ビーチに位
置するアウトリガー・リゾーツとのブラ
ンドと差別化を図る。

アジア太平洋に広がるプロパティー

　アウトリガー・リゾーツは、ハワイの
ほかにグアム、タイ、オーストラリア、
フィジー、モーリシャス、※中国（海南
島）、※ベトナム（※予定）で45以上のプロ
パティーを展開。2012年には豪ゴールド

アウトリガー・リゾーツ OUTRIGGER RESORTS

日本人旅行者にも人気の
フラッグシップリゾート

　ワイキキの西側のビーチに面した「ア
ウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・
リゾート」はアウトリガー・ブランドの
フラッグシップリゾート。ハワイアン・
デラックスを体験できるビーチフロント
のリゾートとして日本人旅行者にも人気
は高い。
　館内にはハワイ
の歴史的文化財や
芸術作品を展示。
ハワイの歴史と文
化を肌で感じるこ
とのできる空間を演出している。また、
さまざまなオリジナル・カルチャープロ
グラムも提供するなど、五感でハワイを
体験できる機会も多い。
　このほか、最新トレンドが集まるワイ
キキ・ビーチ・ウォークに隣接しているの
もゲストにとって大きなメリットだろう。

実力派ミュージシャンの
ホットなライブも

　カジュアルダイニングの「カニ・カ・
ピラ・グリル」では、ハワイアンミュー
ジックのライブ演奏が好評だ。ハワイの
グラミー賞と呼ばれる「ナ・ホク・ハノ
ハノ・アワード」を受賞した地元ミュー
ジシャンが日替わりで出演しており、他
では見ることのできないライブであるこ
とから、ロコたちにも大人気だという。

　さらに、ハワイ
産プロダクトの振
興を目的に行われ
る「 メ イ ド・ イ
ン・ハワイ・フェ
スティバル」のコ

ンテストで優勝したミュージシャンに
は、1ヶ月間「カニ・カ・ピラ・グリル」
で演奏のチャンスが与えられる。観光客
向けのエンターテイメントというだけで
なく、この取り組みを通じてハワイアン
ミュージックを育てていくためだ。

日本人夫婦にも人気高まる
無料のバウ・リニューアル

　夫婦の愛を新たに誓うバウ・リニュー
アル。このセレモニーをハワイのリゾー
トとして初めて採り入れたのがアウトリ
ガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾー
トだ。ハワイアンカフ（司祭）によるハワ
イ語のチャント（祈祷）から始まり、祝の
歌やフラが続く。
最後に夫婦が向か
い合って誓いを新
たにする。リゾー
ト前のビーチで行
われる約30分のセ
レモニー。当初は欧米人のゲストが大部
分だったが、最近では日本人夫婦の参加
も増えているという。
　毎週火曜日と金曜日の朝8時から実施。
アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビー
チ・リゾートあるいはアウトリガー・ワ
イキキ・ビーチ・リゾートに宿泊してい
る法的に結婚しているカップルであれば
誰でも参加することができる（要予約・
先着順）。また、アウトリガー・ワイキ
キ・ビーチ・リゾートでも毎週月曜日と
木曜日に同様のサービスを提供。ここで
はプールサイドでのセレモニーになる。

ビーチにもショッピングにも
抜群のロケーション

　アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リ
ゾートは、ワイキキビーチの中心部から
とワイキキの目抜き通りカラカウア通り
の中心からといずれからもアクセス可能
なロケーション抜群
のリゾート。２つの
条件を満たすリゾー
トは、アウトリガー・
ワイキキ・ビーチ・
リゾートを含めてワ
イキキには２軒しか
ない。カラカウア通
りから出れば、隣が
ロイヤルハワイア
ンセンター。DFSやワイキキ・ビーチ・
ウォークも歩いて数分という距離だ。
　また、アウトリガー・リーフ・ワイキ
キ・ビーチ・リゾートと同様に、館内には
アウトリガー・カヌーやハワイアンアー
トなどを展示。ハワイの伝統文化を今に
伝えている。

リニューアルで
さらにリゾート感アップ

　一昨年にはすでに全室リニューアル完
了。深みのあるモスグリーンとゴールド
を基調としたアースカラーで統一され、
ハワイアンテイストいっぱいのインテリ
アにグレードアップされている。
　オーシャンフロント以上の客室カテゴ

リーにはガラス
張りのラナイを
設置。客室から
美しい海が眺め
られるようにな
り、リゾート感

がさらにアップした。また、プールもアッ
プグレード。ビーチとプールとの境目を
ガラス張りにすることで、プールデッキ
から海の眺めが楽しめるようにした。
　肩肘をはらずに快適なハワイアンスタ
イルのステイが楽しめる。それが、アウ
トリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾート
が選ばれる理由のひとつだ。

バラエティーに富んだ
ダイニング

　ワイキキビーチを望むレストランも
引き続き人気を集めている。アイラン
ドスタイルのカジュアルダイニングの

「デュークス」は連日大盛況。このほか
にも、ハワイの
素材を使ったコ
ンテンポラリー
キ ュ イ ジ ー ヌ
の「フラ・グリ
ル・ワイキキ」、
ステーキ&シー
フードの「チャックス・ステーキ・ハウ
ス」、軽食の「ハワイ・サンドイッチ・
ショップ」とバラエティーに富んだダイ
ニングが揃っている。
　また、今年中には現在の「Society of 
Seven」に代わって、ハワイ初上陸の有
名店がオープンする予定。今後もアウト
リガー・ワイキキ・ビーチ・リゾートに
は注目が集まりそうだ。

アウトリガー・ワイキキ・ビーチ・リゾートアウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート

東急ホテルズとのアフィリエイトプログラムスタート　
提携ウェブサイト開設

客室のリノベーションが進む
エンバシー・スイーツ　
　全室スイートルームが大好評の「エン
バシー・スイーツ - ワイキキ・ビーチ・
ウォーク」では、全客室のリノベーショ
ンを行っている。今年６月にはアロハタ
ワーが完了。今年12月上旬にはフラタ
ワーのリノベーションも完了する予定だ。
　これまでの明るい基調のインテリアか
ら赤と茶を基
調としたシッ
クなインテリ
アに改装。一
部をのぞき家
具類をすべて
リニューアルしたほか、カーテンやリネ
ンなども一新した。すでにリニューアル
オープンしているアロハタワーではゲス
トの評判も高いという。フラタワーの客
室も同様の改装になる。

コーストに「アウトリガー・サーファー
ズ・パラダイス」、2013年にはタイ・プー
ケット島に「アウトリガー・プーケット・
ビーチ・リゾート」、2014年にはインド洋
モーリシャスに「アウトリガー・モーリ
シャス・リゾート&スパ」を開業した。
　このほか、自社ブランドとして「オハ
ナ・ホテルズ&リゾーツ」、独立ブランド
の「カパルア・ヴィラ」「アラモアナ・ホ
テル」、ブランドフランチャイズとして

