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楽天カードラウンジ
クーポンブック全体を参照される際には、
下記URLよりご覧ください。
https://r10.to/hbejnl

For any inquiries or questions regarding
our coupon book, please contact us below.

Rakuten Card Waikiki Lounge
330 Royal Hawaiian Ave.
Honolulu, HI 96815
Opening Hours: 9:30 am - 8:00 pm
Phone: 808-926-0151
Rakuten Card Ala Moana Lounge
Ala Moana Center, Eva Wing
1450 Ala Moana Blvd.
Honolulu, HI 96814
Opening Hours: 9:30 am - 6:00 pm
Phone: 808-400-9742

★ご利用上の注意
※ 掲載内容は2020年３月末時点のものです。予告なく掲載内容が変更となる場合や、店舗の都合により優待
サービスを変更または中止する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。
※ ご提示いただくタイミングは加盟店や特典内容によって異なります。
各特典情報にあるクーポン提示タイミング
（
「ご予約時」
「ご注文時」
「レジ打ち時」
等)をご確認のうえ、
ご提示ください。
※ 原則として、
その他の特典やサービスとの併用、
レシートの合算、
セール中のご利用はできません。
また、
税金やレストランのサービス料などは、
優待サービスの対象となりません。
詳細は、
各店舗にご確認ください。
※ お客様が本誌をご提示されなかった場合やお支払い後に提示された場合などは優待が適用されません。
※ レストランで割引優待がある場合、
とくに記載がない限りアルコール類は優待サービスの対象にはなりません。
※ 本誌に記載のある店舗以外では、
優待は適用となりませんのでご注意ください。
※ Rakuten Card USA, Inc. は、
以下の事項に関し、
一切責任を負いません。
・各店舗の取り扱う商品およびサービス提供内容や品質等
（エステ、
スパ、
マッサージ、
ネイルサロンにおける施術や
優待プレゼント商品等含む）
・その他、
上記に関するお客様と各店舗の間での紛議等
※ 本誌の優待サービスの提供は加盟店からの提供であり、
Rakuten Card USA, Inc. の提供ではございません。
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TR02

オアフ島内観光・シャトル ( ブルーウェーブツアー）
Oahu Sightseeing/Shuttle (Blue Wave Tour)

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー & スパ

短い滞在期間に効率良くハワイを楽しむな
ら、
観光ツアーやシャトルが便利でおすすめ！
人気の早朝ダイヤモンドヘッドハイキング、
カイルアタウン散策、ノースショア観光など
定番人気ツアーにお得に参加できます。
タンタラス夜景観光付きのステーキディナー
も大人気！ロブスターテイル付きへのアップ
グレードもおすすめです。

# *N
& Spa

約3〜7時間
2名
ツアーにより異なる
Blue Wave Tour

楽天カード会員様限定プランをご紹介しています !

特典クーポン

・各プランの詳細は楽天トラベルデスクへお問い合わせください。
・ご予約は楽天トラベルデスクにて承ります。
・他特典や割引とは併用できません。
・トラベルデスクは
「楽天カード ワイキキラウンジ」
のみの併設です。
「楽天カード アラモアナラウンジ」
にはございませんのでご注意ください。

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

観光

●カイルアタウン・シャトル

通常 $38→$30

注意事項

●ダイヤモンドヘッドハイキングとカカアコ散策

※ダイヤモンドヘッドツアーにご参加の際には免責同意書への
通常 $56→$49
ご署名が必要となります。
●午後からのノースショアツアー 通常 $69→59
●モートンズステーキハウス
・スタンダードディナー ※大人・子供同料金となります。
（夜景観光付）
通常 $149→$139
※他にも楽天カード会員様限定料金のツアーがございます。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

アクティビティ

プール

TR01

楽天トラベルデスクへお問合せください。

ウェット・アンド・ワイルド・ハワイ
Wet 'n' Wild Hawaii

TR03

シーライフパーク・ハワイ
Sea Life Park Hawaii

カポレイに位置する、
ファミリーに絶大な人
気を誇るウォーターパーク。東京ドーム3個
分の敷地にある25個のアトラクションやスラ
イダーは絶叫系から癒し系まで幅広く、3世
代でも家族みんなが楽しめます。
さらに快適
なプールステイをしたいならカバナレンタル
もおすすめです。

オアフ島の東海岸に位置し、
山と海に囲まれ
たハワイ最大のマリンパーク。ドルフィンプ
ログラムはプールに入らずイルカと触れ合え
るドルフィンアロハから2頭のイルカと一緒
に泳げるドルフィンロイヤルスイムまで各種
大人気。
楽天で予約するとお得です！

約7時間30分
1名
木〜月曜日（季節により異なる）
Wet 'n' Wild Hawaii

通常 大人 $78／子供 $68
→大人 $58/ 子供 $51
● カバナレンタル 1台 通常 $178→$168
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

注意事項
※アトラクションにより身長制限があります。
※飲食物、
浮き輪、
ライフジャケット等の持ち込みは禁止されてお
ります。
※3歳未満は無料です。

横断歩道を渡る際の
「歩きスマホ」
は厳禁！道路横断中の携帯電話の使用に罰金が

歩きスマホは罰金 科せられます。画面を見ているだけでも違法なので気をつけて！
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特典クーポン

特典クーポン

● 入場料＋送迎パッケージ

約7時間
（送迎付きツアー参加時）
2名
毎日
Sea Life Park
●ドルフィン・アロハ 通常

$94→$85

注意事項

※プログラムにより参加可能年齢や参加条件が異なります。
予約時に必ずご確認ください。
●ドルフィン・アドベンチャー 通常 $210→189
●ドルフィン・ロイヤルスイム 通常 $272→249 ※ラインストーン等装飾付きネイルや長い爪の方は参加不可。
※ツアーにご参加の際には免責同意書へのご署名が必要となります。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
●ドルフィン・エンカウンター 通常 $157→$139

ハワイでは、
歩行者にも交通違反の取締りがあります！私服の警官もパトロール中で、

道路の横断に注意 横断歩道や交差点以外で道を渡ると罰金です。
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スパ

TR04 スターオブホノルル号 サンセット・ディナークルーズ
Star of Honolulu Sunset Dinner Cruise

TR06 スパ・マッサージ（マンダラ・スパ）
Spa/ Massage (Mandara Spa)

ワイキキ最大のマンダラ・スパでは、
バリ島、
ヨーロッパ・アジア地域、
ハワイの様式を取り
入れたトリートメント各種をご用意。スパ施
設もフィットネスセンターやプールの他、
ロッカー、
シャワー、
スチームサウナやジャグ
ジーなどを完備。
1日中リラックスしたひとと
きをお過ごしいただけます。

豪華客船でのクルーズを楽しみながら船上
でシーフードとステーキのお食事、サンセッ
ト、本格的なショー、ワイキキ夜景までが一
度に満喫できるサンセットディナークルーズ
はハワイ旅行のハイライトとしておすすめ！

約4時間
1名
毎日（但し、
7/4、金曜日を除く）
Star of Honolulu Cruises & Events

通常 $130→$124
●スリースター・サンセットディナー＆ショー
通常 $166→$159

注意事項
※7/4は独立記念日クルーズ、
金曜日は花火鑑賞付クルーズとしての
運行となり、
割引対象外となります。
※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。
※3歳未満は無料
（席・食事なし）
となります。

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

※夜景付、
セレブレーションプランもあります。
詳細はお問合せください。

スパ

TR05

約1時間30分〜
1名
毎日
Mandara Spa Hawaii

特典クーポン

特典クーポン

●スター・サンセットディナー＆ショー

●スパ施設使用

1日パス $20

●スウェディッシュ
・マッサージ
（50分）

またはスーパーフード・プロラディアンス・
フェイシャル
（50分）
通常 $182 → $129
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

注意事項
※18歳未満は参加できません。
※スパ営業時間は08:00〜21:00となります。
※日焼けした肌へのトリートメントはおすすめできません。
その他参加条件が設定されております。
予約時に必ずご確認ください。

アクティビティ

スパ・マッサージ
（キューブ・コスメティックス）
Spa / Massage (Kuub Cosmetics)

TR07

セグウェイ･オブ･ハワイ
Segway of Hawaii

高層階からの眺めが素晴らしく、
日本語での
きめ細かい対応が好評なスパでゆったりリ
ラックス。
ハワイならではのロミロミやフェイ
シャル＆ボディーマッサージが一度に体験で
きるコースが大人気。
送迎付きで便利です。

ハワイで人気のセグウェイ体験！毎年人気の
TV番組でも紹介されている話題のアクティ
ビティ「セグウェイ」。体を軽く前に傾けるだ
けの体重移動で簡単に操作ができ、ハワイ
の風を感じながらワイキキやカカアコ周辺な
どの観光が楽しめます。

約1時間30分
1名
毎日
Kuub Cosmetics

ボディーマッサージ25分）
通常 $110→$99
●ロミロミ・マッサージ 通常 $119→$114

注意事項
※12歳未満は参加できません。
※サロン営業時間は10:00〜19:00となります。
※日焼けした肌へのトリートメントはおすすめできません。

歩道は自転車で走らないでね ワイキキやダウンタウンの商業エリアの歩道を自転車で走ることは
禁じられています。
車道の右端を走りましょう。

約1時間30分〜2時間
1名
毎日（但し、一部祝日を除く）
Segway of Hawaii

特典クーポン

特典クーポン

●よくばり体験コース
（フェイシャル25分＆

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
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楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

クルーズ

●セグウェイ・オリジナルＴシャツまたは

注意事項

キャップをプレゼント

※10歳未満は参加できません。
※対象ツアー：ダイヤモンドヘッド＆ワイキキツアー(120分）
※身長･体重制限やその他参加条件が設定されております。
またはカカアコ･ウォーターフロントパーク＆ウォール
予約時に必ずご確認ください。
アート・ツアー
（90分）
にご参加の方限定。
※プレゼントは参加日にショップにてお受け取りください。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

商業エリア以外で禁止のサインがない場所なら、
時速10マイル(16km)未満

歩道は自転車で走らないでね で歩道を走れます。
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TR08

観光

ノースショア観光・オアフ島内チャーター観光
(ギンショーハワイ）

チーフ・ルアウショー

TR10 Northshore Sightseeing/ Oahu Charter Plan

Chief's Luau Show

(Ginsho Hawaii)

ハワイを訪れる世界中の人に愛される人気
のルアウショー。
チーフ・シエルのユーモアあ
ふれる演出やフィナーレを飾る大 迫 力の
ファイヤーナイフショーをお楽しみくださ
い。
新婚旅行や記念日におすすめです。

モアナルアガーデン
（この木なんの木）
、
ドー
ルプランテーション、
ハレイワタウン
（約1時
間半の自由散策）などを巡る人気のノース
ショア観光はレナーズのマラサダ付き♪
（①）
その他、お客様だけで自由にまわれるお得
なチャーター観光プランもあります。
（②）

①約6時間 ②４〜8時間
①2名 ②1名
毎日（但し、一部祝日を除く）
Ginsho Hawaii

約5時間30分
1名
月・水・木・金・日曜日
Chief's Luau
注意事項

●

※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。
※3歳未満は無料
（席・食事なし）
となります。

特典クーポン

特典クーポン

スタンダード 通常 $124→$114
デラックス 通常 $165→$149
●プレミアム 通常 $205→$189
●

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

アクティビティ

TR09

●ノースショア観光

通常 $60→$55
●オアフ島内チャーター観光
（4〜8時間）
通常 $280〜560→$260〜520
※1時間毎に通常$70→$65追加となります。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

注意事項
【ノースショア観光】
※モアナルアガーデン入場料、
昼食は含まれておりません。
【オアフ島内チャーター観光】
※駐車料金や入場料が発生する場合にはお客様負担となります。
※貸切可能時間は午前6時より午後7時、
開始・終了場所はワイキキまたは
カハラ地区 となります。
※観光車両の立ち入りに制限のある場所や空港へのご利用は承れません。

ショー

ドルフィン＆ユー／アイランド＆ユー
Dolphins and You/ Island and You

TR11

マジック・オブ・ポリネシア
Magic of Polynesia

大自然が残るウェストコーストで野生のイル
カと泳ぐ 大 人 気 ツアー（ ①ドルフィン＆
ユー）
、
パワースポットや人気観光スポットを
巡りハワイグルメも楽しめる観光ツアー（②
アイランド＆ユー）。どちらもハワイを知り尽
くしたクルーやガイドがハワイ流のおもてな
しでご案内！

壮大なイリュージョンにポリネシアのダンス
やファイヤーダンスを盛り込んだ、ハワイな
らではの豪華ショー。ロケーションもワイキ
キ中心で便利、
グループでもご家族でもみん
なで楽しめるおすすめディナーショーです。

①約7時間／②約9時間
2名
①毎日／②月〜金曜日
Ocean Journeys LLC
注意事項
ソフトドリンク おひとり様につき1杯プレゼント 【ドルフィン＆ユー】
●アイランド＆ユー 通常 大人 $124/ 子供 $98 ※2歳未満は参加できません。
※シュノーケルへのご参加には健康上の参加条件がある場合が
→ 大人 $114/ 子供 $88
ございます。
予約時に必ずご確認ください。
※ツアーにご参加の際には免責同意書へのご署名が必要となります。