「エンバシー・スイーツ - ワイキキ・ビー
チ・ウォーク」「ホリデイ・イン・ワイキ
キビーチコマー・リゾート」などを運営
している。

　アウトリガー・リゾーツは、東急ホテルズとのアフィリエイト・プロ
グラムをスタート。まずは提携ウェブサイトを開設し、アウトリガー
を代表するハワイのフラッグシップでビーチフロントホテル「アウト
リガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート」と「アウトリガー・ワイキ
キ・ビーチ・リゾート」を紹介している。同提携ウェブサイトから予約、
またはアウトリガー・リゾーツ予約センター（TEL:03-4588-6441）を
通じて予約の上、宿泊した場合、東急ホテルズのポイントプログラム

「コンフォートポイント」を1滞在につき500ポイント加算する。
　今後は、姉妹ブランドであるオハナ・ホテルズ＆リゾーツ、アウ
トリガー・グアム・リゾートなどポイント加算対象ホテルを増やす
予定。東急ホテルズの国内の強固なネットワークと、アウトリガー・
リゾーツのハワイでの強固なネットワークという両者の強みを活か
して日本国内の東急ホテルズでのイベントの協賛等、今後様々な取
組を行う計画だ。
東急ホテルズ×アウトリガー・リゾーツ提携ウェブサイト
http://outriggerhotels.jp/tokyu/
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ハワイ各島の「個性」を体感！
ドライブだから実現できるハワイの楽しみ方
ホノルル空港があり、日本からの観光客
が最も訪れるオアフ島以外にも、ハワイ
には「ネイバーアイランド（隣島）」と
呼ばれる個性あふれる島が点在する。ハ
ワイへの渡航者数の6割も占めるリピー
ターの需要促進の面においても、こうし
た「ネイバーアイランド」への誘致は重
要。特に島の足として活躍するレンタ
カーを使ったドライブ旅行は、「ネイバー
アイランド」というハワイの旅の魅力を
さらに拡げてくれる大切な存在だ。もち
ろんオアフ島でも、ノースショアーなど、
訪れたいエリアへの足としてレンタカー
は大活躍。レンタカーを使ったドライブ
旅行でハワイの楽しみ方は大きく変わる
はずだ。

レンタカーで自分スタイルの旅行を
子供連れでも安心

　自分だけの旅行を自由にアレンジでき
るのがレンタカーの最大のメリット。気
になる場所に車を停めて立ち寄ってみれ

ば、今まで知らなかったハワイの新しい
表情に出会えることも。ローカルで人気
のスポットへも気軽に訪れることができ
る。
　また、子供連れでも安心して利用でき
るのも大きなポイント。ファミリー、カッ
プル、また一人でも、人数に合わせて車
種をチョイスしよう。
　オアフ島の場合、空港到着時に空港の
営業所でレンタカーを借りるケースだけ
でなく、ワイキキエリアにもレンタカー
会社の営業所があるので、そこで借りる
こともできる。ツアーの自由時間に車を
借りて、ドライブを楽しむことも可能だ。

充実のサポート
「海外ドライブ」に挑戦！

　レンタカー各社では、「不安、面倒、む
ずかしい」という初めて海外で運転する
際のイメージを払拭する便利なツールや
サービスを提供している。
　日本語音声対応カーナビゲーションは
そのひとつ。初めての道を日本語で案内

してくれる。また、各社とも現地で日本
語通訳サービスも提供しており、万が一
トラブルや事故を起こしても、日本語で
対応してもらえるので英語が苦手な人で
も不安はない。
　また、ハワイで車を借りる場合、日本
の免許証だけでも借りることは可能だ
が、まさかの時のために、国際免許証を
取得することが推奨されている。そのた
め、レンタカー会社によっては、運転免
許証の翻訳サービスを行っているところ
もある。
　料金プランもバラエティに富んでい
る。なかでも事前に日本で支払いを済ま
せるオールインクルーシブのプランは、
すべての保険が含まれているので安心。
商品内容も分かりやすく、旅行会社に
とっても、接客の際の顧客への細かい説
明の手間も省ける。また現地営業所での
英語によるやりとりもないので手続きが
スムーズに行える。
　こうした充実のサポートがあれば、「海
外ドライブ」のハードルは低くなるはず。
ハワイは交通量も比較的少なく、ドライ

ブしやすい土地。ぜひ、ハワイで「海外
ドライブ」のデビューを果たしたい。

レンタカー販売を収益に
高いコミッション率に注目

　手配する旅行会社にとってもレンタ
カーは魅力的な商品だ。そのメリットは
コミッション率の高さ。現在、レンタカー
の予約は直接レンタカー会社を通して行
われたり、または現地の営業所で直接契
約したりするケースが多い。旅行会社が
この需要を日本出発前に取り込めば、売
上を伸ばすことができる。
　レンタカー利用中のトラブルや事故
は、ドライバーとレンタカー会社間の問
題で、その解決も両者間で行われるのが
基本。旅行会社としては、商品造成上の
一般的な留意点をクリアできれば、レン
タカーを安心して販売できるはずだ。
　海外でレンタカーを利用した旅行者の
リピーター率は高い。是非ともレンタ
カー販売を促進してみてはいかがだろう
か。　

ドライブで旅するハワイ各島 Driving in Hawaiian Islands

オアフ島
　世界有数のリゾートとして知られるオ
アフ島は、ワイキキがあり都会的要素「タ
ウン」と昔ながらの自然や風景が残る「カ
ントリー」が融合し、ショッピング、ア
クティビティー、グルメなど誰もが自分
の楽しみ方を見つけられるエキサイティ
ング・アイランド。いつ来ても新しい発
見がありながら、タウン＆カントリーの
良さを持ち続ける柔軟性ある島だ。

ハワイ島
　ビッグアイランドと呼ばれるハワイ諸
島最大の島。活火山と標高1万メートルを
超えるマウナケア山、豊かな熱帯雨林、満
天の星空など自然の驚異が溢れている。
一方でリゾートやノスタルジックな雰囲
気のヒストリックタウンも魅力。世界遺
産、国立公園を有し自然エネルギーが満
ちているハワイ島でしか得ることができ
ない体験と新しい発見が待っている。

カウアイ島
　マイナスイオン溢れる緑豊かなハワイ
最古の島。100万年以上もの歳月をかけて
自然が創り出したダイナミックな景観が
随所に残されている。ハワイ最大級の植
物園を有し、別名「庭園の島」とも呼ば
れている。ゆっくりした時間の流れの中
で自分を見いだせる島。

マウイ島
　五感で自然の素晴らしさを感じながら
ラグジュアリーな気分に浸れるマウイ島
は、美しいビーチ、高級リゾート、壮大な
ハレアカラ、有名ゴルフコース、ホエー
ルウォッチング、個性溢れるカラフルな
町並みで洗練されたワンランク上の旅が
楽しめる。またロマンティックでカップ
ルにぴったりの島でもある。

モロカイ島
　今も昔も変わらずゆったりとした時間
が流れるモロカイ島では、何千年、何万
年と変わらない素朴なハワイの風景に出
会える。フラ発祥の地とも言われ、古来
の伝統文化を大切に受け継ぐこの島で、
アロハ・スピリットの真髄に触れてみて
は。