ハワイでは2014年1月から、
ほとんどの公共の場所が禁煙です。
違反した人には$500の

ハワイの禁煙法 罰金が課せられるので注意してください。
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約2時間30分
1名
日〜金曜日
Roberts Hawaii

特典クーポン

特典クーポン

●ドルフィン＆ユー 船上にてアルコールまたは

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

ショー

スタンダード・ディナーショー
通常 $114→$89
●デラックス
・ディナーショー
通常 $158→$139
●

注意事項
※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。
※4歳未満は無料
（席・食事なし）
となります。

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ココは禁煙 レストラン、バー、ナイトクラブ、ショッピングセンター。

禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙です。
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TR12

マリンスポーツ
（トロピカルオーシャンスポーツ）
Marine Sports (Tropical Ocean Sports)

TR14

ワイキキ・スターライト・ルアウ
Waikiki Starlight Luau

オアフ島の東側、エメラルドグリーンの海が
美しいカネオヘ湾でマリンスポーツ三昧！
髪も顔も濡らさず海底散歩を楽しめる大人
気のシーウォーカー、
バナナボートなどを
1日で体験できるパッケージがお得！

フラやファイヤーナイフダンスなど、ダイナ
ミックなパフォーマンスで繰り広げられる魅
惑のショーと、
数々の受賞暦を誇るヒルトン
のホテルシェフが腕によりをかけて作り出す
ルアウディナーでハワイアンな夜をお楽しみ
ください。

約3時間
1名
日〜木曜日（但し、4-5月火曜を除く）
Hilton Hawaiian Village Waikiki
Beach Resort

約9時間（半日は約7時間）
2名
月・水・金曜日（但し、
一部祝日を除く）
Tropical Ocean Sports
通常 $115→$109
●プレミアム・デラックス・パッケージ

通常$148→$129
●シーウォーカー・パッケージ

通常$163→$149

注意事項

●スタンダード 通常

※各アクティビティには年齢制限、
身長・体重制限やその他参加
条件が設定されております。
予約時に必ずご確認ください。
※ツアーにご参加の際には免責同意書へのご署名が必要となります。
※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

※4歳未満は無料
（席・食事なし）
となります。

知っておくと
安心!

TR13 ロック･ア･フラ ディナーショー
Rock a Hula Dinner Show

ハワイのフラやファイヤーダンサー、トリ
ビュートアーティストたちが豪華シアターで
繰り広げる本格的なライブミュージックによ
るワ イキ キ 最 大 の エ キ サ イティン グ な
ショー。グルメディナーと共にお楽しみくだ
さい。

約3時間
1名
土〜木曜（但し、7/4を除く）
Rock A Hula

特典クーポン

●グリーンルーム

注意事項

$116→$105
通常 $147→$134
●ダイヤモンドプレミア 通常 $179→$169 ※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。
●ゴールデンサークル

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ショー

注意事項

通常 $189→$179
$151→$139
※子供料金は通常子供料金となり割引はありません。
●ルアウ 通常 $113→$104
●ステージサイドＶＩＰ 通常

※3歳未満は無料
（席・食事なし）
となります。

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ココは禁煙 州や郡が所有する建物、スポーツアリーナ、スタジアムなどの座席エリア
※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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特典クーポン

特典クーポン

●シーウォーカー半日パッケージ

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

楽天トラベルデスク
オプショナルツアー ＆スパ

ショー

アクティビティ

ハワイ基礎知識

日本との時差
19時間の時差がある。
ハワイの深夜0:00は、
日本
の夜19:00。
日本の深夜0:00はハワイではまだ前
日の朝5:00。
日本へ電話するときなど気をつけて。

ハワイの祝祭日
アメリカ全国の祝日と、
ハワイ州独自の祝日があ
る。
ワイキキの店はほとんど年中無休だが、
ワイキ
キ以外のエリアでは、
祝祭日に休業する店もある
ので注意。

お金
♦税金
消費税として買ったもの、
食べたものにオアフ島は
4.712％の州税が課せられる。
ホテルの宿泊料に
は州税のほかにホテル税10.25％が加算される。

♦アメリカのコインとハワイ州記念コイン
公衆電話や、パーキングメーター、
コインランド
リーなど、
なにかと活躍する機会の多い25¢。裏
はアメリカ合衆国の造幣局が発行している各州
の記念コインになってる。
ハワイ州の記念コイン
も発行されている。

ハワイでの服装
ハワイは、年間を通して温暖な気候。
だから日中
はTシャツやタンクトップにショーツ、
サンダルの
スタイルでOK。
夜、
ちょっとしたレストランに出か
けるときは、
男性ならスラックスに襟付きシャツ、
女性ならドレスを着用したい。
ドレスコードがある
レストランでは男性のサンダルはNGなので注意。
11月〜3月の間や天気の悪い日は寒い日もある
ので上着も必ず持参しよう。

25¢
10¢
5¢
1¢
（クォーター）（ダイム） （ニッケル） （ペニー）

カメハメハ大王デザインの
ハワイ州 25¢記念コイン

ビーチ、
公園、
テニスコート、
プール、
バス停、
運動場、
植物園など

ココは禁煙 ※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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スーパーマーケット

その他
①ホノルル店 ②カイルア店

③パールリッジ店 ④カポレイ店
CO02 ダウントゥアース オーガニック＆ナチュラル ⑤カフルイ店（マウイ）⑥カカアコ店

コンビニ・スーパー

その他

Down to Earth Organic & Natural
ハワイの地産地消にこだわったスーパーマー
ケット。
1977年に創業して以来、
オーガニッ
クな生鮮食品、
化粧品、
雑貨を数多く取り揃
える。
オリジナルのエコバッグはお土産にも
人気。
2019年8月カイルア店がラウハラ・
ショップス内に移転。
カイルア店限定品も豊
富に展開。

Convenience 6N
6 N0 N 

特典クーポン

①2525 S King St. ②573 Kailua Rd. ③98-211 Pali Momi St.
④4460 Kapolei Parkway ⑤305 Dairy Rd. ⑥500 Keawe St.
①808-947-7678 ②808-262-3838 ③808-488-1375 ④808-675-2300
⑤808-877-2661 ⑥808-465-2512
①6:00am - 10:00pm ②③⑥6:30am-10:00pm ④7:30am - 10:00pm
⑤6:00am - 10:00pm(月〜土)／7:00am - 9:00pm(日)（※デリは閉店１時間前に終了）
①お正月、
クリスマス ②③④⑤⑥お正月、
クリスマス、
感謝祭

コンビニ

$50以上ご購入で麻製の
エコバッグ($12.99相当)を
プレゼント
※在庫限り
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スーパーマーケット

ワイキキ
①シェラトン・ワイキキ・ホテル店

ローソンステーション②モアナサーフライダー ウェスティン リゾート&スパ店
Lawson Station

その他

CO03 ホール フーズ マーケット
その他

※91ページのクーポンを切り取ってスタッフに
お渡し下さい
※お1人様につきエコバック1つ進呈
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide an 'original eco bag' when
customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.
*Need to receive coupon page that customer
cut oﬀ. Limited to 1 eco bag per person.

ココは禁煙 空港内、公共交通機関（バス、タクシーなど）

※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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ナチュラル志向で大ヒット中のアメリカ発
スーパーマーケット。自慢のデリやコスメを
はじめ、
雑貨など多様なオーガニック製品を
取り揃える。特にレジ横に置いてあるエコ・
バックは、
お土産としても大人気。

①4211 Wai'alae Ave. ②629 Kailua Rd. Suite 100
③70 East Kaahumanu Ave. #B ④388 Kamakee St. Suite 100
①808-738-0820 ②808-263-6800 ③808-872-3310 ④808-379-1800
①②7:00am - 10:00pm ③7:00am - 9:00pm ④7:00am - 10:00pm
クリスマス

特典クーポン

特典クーポン

お会計時にローソンオリジナル
エコバッグをプレゼント！

①ホノルル店 ②カイルア店
③マウイ店 ④カカアコ店

Whole Foods Market

美味しいおにぎりやおでんなど日本でお馴
染みの味や、ハワイならではのマラサダ、メ
イド・イン・ハワイのお土産まで何でも揃う。
ワイキキに2店舗あり、
早朝から深夜まで営
業しているので、
とっても便利です。

①2255 Kalakaua Ave.
②2365 Kalakaua Ave.
①808-926-1701 ②808-926-1819
①6:00am - 1:00am ②6:00am ‒ 深夜
なし

提示タイミング： お会計時

Please provide a ‘ special eco bag’ for
purchases of $50 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. While supplies last.

$50以上ご購入でオリジナル
エコ・バッグをプレゼント
※デザインは場合によって異なる
※エコ・バックは$2.99相当
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計時

Please provide an original eco-bag for
purchases of $50 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. PLU 305242

ダニエル・Kイノウエ国際空港の一部の屋外エリア。
※喫煙可能な場所でも、
出入り口や窓、

ココは喫煙 OK 階段、エレベーター、換気装置から20フィート以内は禁煙
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アクセサリー

ショップ

SH02

ワイキキ

ヴィトラ・アイウェア・ハワイ
VITRA・EYEWEAR・HAWAII
ヴィトラ・アイウェア・ハワイでは、個性派か
らハイファッションのデザイナーブランドま
で、
男性女性用とも種類の豊富なサングラス
とメガネのコレクションを扱っています。
専門技術と豊富な知識を持つスタッフによる
質の高いフルサービスも特徴です。

Shop

2233 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センター1階
808-200-2330
10:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

ファッション

SH01

提示タイミング：お会計時

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ウクレレ

ワイキキ

ワイキキ

SH03 ウクレレぷあぷあ

アロハ アウトレット

Aloha Outlet

Ukulele Puapua

1999年創業の老舗ウクレレショップ。
ハワイ
のウクレレの代名詞とされる、
カマカやコア
ロハ、マーチン、カニレアの正規販売店なの
で、
取り扱い数・種類ともに豊富！名物・無料
の初心者ウクレレレッスンは、
毎日夕方4PM
から。オリジナルTシャツは、ハワイのお土産
として子供サイズから2XLまで幅広いサイ
ズが揃うのでご家族、
カップルに大好評。

ハワイ大手ECサイトの直営店。
ファミリーや
ご夫婦・カップルでお揃いで着れるハワイア
ンリゾートウエア、レイやヘアーアクセサ
リーなどのハワイアンアクセサリー、フラ楽
器やパウスカートなどのフラ用品など様々
な商品が揃っています。

2250 Kalakaua Ave. Suite 314,
ワイキキショッピングプラザ3階
808-922-0535
10:30am - 7:00pm
クリスマス、
元日

※セール品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide an original eco-bag for
purchases of $100 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items.

ココは喫煙 OK ホテルの喫煙ルーム、または喫煙スペース。

市や郡が運営するゴルフ場。
※電子たばこはビーチで使用可。
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2255 Kalakaua Ave.
シェラトン・ワイキキ・ホテル1階
808-923-9977
8:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

＄100以上ご購入でオリジナル
エコバッグをプレゼント

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

$100以上（レシート合算不可）
の
ウクレレをお買い上げで、
ウクレレケースを進呈
※他の優待との併用不可
※お一人様につき1つ
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide a special free ukulele case with a
minimum purchase of US$100 or more, when a
customer presents a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any oﬀers.One per person.

ウミガメには触らないでね アメリカでは、ウミガメは絶滅危惧種に指定されています。ウミガメに危害を
加えたり触ることは法律で禁止されています。
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ファッション

SH04

雑貨

ワイキキ

エイティー エイティーズ

①カラカウア店 ②クヒオ店

SH06 キャッチ USA
カカアコ/ワード

88 Tees

カカアコ/ワード

Catch USA

芸能人ご用達の有名Tシャツショップ。
数え切れないくらいの種類が揃い、
サイズも
デザインも豊富。
お手頃価格でお土産にも
ぴったり！！

ワイキキから移転をした
「キャッチUSA」
は、
お
陰様で31年を迎えました。
ドイツ直輸入フェ
イラー、
大人気のメイドインハワイ商品のハワ
イアンバッグ、
猫好きには見逃せないローレル
バーチ等の猫グッズ、
人気のキャロルウィルソ
ン、
ジェイソンティ、
ルイボスティ、話題のダイ
エット製品やスキンケア商品など世界中のス
テキを集めたセレクトショップです。
ハワイに
着いたら、
まずはここからチェック。

①2168 Kalakaua Ave. ②2310 Kuhio Ave.
①808-922-8832 ②808-922-8822
10:00am - 11:00pm
なし

※セール品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ファッション

SH05

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items.