ラナイ島
　自然の静けさに包まれ、日常の喧騒を
忘れられるラナイ島は、エレガントで
気品溢れる2つのリゾートホテル、ゴル
ファーが憧れる一流のゴルフコースがあ
ることでも有名。

ハワイ各島の魅力をフォーカス！

© Hawaii Tourism Authority (HTA) / Ron Dahlquist画像提供：ハワイ州観光局© Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson画像提供：ハワイ州観光局

画像提供：ハワイ州観光局© Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson
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アラモレンタカーで
ハワイの島々

「アラモセレクト」で
希望のカテゴリーから、
お好きな車を自由に選択
全米40ヶ所の主要な空港営業所で、ご希
望サイズカテゴリーの中からお好みの車
を現地にて選べます。

カーナビ機能付きタブレット端末
「Travel Tab」レンタル開始
日本語音声認識が付いたカーナビ機能の
ほか、インターネット接続や国内/国際電話

（時間制限あり）など様々な機能がご利用
できます。

安心の日本語サポート
万一のトラブルでも24時間日本語対応の
オペレーターがサポートします。

ハワイは日本の免許証が
使えます！
運転免許証翻訳サービスでアメリカでの
レンタカーも便利です。

お問い合せ・お申し込みは

90120-088-980

http://www.alamo.jp

アラモレンタカー日本事務所
〒104-0045  
東京都中央区築地7-10-2  築地小川ビル２階
TEL: 03-5962-0345  FAX: 03-5962-0346

楽しむ

アラモで、ハワイの旅をもっと楽しく
新サービスでさらにドライブが快適に

アラモレンタカー ALAMO RENT A CAR

レンタカーを使って、もっとハワイの旅
を楽しみたい。アラモレンタカーなら、
安心のサポートと充実のサービスでその
期待に応えてくれる。各空港営業所にキ
オスク（自動チェックイン機）を設置し
たほか、新しくカーナビ機能付きのタブ
レット端末のレンタルを開始するなど新
サービスも続々と登場。これまでのサー
ビスと合わせて、引き続きレジャーマー
ケットで高い評価を受けている。

空港にキオスクを設置、手続きがスムーズに
人気の「Alamo Select」にも対応

　アラモは今年７月中旬からハワイのホ
ノルル、カフルイ、コナ、ヒロの各空港
営業所にキオスクを設置した。これを利
用すれば、カウンターを通さず自分でレ
ンタル手続きをすることが可能だ。各空
港営業所で複数台のキオスクを設置。カ
ウンターに並ぶ必要はなく、言語選択と
して日本語にも対応しているため、英
語でのやりとりを心配する必要もない。

ウォークインによるレンタルはもちろん
のこと、日本で予約したクーポンでも利
用することができる。
　キオスクは、アラモのオリジナルサー
ビス「Alamo Select」にも対応。このサー
ビスを利用すれば、サイズカテゴリーの
中から、利用者自身が実際に車を現地で
確認してから選ぶことができる。たとえ
ば、ファミリーやグループでミニバンを
利用する場合、同じ７人乗りでもベンチ
シートあるいは個別シートを用途に応じ
て選ぶことが可能。ブランド、色、DVD
付き、サンルーフ付きなど好みによって
車を選ぶこともできる。ハワイで「Alamo 
Select」を利用できるのはホノルル、カ
フルイ、リフエ、コナの各空港営業所。

旅の楽しさ広がる「Travel Tab」
従来のGPSカーナビも利用価値大

　また、アラモで
は「Travel Tab」
のレンタルも開始
した。これは、ス
マートフォン・サ
イズの多機能タブ
レットで、日本語
音声認識が付いた
カーナビ機能に加
えて、Wi-Fiによる
デザリングによっ
て、最大５台のデ
バイスとインター
ネット接続が可能。さらに、国内／国際
電話（時間制限あり）やSMS送信も可能
なほか、カメラ、翻訳ツール、ゲームな
ども楽しむことができる。

　レンタル料金は１日＄25前後だが、各
機能の利用はすべて無料。言語選択で日
本語に設定することもできるため、日本
人ドライバーにとっても利便性は高いだ
ろう。
　ハワイでは、ホノルル、コナ、リフエ
などの空港営業所のほかワイキキのカウ
ラニ営業所、ディスカバリーベイ営業所
でもレンタルが可能だ。
　従来の日本語対応GPSカーナビゲー
ションも引き続き提供している。日本語
音声ガイドで目的地までの道順を分かり
やすく案内してくれる機能は引き続き人
気だ。ホテル、レストラン、ビーチパー
クなどの検索もできるため、観光案内機
能としても利用価値は高い。入力はスク
リーン・タッチで操作は簡単。ポータブ
ル式で取り外しができるため、車を離れ
る際のセキュリティー面でも余計な心配
をする必要がないのもうれしい。

安心便利な「ゴールドプラン」
頼れるサポートも充実

　アラモでは、数ある商品プランのなか
でも、フルカバーのゴールドプランを勧
めている。フルセットの保険に加えて、
税金、１名分の追加ドライバー登録料金

も含まれる安心プラン。また、ガソリン
代金もカバーしているため、満タンにし
て返却する必要がなく、返却時にガソリ
ンスタンドを探す手間と時間も省けるな
どメリットは大きい。
　利用者向けのサポートとしては、24
時間体制でドライバーをサポートする

「ロードサイド・アシスタンス」を提供。
故障や交通事故など万が一の場合にバッ
クアップしてくれる。日本語による対応
も行っており、言葉の心配がない点も心
強い。さらに、ハワイ州内では、日本人利
用者が多いことから「ハワイ日本語ホッ
トライン」も設置。緊急時のロードアシ
スタントサービスに加えて、送迎のリク
エスト、道路状況などレンタカーに関わ
る情報を教えてくる。
　また、運転免許証翻訳サービスを引き
続き好評。このサービスを利用すれば、
国際免許証をわざわざ取得する必要はな
い。ただし、ドライブ中、日本語免許証
は必携。料金は郵送料込みで1,500円、有
効期限は発効日から90日間。申し込みは
個人、エージェントとも同社ウェブサイ
ト（www.alamo.jp）で受け付けている。
　旅行会社向けの販促ツールとしては

「ハワイ・ドライブマップ」を要望に応じ
て配布。アラモの各営業所の場所や各島
の観光ハイライトやおすすめコースを紹
介しているほか、交通ルールと注意点、
セルフサービスガソリンスタンドの利用
法などの基本情報も掲載している。
　このほか、ホノルル国際空港とワイキ
キ営業所でのレンタル手続きの方法や返
却の手順を分かりやすく解説した動画
DVDもリクエストに応じて配布してい
る。空港営業所にキオスク（自動チェックイン機）を設置

多機能タブレット
「TRAVEL TAB」

カーナビのほか多機能搭載
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予約センター： 0120-31-1911   www.avis-japan.com