ワイキキ

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

10%OFF

333 Ward Ave. オハナハレマーケットプレイス#48
808-371-2254
10:00am - 7:00pm(月〜土)
10:00am - 5:00pm(日)
クリスマス、
感謝祭

＄80以上お買い上げ方に
リピート率100％のアフリカン
ブラックソープをプレゼント
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

クッキー

エンジェルズ バイ ザ シー ハワイ

①シェラトン・プリンセス・カイウラニ店
②ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・
ビーチ・リゾート店

Angels by the Sea Hawaii

ワイキキ

SH07 クラ アンド コー
Kula & Ko Confectionery

ローカルにも人気のデザイナー兼オーナー
のニーナ・タイがデザインするハワイのビー
チファッションブランド。
リゾート感いっぱい
のドレス・トップスをはじめ、メンズのアロハ
シャツやキッズラインも揃うショップは、
シェ
ラトン・プリンセス・カイウラニ店とヒルトン・
ハワイアン・ビレッジの2店舗。

提示タイミング：お会計前

$50以上ご購入で$10OFF＋
Please provide $10 OFF and an original gift for
オリジナルギフトをプレゼント
※セール品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

purchases of $50 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items.

緊急時の連絡先 事故、盗難、トラブルに巻き込まれたときなど、すぐに「911」に連絡を。つながった時点で、
「ジャパニーズ・オペレーター・プリーズ」
と告げると、
日本語通訳が対応してくれる。
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素敵なパッケージのパイナップルケーキがお
土産にピッタリ。新鮮なハワイ産のパイナッ
プルを使用して毎日製造されています。
さま
ざまなフレーバーの試食もできますので、
ぜ
ひお立ち寄りください。

2330 Kalakaua Ave. #214
インターナショナルマーケットプレイス 2階
808-426-5809
10:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

①2348 Kalakaua Ave. ②2005 Kalia Rd.
①808-921-2747 ②808-922-9747
①9:00am - 10:30pm ②8:00am - 10:00pm
なし

提示タイミング：お会計時

Please provide a Dudu-Osun Black soap for
purchases of $80 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

提示タイミング：お会計時

6個入ボックスをご購入で
10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% oﬀ for purchase of all
6-cake boxes when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

すぐに日本領事館に連絡を。
日本国領事館：543-3111
緊急時の連絡先 パスポートの盗難や紛失をしたときは、
（時間外緊急の場合はこの番号にかけた後、
留守電の録音に従って"1"を押すとつながる）
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コスメ

クッキー

ワイキキ

SH08 クラッシュッ ワイキキ

ワイキキ

SH10 ザ・クッキーコーナー

Crush Waikiki

Waikiki

The Cookie Corner

キャビンアテンダントの方達も通う人気コス
メショップ。
ドクターコスメやオーガニックコ
スメを扱う。
高級スパでも使われているオー
ガニック素材を使用したスキンケアコスメ、
キンバリー・バリーは、
大人気です。
スキンケ
アからボディーケアまで、美を磨くためのア
イテムが、
お手頃価格で揃う。

ローカルにも大人気のクッキーブランド。焼
き立てのソフトクッキーからショートブレッ
ド、フルーツバー、ひとくちサイズのチョコ
チップクッキーまで種類も豊富。
地元紙読者
が選ぶベストクッキー賞を６年連続受賞。

下記店舗の他にアラモアナセンター、
カハラモール等
オアフ島に全14店舗
①2255 Kalakaua Ave.
②2350 Kalakaua Ave.
①808-926-8100 ②808-922-7771
①②8:00am - 10:30pm
なし

353 Royal Hawaiian Ave. 2F
808-926-3333
1:00pm - 9:00pm
なし

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ファッション

Please provide gift for purchases of $30 or more
when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.Not valid with any other
oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

$30以上お買い上げの方に
ギフトプレゼント

提示タイミング：お会計時

$50以上ご購入で10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

雑貨

ワイキキ

SH09 ココ マンゴー

ワイキキ

Sublime

ワイキキビーチウォーク1階のオシャレなセ
レクトショップ。
フランスやポリネシアの有名
ブランドアイテムや、リゾート感あふれる
ファッションアイテムが揃います！

New Wellness and lifestyle in Waikiki
ハワイメイドのオーガニックやナチュラルな
アイテムやスーパーフードを日本の約半額で
購入頂けるワイキキショッピングプラザの
1階のお店です。
日本では手に入らないCBD
商品も豊富に取り揃えています。

226 Lewers St. suite L124
ワイキキビーチウォーク1階
808-517-0105
10:00am - 10:00pm
なし

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items. Not valid
with any other oﬀers. One per person.

日本との時差 19時間の時差がある。ハワイの深夜0:00は、日本の夜19:00。

日本の深夜0:00はハワイではまだ前日の朝5:00。
日本へ電話するときなどは気をつけて。

18

2250 Kalakaua Ave.#101
ワイキキショッピングプラザ1階
808-922-1051
10:00am - 9:30pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計時

※他の優待との併用不可
※セール品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF for purchases of $50 or
more when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page.

SH11 サブライム

Coco Mango

10%OFF

①シェラトン・ワイキキ・ホテル店
②シェラトン・プリンセス・カイウラニ店

提示タイミング：お会計前

$50以上ご購入で10％OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF for purchases of $50 or
more when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers.

ハワイの祝祭日 アメリカ全国の祝日と、ハワイ州独自の祝日がある。ワイキキの店はほとんど年中無休だが、
ワイキキ以外のエリアでは祝祭日に休業する店もあるので注意。
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雑貨

ファッション

ワイキキ

SH12 ナイア

ワイキキ

SH14 ハーレー ダビッドソン

naia

Harley-Davidson
111-Hawaii Awardで、おみやげ雑貨部門
1位を獲得した人気ショップ！
ハワイ語でイルカを意味する雑貨店は、名
前通りのかわいらしい雰囲気の店内。
店内にはオリジナルTシャツを始め、ハンド
メイドの雑貨や、一点もののポーチや手作
りソープなどハワイの小物お土産が充実。

ハワイ限定Tシャツやアロハシャツ、
革ジャ
ンなどハーレーのロゴ入りアイテムが揃う
アパレルショップ。
ハーレーファンなら一度
は訪れたい必見ショップです。

2005 Kalia Rd.
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・
ビーチ・リゾート（レインボーバザール）
808-973-4630
9:00am - 10:00pm
なし

120 Kaiulani Ave. B6
シェラトン・プリンセス・カイウラニ ロータリー手前
808-799-4566
9:00am - 10:00pm
なし

※他の優待との併用不可
※1枚につき1グループ
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ジュエリー

提示タイミング：お会計時

Please provide Naia original sticker for
purchases of $50 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

特典クーポン

特典クーポン

$50以上ご購入の方、Naiaオリジナル
ステッカー($6.99)ご進呈

提示タイミング：お会計時

10%OFF
※セール商品を除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ファッション

ワイキキ

ワイキキ / その他

SH15 ハッピーハレイワ

SH13 No.8 ジュエリー
今年12周年を迎えたNo.8 Jewelryは
今人気のハワイアンジュエリーとネイティブ
アメリカンジュエリーの専門店。
TVで芸能人が通う店として何度も取り上げ
られ雑誌等に100冊以上も紹介されてます。
ハワイ人気投票では2年連続ジュエリー部門
1位を獲得した有名店。