マウイ島「ハナ・ハイウェイ」
手付かずの自然が残る「楽園」へ
マウイ島東部のハナは、昔ながらのハワイの面影を残すのどかな町。
ハナへ向かう「ハナ・ハイウェイ」は、熱帯雨林や太平洋を臨みなが
らの迫力あるドライブを楽しめる。レンタカーを借りて、のんびりと
自分のペースでハワイの自然や文化を体験したい。

ハワイおすすめドライブコース Drive Courses in Hawaii

5ハナ・ハイウェイ
人気のドライブコース。600以上のカーブと50以
上の橋を走りぬけ、絶景も楽しめる

4ワイカモイ・ネイチャー・トレイル
近くには植物園「ガーデン・オブ・エデン＆ボタ
ニカル・アーボレタム」も

3パイア
注目のおしゃれタウン。
ここからハナまでガソ
リンスタンドがないの
で、給油を

2イアオ渓谷
針のように尖った奇岩

「イアオ・ニードル」。
植物が生い茂り、ハイ
キングに最適

1カフルイ
マウイ島の中心地。空港もあるマウイ
島のゲートウェイ

マウイ島ドライブコース
（所要時間：2～4時間）

6ワイアナパナパ州立公園
マウイ島では珍しい黒砂のビーチと湧き
水が出る洞窟が有名

7ハナ
まるで時が止まったかのような「癒しの
楽園」。真のハワイの魅力を感じたい

写真提供：ハワイ州観光局

© Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson 途中にはフルーツスタンドも © Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson 緑豊かな自然の中を爽快ドライブ © Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson

ハナ・ハイウェイ © Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson
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自由旅好きのお客様にはレンタカーがオススメです。

エイビスレンタカー
予約センター： 0120-31-1911  www.avis-japan.com

アクティブに楽しむオアフ島
東回りでノースショアへ

ハワイおすすめドライブコース Drive Courses in Hawaii

ワイキキビーチだけではないオアフ島の魅力を感じるなら、やはりド
ライブがおすすめ。ワイキキから一路東へ、紺碧の太平洋を横に途中
ビーチやアトラクションに立ち寄りながらサーファーの聖地ノース
ショアへ向かう。オアフ島の魅力を体験できるアクティブなコースだ。

5クアロアランチ
岩山に囲まれた自然豊かな場所。乗馬やバギーな
ど、たくさんのアクティビティに挑戦

4カイルアビーチ／ラニカイビーチ
パウダーサンドとエメラルド色の海が美しい。お
洒落タウンのカイルアにも立ち寄って

3マカプウ岬
日の出を望む神聖な場所として知られ、今でもパワー
スポットとして人気がある

2ハナウマ湾
シュノーケリングで有名な海洋保護区。運が良け
ればウミガメと一緒に泳げるかも

1ワイキキ
美味しい朝食を食べたらいざ出発

6ポリネシア・カルチャー・センター
ハワイの文化だけでなく、ポリネシア全域の文化
を体験できるスポット。人気のショーも必見

7ノースショア（ハレイワ）
ビッグウェーブ目指して世界中のサーファーたち
が集まる。ハレイワなど、魅力的な町も

オアフ島ドライブコース
（所要時間：4～6時間）

写真提供：ハワイ州観光局

美しいビーチ

写真提供：ハワイ州観光局

ノースショアの町ハレイワ　写真提供：ハワイ州観光局

オアフ島の東海岸をドライブ © Hawaii Tourism Authority (HTA) / Tor Johnson
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ハワイでも信頼のサービスとサポート
旅行会社にもうれしいレンタカー商品
ハワイでも幅広い営業所ネットワーク、
質の高いサービス、安心のサポートで利
用者の快適なドライブを支えているハー
ツレンタカー。GPSカーナビ「ネバーロ
スト」や「海外ドライブ・パーフェクト
ガイド」などハーツ・オリジナル・サー
ビスを評価する利用者も多い。FITだけで
なく、旅行会社に対しても、旅行商品と
してレンタカーを販売しやすい環境を整
えることで、レンタカーの利用を促進し
ている。

レンタカー利用率の高いハワイ
出発前予約の取り込み余地あり

　ハワイでのレンタカー利用率は、ほか
のデスティネーションと比べるとかな
り高い。エイビーロード海外旅行調査
2014によると、2013年のデータで車のレ
ンタルを出発前に申し込んだ旅行者の割
合はオアフ島で14%、オアフ島以外では
17.8%。現地で申し込んだ旅行者の割合

はオアフ島で４%、オアフ島以外で7.5%
にのぼる。
　この調査からも分かるように、ハワイ
旅行でレンタカーの存在は大きい。現地
で申し込んだ旅行者の割合も高いため、
旅行会社が出発前にこの数字を取り込め
れば、収益源として期待できるはずだ。
　ハワイは最もレンタカーを販売しやす
いデスティネーションでもある。まず、
利用者にとって特別な準備が必要ないと
いう点が大きな理由のひとつだ。ハワイ
でレンタカーを借りる場合、国際免許証
は不要。本人名義のクレジットカードと
日本の免許証があれば、利用することが
できる。また、渡航前に日本で予約をし
ておけば、現地のカウンターでは内容を
確認して契約するだけなので、手続きは
非常に簡単。特にはじめて海外でレンタ
カーを利用する旅行者にとってはハード
ルが低くなる。
　ハーツでは、そうした利点とともに、
幅広い営業所ネットワークを持っている

ため、利用者のさまざまなニーズに応え
られるとアピールしている。たとえば、
到着後空港でレンタルして、ホテルの
チェックインまで自由に動く。ワイキキ
にも営業所を構えているため、滞在中１
日だけレンタルしてドライブを楽しむこ
とも可能だ。

使って便利「ネバーロスト」
複数車のドライブでも利用価値大

　ハワイでもドライバーをサポートする
ツールとしてGPSカーナビ「ネバーロス
ト」が高い評価を受けている。最新のG5
ネバーロストは薄型でタッチパネル式。
操作しやすく、GPSも高感度なので、使
用中のストレスがない。もちろん日本語
音声も内蔵されている。

　セルフガイド機能「Explore Hawaii」
では、トップ画面の「Explore Hawaii」
をクリックするだけで、ビーチ、ゴルフ
場、レストランなどのカテゴリーから行
きたい場所を簡単に検索。さらに、「Self-
Guided Tours」を選択すると、さまざま
なツアー情報が得られ、ナビがその場所

までガイドしてくれる。
　また、「オンライン・ト
リップ・プランニング」も
ハーツならでは。出発前
にネバーロスト専用サイ
ト（www.hertzneverlost.

com）で目的地をフラッシュメモリーに
ダウンロードし、それをネバーロストに
読み込ませると、現地でその計画にそっ
てドライブを楽しむことができる。さら
に、事前セッティングできなかった場合
でも、無線機能を利用し、ドライブ前に
コールセンターに目的地を連絡すると、
ピンコードが伝えられ、それを出発時に
ネバーロストに入力すれば、登録した目
的地をダウンロードすることもできる。
最大50方面のダウンロードが可能。同一
ピンコードを複数の車のネバーロストに
入力すれば、グループ旅行での利便性も
高まる。
　ネバーロストはオプションとして、コ
ンパクト・クラスを含めた全車種で、１
日あたりUS$13.99でレンタルすること
が可能だ。

情報満載の「海外ドライブ・パーフェクトガイド」
出発前に要チェック

　ハーツでは、海外でのレンタカーの旅
を広げるために、特設サイト「海外ドラ
イブ・パーフェクトガイド（info.hertz-car.
co.jp）」で、さまざまなレンタカーの旅の
楽しさを提案。ファミリー、女子旅、カッ
プルのモデルケースを設定し、それぞれ
でワンポイントアドバイスをしているほ
か、ハワイらしいテーマにあわせたモデ
ルプランも紹介している。
　レンタカーの基本もわかりやすく説
明。車種、料金システム、保険などレン
タル前の情報から、予約の方法、現地で
の車の借り方、交通ルールやマナー、ガ
ソリンの入れ方、車の返し方まで一連の
流れを動画で分かりやすく説明している。

ハーツレンタカー HERTZ RENT A CAR

業界向けにディスカウントを提供
まずは体験を
ハーツレンタカーでは旅行業界関係者向
けにお得なディスカウント料金を用意。
まずは業界関係者にレンタカーの楽しさ
や便利さを体験して欲しいとこのディス
カウント・サービスを勧めている。対象
エリアは世界145カ国、10,000ヶ所の営
業所。車のクラスと優待料金は利用営業
所によって異なる（最大で20%の割引）。
問い合わせは
ハーツレンタカー予約センターまで。
フリーダイヤル 0120-489-882

（土日祝除く9:00-18:00）

特設サイト「海外ドライブ・パーフェクトガイド」
http://info.hertz-car.co.jp/
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上期は「わいわいフアミリー」が健闘

　ルックJTBを含むハワイ方面の取扱全
商品の上期販売人員は、全国発着ベース
で前年比102％が見込まれ、下期は前年比
112％を目標に掲げている。主力商品で
あるルックJTBの上期ハワイ方面は、消
費税増税による消費の冷え込みの影響も
あって4～6月は苦戦し前年実績を下回っ
たが、その後7～9月は持ち直している。販
売回復の原動力となったのはファミリー
層で、「『わいわいファミリー』と黄パンフ
レットの『夏ハワイ』における商品力強化
がファミリー層に対して成果を上げるこ
とができた」（遊佐マネージャー）とのこ
とだ。
　特に「わいわいファミリー」の巻頭で、
家族の思い出作りとして提案した宝探し
の仕掛けが家族連れに好評を博した。ま
た人気のタレントを起用した販促の一環
として実施した「きゃりーぱみゅぱみゅ
KAWAII HAWAIIキャンペーン」も成
功。現地でのライブパフォーマンスだけ
でなく、きゃりーぱみゅぱみゅ仕様のオ
リジナル’OLI’OLIウォーカーをワイキキ
で運行するなど複合的なキャンペーン展
開が功を奏した格好だ。

Aグレードホテルの
仕入れを再強化

　上期のうちに販売回復への手応えをつ
かんだルックJTBは、下期はさらに販売
拡大への取り組みを強めていく考えだ。
その中心に据えるのがスケルトン型商品
の赤パンフレットと黄パンフレットの価
格競争力の強化と、ハネムーンやカップ
ル向け商品の補強だ。
　赤パンフレットと黄パンフレットでテ
コ入れしたのがホテル仕入れで「ホテル
価格が上昇傾向にある中で、マーケット
価格にできるだけフィットした価格設定
が可能になるよう、仕入れの在り方を見
直した。その結果、ルックJTBだからで
きる価値と価格のバランスを提案できた」

（遊佐マネージャー）。
　最も強化したのは、シェラトン、ヒルト
ン、ハイアットといった日本人旅行者に
最も人気があるAグレードのホテル。こ
の結果、たとえば黄パンフレットの「秋
ハワイ」の「ホノルル5日間」は、シェラ
トン・ワイキキ利用で17万円台から、ヒル
トン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・
ビーチ・リゾートで16万円台から、ハイ

アット リージェンシー ワイキキ ビーチ 
リゾート＆スパで16万円台からと競争力
の高い価格設定となっている。

カハラトロリーなど
’OLI’OLIハワイを拡充

　ルックJTBの強みである現地受け入れ
体制の中心となる’OLI’OLIハワイも一段
と強化している。10月から運行されるカ
ハラトロリーも強化事例の一つ。パン
ケーキで有名なカフェ・カイラや、名物

「マラサダ」の名店レナーズへ行くのにも
便利なルートを走るのがカハラトロリー
の特徴だ。以前にも運行していたが上期
は運休。しかし旅行者からの要望が多
かったため再度運行することになった。
　’OLI’OLIスニーカーの「ハレイワ散策
コース」も11月からの新コース。旅行者
が個人では簡単に行けないオアフ島北部
を訪れたい場合に便利な交通手段として
サービスを提供する。

滞在中のサポート体制も強化

　ルックJTB利用者の滞在中のサポート
体制もさらに進化している。ルックJTB
利用者が宿泊ホテルにおいて、朝食やド
リンク類の提供を受けたり、日本語コン
シェルジュサービスを利用したりできる

「ルアナ・ラウンジ」を、ワイキキの主要
４ホテルに設置している。14年上期には
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイ
キキ・ビーチ・リゾートにも同ラウンジ
を設置。バルコニーからは毎週金曜日に
開催される花火の打ち上げを鑑賞でき好
評を博している。
　宿泊ホテルでのサービス提供とは別
に、ハワイ滞在を幅広くサポートする

「トラベルプラザ」も10月に新設する。ワ
イキキの中心地にあるワイキキショッピ
ングプラザに設置される「トラベルプラ
ザ」がそれで、オプショナルツアーの申
し込みや、ショッピングやイベント、エ
ンターテインメント情報の提供、レスト
ランやスパ・ゴルフの予約、’OLI’OLIス
ニーカーの予約などを行える。
　JTBでは同様の機能を持つサポートデ
スク「’OLI’OLIステーション・アラモア
ナ」をすでにアラモアナ・ショッピング
センター内に設けているが、ワイキキの
ど真ん中にも「トラベルプラザ」を設け
ることで、「サポート機能を滞在中フル
に活用してもらうことができる」（遊佐マ
ネージャー）と期待する。

旅行会社レポート AGENCY UPDATE

JTBワールドバケーションズ JTB WORLD VACATIONS エイチ・アイ・エス H.I.S.