定番人気のＴシャツ、
パーカー、
バッグ、
お土
産でも定評のオリジナルコーヒーやチョコが
いっぱい！見てるだけでもワクワク！ウェア
に合わせてカワイイ持ち物も欲しくなっちゃ
いますよね。

①355‒B Royal Hawaiian Ave.
②66-145 Kamehameha Hwy., #2-2,Haleiwa
①808-926-3011 ②808-637-9713
①10:00am ‒ 10:30pm(月〜土)
10:00am ‒ 9:00pm(日)
②10:00am - 6:00pm
なし

2255 Kalakaua Ave.
シェラトン・ワイキキ・ホテル1階
808-921-2010
8:00am - 10:30pm
なし
提示タイミング：ご注文時

Please provide the free marking of hawaiian
words or date for ordering custom-made
Hawaiian jewelries when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

ハワイの税金 オアフ島では消費税として、買ったもの、食べた物に4.712%の州税が課せられる。
ホテルの宿泊料には、
州税のほかにホテル税10.25%が加算される。
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特典クーポン

特典クーポン

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

①ワイキキ店 ②ノースショア店

Happy HALEIWA

No.8 Jewelry

ハワイアンジュエリーオーダー
メイドの方に「ハワイ語」または
「日付」
を無料で刻印

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items. Not valid
with any other oﬀers.

10％OFF
※お会計時のみ適用
※お1人様につき1回限り
※セール品・食べ物・一部商品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計時

Please provide 10％ OFF when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Available
at the time of purchase. Limited to one time only.
Excluding discounted items, food and certain items.

緊急電話 911( 警察・消防・救急 ) 公衆電話の場合、小銭がなくても911には繋がる。
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お土産

デパート

ワイキキ

SH16 ハミルトンブティック

アラモアナ

SH18 ブルーミングデールズ アラモアナセンター
Ala Moana

Hamilton Boutique

Bloomingdale’s Ala Moana Center

ばらまき土産、雑貨、アクセサリーにハワイ
アンジュエリー、
「何かないかな？」
が見つか
る安くて可愛いアイテムが沢山のセレクト
ショップ。自分用にはもちろん、お土 産に
困った時はハミルトンブティックへGO‼

特典クーポン

＄20以上の購入で10％OFF
※セール品・一部商品を除く
※クーポン 1 枚につき 1 名様のみ
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

クッキー

提示タイミング：お会計前

Please provide 10％ OFF for purchases of $20 or more
when customers present a Rakuten Credit Card along
with this page.Excluding discounted items. Excluding
certain items. Not valid with any other oﬀers.

①15％OFFになる
「セービングパス」
をプレゼント
提示タイミング：セービングパス受取時
②更に、
化粧品・香水も200ドル以上のお買い上げで
①Please provide a 15% savings certiﬁcate valid on select full
10％OFFとなる
「セービングパス」
をプレゼント
price and sale items throughout the store when customers
※①：化粧品・香水、
また一部のブランドは対象外です。
present a Rakuten Credit Card along with this page. Not valid
※①②：
「セービングパス」
は1階ウェルカムデスクで
on cosmetics and fragrance, some brand restrictions apply.
受け取りください。
※①②：旅行者のみ利用可能、
「セービングパス」
の
②Please provide a 10% savings certiﬁcate valid on
受け取りの際、
居住地の証明書の提示が必要です。
cosmetics and fragrances with a minimum $200 purchase
※①②：一部対象外となるブランドがございます。
when customers present a Rakuten Credit Card along with
予め店頭スタッフにご確認ください。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
this page. Not valid with any other oﬀers.

コスメ

アラモアナ/ヒロ
（ハワイ島）
①ビッグアイランド・キャンディーズ本社

SH17 ビッグアイランド・キャンディーズ ②アラモアナセンターギフトショップ
Ala Moana

1450 Ala Moana Blvd.
アラモアナセンターエヴァウィング
808-800-3622
10:00am - 9:00pm（月〜土）
10:00am - 7:00pm（日）
アラモアナセンターに準じる

特典クーポン

2131 Kalakaua Ave. #6
808-922-7772
10:00am - 11:00pm
なし

ブランド商品を多く取り扱っているアメリカ
を代表するデパート「ブルーミングデール
ズ」。人気デザイナーによるアパレル用品や
アクセサリーをはじめ、インテリア・コスメ・
おみやげなど豊富な品揃え。

ワイキキ

SH19 ベルヴィーハワイ
Belle Vie Hawaii

BIG ISLAND CANDIES
1977年にハワイ島で創業して以来、
「 アロ
ハ」
の気持ちをこめてクッキーはすべて手作
業で包装。数ある種類の中でも、チョコレー
トディップ・マカデミアナッツ・ショートブ
レッドクッキーは特に人気。

ハワイの自然の恵をたっぷり使った「ハワイ
アンボタニカルス」はお肌の悩みを改善す
る奇跡のスキンケア。日本人スタッフが使い
方を説明してくれるので安心。ジョンマス
ター、ジョバン二、モロッカンオイル、スプラ
コールなどのアイテムは日本よりも割安に
購入できる。

①585 Hinano St. Hilo, HI
②アラモアナセンター・ストリートレベル1
センターステージ付近
①808-935-8890 ②808-946-9213
①8:30am - 5:00pm
②9:30am - 9:00pm（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide a gift for purchases of $100 or
more when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers.

便利な電話帳 ホノルル警察：529-3111 /ワイキキ派出所: 529-3801
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計時

$100以上ご購入でオリジナル
ギフトをプレゼント

2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ1階
808-926-7850
10:00am - 10:30pm
なし

＄50以上ご購入で＄10OFF
※他の優待との併用不可
※メンバーご登録いただける方のみ
※滞在中に一回のみ ※一部商品を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide $10 discount for purchases of $50 or
more when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page. Not valid with any other oﬀers.
Limited to 1 time only. Excluding certain items.