Aグレードホテルの仕入れ強化で商品力増強
現地受け入れ体制の補強も着 と々

プレミアム商品戦略を継続
「忘れないハワイ」で新機軸

マーケット二極化
中間層は航空券+ホテルに

　猪腰氏は同社上期（2014年10月期）の
ハワイ市場について「客単価が上がった
ため、収益は前年を上回ったものの、送
客は前年比減という結果になった」と説
明。パッケージ全般の傾向として「良い
商品が売れ、安価な商品も出ている。一
方、その中間層が減っている」と話し、
マーケットの二極化が進んでいるという
見解を示す。
　また「航空券のPEX化が進んでいるこ
ともあり、OTAで航空券＋ホテルを予
約してハワイに行くお客さまが増えてい
る。中間層がそこに流れているのだろう」
と分析。情報リテラシーの高い20～50代
が中心で、ハワイを含むビーチデスティ
ネーションでその傾向は強いとした。
　顧客層では、商品価格が上がったため、
安価商品を求めるファミリー層の動きは
鈍かった。猪腰氏は「やはりLCCが飛び
始めた沖縄が価格的に魅力的になってい
る」と説明。一方で、プレミアム商品を
求めるハイエンド・ファミリー層は伸び
ており、「狙いにいったところは取れた」
という認識だ。

好評のドラえもん企画、
隣島ではハワイ島が好調

　エイチ・アイ・エスでは、今年10月ま
で同社オリジナル企画として、ドラえも
んを切り口としたさまざまなイベントを
開催。猪腰氏は「他社との差別化になっ
ているほか、ファミリーマーケットに対
してハワイに行く動機付けにもなってい
る」として、その効果を強調。また、ウ
ルトラマンをフューチャーしたハワイ州
観光局（HTJ）とのコラボレーション『ウ
ルトラハワイ』についても、「意外性がイ
ンパクトになった。特にファミリー層の
送客に効果があったのではないか」と評
価した。
　また、今年６月には第２回目となる『ホ
ノルル駅伝&音楽フェス2014 in ハワイ』
を開催。参加者は目標とした1000名を超
えた。来年も継続していく計画だが、「現
地からの参加者をもっと増やしていく必
要がある」との課題も示す。
　このほか、隣島への送客も強化。その
結果、特にハワイ島への送客が増加し
た。猪腰氏は「隣島のパンフレットをリ
ニューアルし、現地での過ごし方を提案
した方法がよかったのではないか」と手
応えを示す。また、昨年末から実施した

「ラナイ島キャンペーン」については、全
体数は少ないものの、前年比を上回る実
績を残したという。

フロアー貸し切り追加、
屋外BBQも開始

　下期については、プレミアム商品の基
本戦略を継続していき、「その完成度を上
げていく」（猪腰氏）。フロアー貸し切り
については、これまでのハイアット リー
ジェンシー ワイキキ ビーチ リゾート

&スパ、ヒルトン・ハワイアン・ビレッ
ジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート、モア
ナ サーフライダー ウェスティン リゾー
ト&スパに加えて、シェラトン・ワイキ
キとハワイプリンスホテルワイキキでも
用意。プレミアムステイとして単独パン
フレットで展開している。

　新しい取り組みとしては、ハワイでも
屋外でBBQを楽しみたいという要望を
商品化。今年7月21日から「ヒルトン星空
BBQ」を始めた。月・木・金にヒルト
ン・ハワイアン・ビレッジのタパプール
のプールサイドで開催。金曜日には、名
物の花火も鑑賞することも可能だ。
　猪腰氏は「旬のものをこれからも提案
していきたい」と意気込みを話す。ハワ
イH.I.S.が運営する現地情報サイト「ハワ
イスクープ」（http://www.hawaiiscoop.
com/）に寄せられる質問や情報も参考に
しながら、新しいニーズに対応していき
たい考えだ。

「忘れないハワイ」で特別な提案、
安売りには走らず

　エイチ・アイ・エスでは今夏、「忘れな
い夏」をテーマに販売を強化しており、
ハワイでは「忘れないハワイ」をパンフ
レット展開。いつもとは違うハワイの過
ごし方を提案している。
　「暮らすように過ごす」をキャッチフ
レーズにプール付きの別荘やコンドミニ
アムでの滞在プランを商品化。食事では、
通常では入れない会員制レストランでの
ディナーやプライベートシェフによる滞
在部屋でのディナーを用意した。また、
プライベートチャーターボートで行くサ
ンドバー「天国の海」など特別感いっぱ
いのプランも提案している。猪腰氏は「ハ
ワイはリピーターが多いが、こうした商
品を提案していことで、さらにハワイ旅
行に広がりが出てくるだろう」と今後の
展開への期待も大きい。
　猪腰氏は下期の取り組みについて、こ
の冬ダイヤの航空座席量が前年比10％ほ
ど減少すると見込んでおり、「需要を見な
がらチャーター便などで対応し、送客を
伸ばしていきたい」と話す一方、「数を伸
ばすために安売りには走らない」と続け
る。そのうえで、パッケージだけでは数
は伸びていかないという認識のもと、「航
空券＋ホテルなどオンラインへの取り組
みも強化して、ハワイのマーケットを拡
大していきたい」と意気込みを示した。

関東業務事業部 
ハワイ・オセアニア・南太平洋・インド洋旅行事業グループ

猪腰 英知 グループリーダー

ハワイ部 企画チーム
遊佐 司 マネージャー

トラベルプラザ（イメージ）
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ハワイで唯一の海中探検ツアー
ワイキキ・マウイ・コナ

「アトランティス・サブマリン」と「ナバテック号」で
ハワイの海を海中散歩＆クルーズ！

アトランティス・アドベンチャーズ ATLANTIS ADVENTURES

観光用潜水艦とクルーズ船で
ハワイの海を満喫できる

　観光潜水艇「アトランティス・サブ
マリン」とクルーズ船「ナバテック号」
は、アトランティス・アドベンチャーズ
が運航するハワイきっての海洋アトラク
ションだ。美しいハワイの海を満喫でき
る上、グループのニーズに合わせて、バ
ラエティーに富んだプランを提供。さま
ざまなニーズに柔軟に対応できるため、
幅広いマーケットで人気を集めている。

美しいハワイの海中を気軽に“体感”
多彩なプログラムを企画できる

　アトランティス・アドベンチャーズは、
５隻の観光潜水艦「アトランティス・サ
ブマリン」を所有。現在、オアフ島ワイ
キキで３隻、ハワイ島コナで１隻、マウ
イ島のラハイナで１隻を運航中だ。それ
ぞれ64人または48人が乗船でき、観光用
潜水艦として世界最大級の収容人数を誇
る。その船内は地上と同じ気圧に保たれ、
美しい海洋生物やサンゴ礁が織りなすハ
ワイの美しい海中を、快適な環境で観察
できるのが特長だ。
　いずれの運航ルートも変化に富んだ海
中世界が広がるが、なかでも日本人旅行
者が多いワイキキのルートは圧巻。艦船
や旅客機の残骸をはじめ、日本の設計に
よる人工漁礁構築物やハワイ大学と共同
開発したコンクリート製構造物に生息す
る、多種多様な海洋生物を目の前で観察
できる。
　また、ハワイ島のコナのコースでは、
人気のダイビングスポットにもなってい
る場所。火山の噴火によって海に流入し
た溶岩の上に、１万8000年も前から形成
された天然のサンゴ礁が広がり、カラフ
ルな熱帯魚や海洋生物が集まる様子を、
快適な船内から眺められる。
　ハワイの海洋生態系研究でも貴重な場
所を進む、マウイ島ラハイナのツアーも
好評だ。これは19世紀の捕鯨船のレプリ
カ「カーサジニアン号」が、海洋生物の
保全と育成を目的に、人工漁礁として沈
められた場所。今では、さまざまなハワ
イ固有の海洋生物が棲みついている。
　こうしたコースを運航するアトラン
ティス・サブマリンは、海洋環境の再活
性化を理念に掲げるエコツーリズムとし
ての側面を持つ。ハワイの海中散歩を楽
しみながら、サンゴ礁の役割や生態系の
発展など、環境保護の観点から学べるこ
とができるのだ。その学習効果の高さか
ら、環境問題に関心の高いインセンティ
ブや教育旅行からも注目されている。
　さらに日本の旅行会社向けに、アトラ
ンティス・アドベンチャーズは独自のプ
ログラムを企画。海洋生物の解説を載せ
た海中マップを配布し、キャプテンとの
記念撮影や、体験証明書を発行。また、潜
水艦の仕組みや運航方法など、技術的な
バックグラウンドを紹介する教育ツアー
なども提案している。グループ向けにも、
特別プランを用意。ヒルトン・ハワイア
ン・ビレッジからアトランティス・サブ
マリンまでの移動に使うシャトルボート
上で、80〜100人規模のパーティープラン
が楽しめる。

揺れの少ないクルーズ船ナバテック号で
ハワイの海を満喫できる

　クルーズ船「ナバテック号」は、アロ
ハタワー・マーケットプレイスを出航
し、ダイヤモンドヘッドの沖合を越えて
カハラコーストに向かう。この波が荒い
ダイヤモンドヘッド沖合の航行許可を得
ているのは、洋上での安定性が高い「ナ
バテック号」だけ。SWATH型の双胴船

「ナバテック号」は、波の上を浮かせて走
るため、一般的な船と比較して揺れが少
なく、安定した航行が可能だからだ。船
酔いの心配も少なく、誰もが安心してハ
ワイのクルーズを満喫できる。
　船内は140人収容の１階と、160人収容
できる２階とに分かれている。通常の
ディナー・クルーズでは、1階ではプライ
ムリブが人気のビュッフェスタイル、2

階ではステーキと
ロブスターをメイ
ンとするコース料
理が提供される。
船内だけでなく、
船首や船尾、屋上
デッキにも出るこ
とが可能で、ハワ
イの海を360度見
渡せるのも大きな
魅力。
　「ナバテック号」では、インセンティブ
や教育旅行など、さまざまのグループ向
けプランを提案。船全体だけでなく、フ
ロアーごとにチャーターでき、希望のエ
ンターテイメントをアレンジした、独自
のパーティープランを組むことができる。
　さらにロマンチックなサンセットが魅
力のハネムーンプラン、ゆったりとした
クルーズを堪能できるシニアプラン、参
加者の絆を深めるためのチームビルディ
ングプランなどを提案。幅広いマーケッ

トや年齢層に対応できる。
　その他、ホエールウォッチング・クルー
ズなど、シーズンに合わせたスペシャル
クルーズも好評だ。同クルーズは、毎年
くじらの遭遇率が高く日本人をはじめと
した参加者から
の満足度が高い

（今年度は12月
20日から４月19
日までの予定）。
また、ムーンラ
イトクルーズや
ブランチクルー
ズなど、時間帯に合わせて気軽に乗船で
きるプランも実施している。 
　リピーターの多いハワイでは、観光客
を飽きさせない新しいプランを打ち出し
ていく必要がある。アトランティス・ア
ドベンチャーズでは、そうしたマーケッ
トのニーズに対応し、これからもユニー
クなプログラムをいち早く提案できる高
いポテンシャルを備えている。

アトランティス・サブマリン

ナバテック号

ロイヤル・サンセット・ディナー
クルーズ（コース・ディナー）

人気のホエールウォッチングは
12月20日～４月19日まで



（22） （第３種郵便物認可） 2014年（平成26年）9月29日  増刊 第2232号

役立つ情報がいっぱい
ハワイ州観光局 旅行業界専用サイト
ハワイ州観光局公式ウェブサイト「gohawaii.jp」にある旅行業界向けの専用サイトには、役立つ情報がいっぱい。
資料請求もできるので、ブックマークにしていつでもチェックできるようにしておくと便利。
なお、コンテンツを利用する際は、あらかじめ事前登録が必要となる。

最新情報 HOT TOPICS

　パンフレットの作成などで、ハワイの
画像が必要になった際はここをチェッ
ク！「ハワイ州観光局イメージライブラ
リー」とHawaii Visitors and Convention 
Bureau管轄の「ハワイグローバルイメー
ジライブラリー」の2つのライブラリーか
ら直接画像をダウンロードすることがで
きる（使用にはクレジット記載が必要）。

　環境保護を目的としたレジ袋有料化。2014年１月
のハワイ島に続き、2015年７月よりオアフ島でも実
施される予定だ。環境に負荷を与えるビニール袋が
禁止となり、例えば土産物屋でおみやげを購入した
際も今後はマイバッグの携行が必要となる。あらか
じめ荷物にマイバッグを用意するのも手だが、お
店でハワイらしいトロピカルな柄のバッグをマイ
バッグとして購入するのもおすすめ。バッグ自体が
ハワイのおみやげにもなる。

Topics

オアフ島でもレジ袋有料化
2015年7月から

　ハワイの人気ショッピングスポット、アラモアナセン
ターの拡張工事が進行中だ。現在西側のエヴァ（西）ウイン
グに生まれる拡張エリアは総面積約６万平米。ハワイ初進
出となる高級デパート「ブルーミングデールズ」を含む大
型テナントや約50のショップ、エンターテイメントスペー
ス、1000台収容可能な駐車場を予定する。
　また約30店舗が入るマカイ・マーケット・フードコート
の改装工事も進行中。どちらも2015年末の完成を予定して
いる。

アラモアナセンター拡張工事進行中
2015年末完成予定

　多くの人が訪れる観光スポットのダイヤモンド
ヘッド入り口に、2014年７月キオスク（ビジターセ
ンター）がオープンした。Tシャツや帽子、エコバッ
グなど、ダイヤモンドヘッドの絵が入ったグッズな
どを販売、おみやげとしてもおすすめだ。隣にはト
イレを併設、ダイヤモンドヘッドに関するパネル展
示（英語）もある。営業時間は毎日午前７時から午後
５時まで。

ダイヤモンドヘッドにキオスク
グッズを販売、おみやげにも

　旅行業界専用サイトにある「販売促進ツール」の発注サイトが
このほどリニューアル。より使いやすくなった。観光局が発行す
るトラベルプランナーや教育旅行ガイド、MICEガイドなどのパ
ンフレットをはじめ、全島／各島のマップ、ポスター、キャンペー
ンPOPなど、販売促進に役立つツールをオンラインで簡単に発注
できる。また、発注後約１週間程度かかった配送期間を２〜３営
業日に短縮、欲しい時にすぐ手元に届くようになった。