緊急電話
911(KDDIジャパンダイレクト
警察・消防・救急 )：1-800-543-0051
便利な電話帳
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クッキー

ワイキキ/その他

ファッション

SH20 ホノルル クッキー カンパニー
その他

Honolulu Cookie Company

その他

SH22 マウイ ウォーターウェアー
その他

Maui Waterwear

ハワイお土 産の定番として大 人 気のクッ
キーメーカー。トレードマークは南国らしい
パイナップルの形をしたショートブレッド・
クッキー。品質の高い材料のみを使い、毎
日レシピどおりに焼き上げる。

有名デザイナーや最新デザインの水着＆リ
ゾートウェアを数多く取り扱っています。レ
ディースはもちろん、キッズやメンズのライ
ンナップも充実。マウイのビーチに似合う
バッグやサングラス、帽子などのグッズもこ
こで揃います。
①850 Front st (Maui)
②2435 Ka'anapali Pkwy(Maui)
③3750 Wailea Alanui Drive(Maui)
①808-667-2761 ②808-661-3916
③808-891-8669
①②9:00am - 10:00pm
③9:00am - 9:00pm
なし

ロイヤル・ハワイアン・センター、
アラモアナセンター等を
含むオアフ島に全11店舗、
マウイ3店舗
（直営店舗のみ）
公式サイトwww.honolulucookie.co.jp、
又は
日本語カスタマーサービスまでご確認ください
808-845-1517
店舗によって異なる

※他の優待との併用不可
※お1人様1回限り
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビーチサンダル

提示タイミング：ご来店時

Please provide a free gift for purchases of $30 or
more retail items when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. One oﬀer per
Rakuten Card member, per visit. Limited to retail
stores only. Not valid with any other oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

$30 以上ご購入で
無料ギフト進呈

提示タイミング：お会計前

20%OFF
※SH22マウイ・ウォーターウェアー、
SH23マウイ・
クロージング、
SH25メイキングウェイブスの
3ブランドの中から1点限り割引対象
※一部ジュエリーは対象外
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ファッション

ワイキキ

ワイキキ/その他

SH23 マウイ クロージングリゾート店 ②ラハイナセンター店 ③ワイレア店

POPITS HAWAII

Maui Clothing

レディース、メンズ、子 供 服までリゾート
ウェアを探すならここ。靴、バッグ、帽子ま
でハワイを楽しむのに必要なものが全て揃
います。お土産や自分へのごほうびショッ
ピングにもおすすめです。

LA生まれ、ハワイ育ちのクラッシクビーチ
サンダル、ポピッツ。ヒールの高さ・色・そし
てチャームをそれぞれお好みのものをお選
びいただき自分好みにカスタマイズできる
新感覚のサンダルです。

①2005 Kalia Rd. shop B
②878 Front St.(Maui)
③3750 Wailea Alanui Dr.(Maui)
①808-955-6285 ②808- 667-6090
③808- 891-8561
①8:00am - 10:00pm
②9:00am - 10:00pm
③9:00am - 9:00pm
なし

227 Lewers St #R106
808-922-2885
10:00am-10:00pm
なし
提示タイミング：お会計前

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding discounted items. Not valid
with any other oﬀers. Limited to only one time
per person.

： 971-6000
（日本語OK）
便利な電話帳 ドクターズオンコール（24時間受付）
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特典クーポン

特典クーポン

※セール商品、一部商品を除く
※他の優待との併用不可
※お一人様一回限り
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 20% OFF any one item of your choice
for all 3 listings; Maui WaterWear, Maui Clothing and
Making Waves when customers presents a Rakuten
Credit Card along with this page. Excluding ﬁne
jewelry. Coupon Code:RKT

①ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・

SH21 ポピッツ ハワイ

10%OFF

①フロントストリートラハイナ店
②ホイーラーズ・ビレッジ店
③ワイレア店

20%OFF
※SH22マウイ・ウォーターウェアー、
SH23マウイ・
クロージング、
SH25メイキングウェイブスの
3ブランドの中から1点限り割引対象
※一部ジュエリーは対象外
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide 20% OFF any one item of your choice
for all 3 listings; Maui WaterWear, Maui Clothing and
Making Waves when customers presents a Rakuten
Credit Card along with this page. Excluding ﬁne
jewelry. Coupon Code:RKT

便利な電話帳 ワイキキ緊急医療クリニック ： 924-3399（日本語OK・予約不要）
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アクセサリー

雑貨

ワイキキ

SH24 マキシ ハワイアンジュエリー

ワイキキ

SH26 モコリマハワイ

Maxi Hawaiian Jewelry

Moco Lima Hawaii

自社工房で丁寧に手彫りされる世界に
たった1つのハワイアンジュエリー。
カジュアルから、重厚なジュエリーまで幅広
く揃っているので、お気に入りが見つかる
はず！困った時には日本人スタッフにご相
談ください。

インスタでブレイクしたハワイ在住デザイナー
MOCOが手がけるハワイ生まれのアパレルブ
ランド。
日本未発売。
こだわり抜いた商品は全
てがハンドメイドの１点もの。
毎日生み出され
る新作が店頭に並ぶのでハワイに来たら要
チェック！誰とも被らない、
あなただけのお気
に入りをハワイで手に入れよう。
＠mocolimahawaii

2250 Kalakaua Ave.#113
ワイキキショッピングプラザ1階
808-924-9389
10:00am - 10:00pm
なし

※セール品不可
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ファッション

提示タイミング：お会計前

Please provide 5% OFF for purchases of Gold item or
10% OFF for purchases of Silver item when
customers present a Rakuten Credit Card along with
this page. Excluding discounted items. Not valid
with any other oﬀers. Not valid with any other oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

Silver item 10%OFF
Gold item 5%OFF

2155 Kalakaua Ave.
バンク・オブ・ハワイ・ワイキキ センター 8階 807
808-679-1324
1:00pm - 6:00pm
日曜日
提示タイミング：お会計時

＄50以上のご購入でモコリマハワイ Please provide an original eco-bag for
オリジナルエコバックをプレゼント purchases of $50 or more when customers
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

アクセサリー

ワイキキ/その他
①ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・

SH25 メイキング ウェイブスリゾート店 ②ポイプ ショッピング ビレッジ店

ワイキキ

SH27 ユニバザー

Making Waves

UNIBAZAR
最新デザインもサイズも豊富な水着ショッ
プ。女性用はもちろん、男性用、キッズ用も
あります。ビーチサンダルも人気ブランドを
各種取り揃えています。

EST. 2013

①2005 Kalia. Rd.
②2360 Kiahuna Plantation (Kaua'i)
①808-955-5785
②808-742-6899
①8:00am - 10:00pm
②9:00am - 9:00pm
なし
提示タイミング：お会計前

Please provide 20% OFF any one item of your choice
for all 3 listings; Maui WaterWear, Maui Clothing and
Making Waves when customers presents a Rakuten
Credit Card with this page. Excluding ﬁne jewelry.
Coupon Code:RKT

便利な電話帳 ワイキキ・メディカル・クリニック： 921-0330
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ワイキキ中心部にある人気のセレクトショッ
プ。
アパレルを中心に、
ハワイアンカジュアル
な雑貨やアクセサリーを展開。

2250 Kalakaua Ave. STE112
ワイキキショッピングプラザ1階
808-762-9226
10:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

20%OFF
※SH22マウイ・ウォーターウェアー、
SH23マウイ・
クロージング、
SH25メイキングウェイブスの
3ブランドの中から1点限り割引対象
※一部ジュエリーは対象外
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

present a Rakuten Credit Card along with this
page.