　ハワイ州観光局とハワイ関連企業の最新情報
をカバー。「ハワイ州観光局トラベル情報バン
ク」では、ニュースリリースをはじめ、統計デー
タ、セミナーやワークショップで使用したプレ
ゼンテーション、ロゴのダウンロードなどがで
きる。「ハワイ関連企業トラベルバンク」は、
現地ホテルやアクティビティーのファクトシー
ト、ニュースリリース、写真や動画、プレゼン
テーション資料などの情報を掲載している。

　団体営業スタッフなら必見。
観光局のグループ向けサポート
に関する情報やその申請書、販
促ツールの申請書、ハワイコン
ベンションセンターのイベント
カレンダーなど、団体旅行で必
要な情報をカバーする。

 セミナー開催などの
ハワイ州観光局の活動
情報、渡航者データ、
最新情報を確認できる。

販売促進ツールの
発注サイトがリニューアル

要チェック！ 

http://member.gohawaii.jp/

トラベル情報バンク MICE情報バンク ハワイNEWS イメージライブラリー

ほかにもこんな機能が

より使いやすく

© Ala Moana Center

© Ala Moana Center
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新しい大型複合施設の開業予定決まる
来年１月に「フキラウ・マーケットプレイス」がオープン

ポリネシア・カルチャー・センター POLYNESIAN CULTURAL CENTER

ポリネシアの文化体験ができる
新マーケットプレイス

　世界最大のポリネシアンのテーマパー
クであるポリネシア・カルチャー・セン
ター（PCC）は５年前から、100億円を投じ
た改装プロジェクトに取り組んでいる。
すでに園内施設の改装を済ませており、
改装プロジェクトの目玉施設としてPCC
隣接地に構想された新しい大型複合施設
「フキラウ・マーケットプレイス」の開業
予定が来年１月に決定した。
　「フキラウ・マーケットプレイス」は、
飲食や物販関連のテナントショップや、
エンターテインメント関連サービスを集
めた大型複合施設。PCCへ入園せずに専
用の入り口から入場することができ、入
場料もかからず駐車場代も無料（同施
設利用者には駐車券を提供するバリデー
ション付き）で利用できる。PCCの入園客
が入園前や退園後に利用してもいいし、
PCCの利用に関係なく「フキラウ・マー
ケットプレイス」単独で楽しむこともで
きる。
　場所は、カメハメハ・ハイウェイに面
する駐車場スペースと、パシフィック・
シアターの横のスペースを利用して設置
され、総面積は１万1000㎡。テナント構
成については、ハワイでオリジナルのレ
ストランやフードワゴン、小売店などが
出店する予定だ。
　営業時間は月曜から土曜日の午前10時
から午後10時までの予定だ。

PCCの原点を施設名に

　新しい大型複合施設の開業に対する
PCCの力の入れ方は、施設名からもうか
がえる。「フキラウ・マーケットプレイ
ス」の「フキラウ」とは、ハワイ語で“地
引網で魚を捕える”という意味。PCCが
立地するライエには、フキラウ・ビーチ
という砂浜があり、漁師たちが地引網漁
を行い漁獲はコミュニティでシェアする
のが伝統だった。また、1940年代からは
地引網漁（フキラウ）体験と、食事や音
楽を楽しむルアウ体験を組み合わせたア
クティビティを観光客に提供し、ライエ
の観光素材として人気を博した。このた
め同じライエの地で1963年に観光施設を
開業したPCCは「フキラウ」という言葉
に、観光施設としてのPCCの原点という
意味を込めている。

ノースショアの新名所に

　PCCでは「フキ
ラウ・マーケット
プレイス」がノー
スショアの新しい
観光名所になるこ
とを期待してい
る。飲食店での食事や土産物のショッピ
ングが入場無料で気軽に楽しめる「フキ
ラウ・マーケットプレイス」ができること
で、個人旅行者にとっての新観光スポッ
トのみならず、旅行会社にとっても、た

とえば島巡りのツアー中のランチ
スポットやショッピングスポット
としての選択肢が増えるわけだ。

レストランやシアターは改装済み

　施設改装プロジェクトは「フキラウ・
マーケットプレイス」を残してほぼ完了
している。すでに11年11月には1100万ド
ルを費やした「ゲートウェイ・レストラ
ン」の改築が完了。13年３月には全面改
装した体感型４Ｄシアターを「ハワイア
ン・ジャーニー・シアター」としてグラ
ンドオープンした。
　PCCの園内にあるアオテアロア（ニュー
ジーランド）、フィジー、ハワイ、サモア、
タヒチ、トンガの６つのポリネシアの国
と地域を紹介する各村も改装を済ませて
いる。また３つあるルアウ用レストラン
のうち「ハレ・アロハ」は建物を改築し
て昨年９月にリオープンしている。

旅行業界向けに
無料優待を実施
PCCでは、日本の旅行会社社員を対象と
する無料優待キャンペーンを実施してい
る。優待特典として無料提供される内容
は、ホテルからPCCまでの送迎、ディ
ナー、イブニングショーなどがセットさ
れた「アンバサダー・デラックス・パッ
ケージ」などを無料で提供するというも
の。旅行会社で商品造成や販売、カウン
ター販売などにかかわる関係者にPCCを
実際に体験してもらうのが目的で、その
際の様子や感想をSNSなどで発信しても
らうことを期待している。本人だけでな
く、同行する家族や友人も50％割引の特
典が受けられる。予約はパシフィックリ
ゾート経由で受け付けている。

オープン予定の小売店、レストラン、屋台、
エンターテイメントの一部リスト
［飲食］
●パウンダーズ・レストラン
フルサービスレストラン。アイランドをテーマとし
たランチ、ディナーを提供
●ポリネシアン・ベーカリー
伝統的なポリネシアン料理であるミートパイやパニ
ポポ、マラサダ、ピザを提供
●ルーロット・コート
タヒチがテーマの“屋台の味”を提供。ステーキ、チ
キン、魚などをプレートランチスタイルで
●コンフェクション・ストア
チョコレートをディップしたクッキーなどのお菓子
を販売
［物販］
●キオスク・カート屋台
バーベキュープレート、ホットドッグ、クレープ、ハ
ウピアなどの食べ物から、ポリネシアンの工芸品、
ローカルアーティストによるアート、コミュニティ
Tシャツ、帽子などまでを販売
●ライエ・ジェネラル・ストア
おみやげ、ギフト、日用品などを販売
●ハパ・ホームストア
ホーム用品、ライフスタイル商品などを販売
［エンターテインメント］
パウンダーズ・レストラン前のオープンステージで
は、音楽やライブパフォーマンスを常時楽しめる。
［その他］
ウクレレショップ、高級ハワイアン・ジュエリー
店、スポーツ・アウトドア・アクティビティ、スペ
シャルハンバーガー・ショップ、アイスクリーム・
ショップやランチワゴン、カフクシュリンプ等の誘
致を予定。
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