$75以上ご購入でオリジナルの
3点ポーチSet（$14.99）
を
プレゼント
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide an original pouch set for
purchases of $75 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

サガワ・エクスプレス・ハワイ：942-8000

便利な電話帳 （佐川急便の現地会社。ホテルまでピックアップに来てくれる。日本語OK）
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アクセサリー

ファッション

ワイキキ

SH28 ラーラ パワーストーン カンパニー
LALA Power Stone Company

ワイキキ

SH30 リリー & エマ
Lilly & Emma

ワイキキ最大級のパワーストーン専門店。
ウミガメなどショップオリジナルのハワイ
アンモチーフ水晶と誕生石を入れたブレス
が人気。
アクセサリーはその場で制作可。
レ
アストーンや原石、
ハワイ産コアウッド、
大
玉メンズ商品も豊富。
ハネムーン記念、
ペア
制作、ハワイの思い出やお土産にもぜひ。
lalapowerstonecompany.com

ハワイで生まれ育ったエレガントでオシャレ
な姉Lillyと、
元気でキュートな妹Emma。
そんな二人が織り成す、
リゾート･アイランド･
ファッションのワードローブから生まれたア
パレルブランド。
ハワイの豊かな自然とアロ
ハスピリッツを感じさせるアイテムでいっぱ
いです。

307 Lewers St. #402 Watumullビル
牛角が１Ｆにあるビル。右側のエレベーターで４Ｆへ
808-200-3525
11:00am - 7:00pm
日曜日

※1オーダーにつき3psまで
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ジュエリー

提示タイミング：お会計前

Please provide 20%OFF for purchases of
original design crystal when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page.

特典クーポン

特典クーポン

ハワイ限定！！人気のオリジナル
デザイン水晶 20%OFF

2142 Kalakaua Ave.
808-923-3010
10:00am - 10:00pm
なし
提示タイミング：お会計前

＄100以上ご購入で
10％OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

紅茶

ワイキキ

SH29 ラウレア

アラモアナ

SH31 ルピシア
Ala Moana

Laule`a

LUPICIA

自社工房で熟練職人がひとつひとつ丁寧に
製作するハワイアンジュエリーをはじめハワ
イアンキルト、ハワイアン雑貨など旬のハワ
イアンギ フトを豊富に取り扱うセレクト
ショップです。

世界各地の厳選された上質な茶葉を扱うお
茶の専門店ルピシア。
ここハワイ店でしか買
えない7種の限定フレーバードティーは、南
国フルーツの風味とトロピカルなパッケー
ジで、
お土産やご自宅用として大人気です。

1450 Ala Moana Blvd.
アラモアナセンター1階
808-941-5500
9:30am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
アラモアナセンターに準じる

2142 Kalakaua Ave.
808-922-0001
10:00am - 10:00pm
なし

※セール品・一部商品を除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide up to 80％OFF for hawaiian
jewelry when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid with
any other oﬀers.

便利な電話帳 ヤマト・トランスポートUSA ： 422-6000（日本語OK）
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特典クーポン

特典クーポン

ハワイアンジュエリー
50〜80％OFF

Please provide 10% OFF for purchases of
$100 or more when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

＄50以上(税別)のお買い上げで
ハワイ限定茶10％割引
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計時

Please provide 10% OFF for Hawaiian Limited
Tea for purchases of $50 or more when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Not valid with any other oﬀers.

予約をお願いします。

旅の一言英語 Can I make a reservation?
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クッキー

ワイキキ

SH32 ロイヤル ハワイアン クッキー
Royal Hawaiian Cookie

レストラン

ロイヤル・ハワイアン・クッキーは、
さくっとし
た食感のクッキー生地に様々なナッツ類を
甘さ控えめのキャラメルでコーティングして
香ばしく焼き上げたお菓子です。
また、
米国でデザイン賞を多数受賞したパッ
ケージは、
インテリアや小物入れとして再使
用できるECOなリユース・パッケージとして
お土産に最適です！

5  N 

2250 Kalakaua Ave.#109
ワイキキショッピングプラザ1階
808-286-6662
10:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

$50以上でクッキー5枚入り
セットプレゼント
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ジュエリー

Please provide an original cookie gift for
purchases of $50 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

ワイキキ

カフェ

SH33 ロノ・ゴッド・オブ・ピース

ワイキキ

RE01 アイスモンスター ワイキキショップ
ICE MONSTER Waikiki Shop

Lono God of Peace
ハワイの神話に登場する四大神の中の愛と
平和の神「ロノ」をシンボルとするハワイア
ンジュエリー専門店。
ハワイの伝統に現代的
な要素が融合したスタイリッシュなデザイ
ンが魅力。自社工場で熟練職人が一つ一つ
丁寧に手彫りで作り上げている。

台湾発、
新食感かき氷
「アイスモンスター」
が
ハワイ上陸！きめ細かくふわっふわ、濃厚な
氷が口の中に広がります！アメリカCNNの
ベストデザートトップ１０に選ばれた今話題
のかき氷です！京都産の本格抹茶を使用し
た「抹茶ミルクかき氷」やハワイ島地産のフ
レッシュフルーツを使用した、
「 パパイヤミ
ルクかき氷」
「パイナップルかき氷」などハワ
イオリジナルフレーバーも是非お楽しみくだ
さい。

2125 Kalakaua Ave. #7
808-923-7770
10:00am - 10:00pm
なし

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

旅の一言英語 明日6時に2名です。

Please provide gift for purchases of $200 or
more when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers.

Tomorrow at 6 o'clock for a party of 2.
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

$200以上お買い上げの方に
ギフト進呈

2255 Kuhio Ave.
808-762-3192
11:00am - 10:00pm

なし

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers.

（メニューを指さして）
これをください。

旅の一言英語 May I have this?
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シーフード&ステーキ

ワイキキ

イタリアン料理

ワイキキ

RE04 アペティート クラフトピザ＆ワインバー

RE02 アズーア レストラン

Appetito Craft Pizza and Wine Bar

Azure Restaurant

タオルミーナの2号店。
日本人女性“Naomi”
シェフが創る本格イタリアン。
風味豊かなハ
ワイの薪を使用して焼き上げるナポリピザ
をはじめ、サラダ、パスタやステーキ等の
様々な料理をカジュアルにお楽しみいただ
けます。

ロイヤルハワイアン内にある当レストランは、
ワイキキビーチの夜景を目の前に、ハワイの
魚市場で仕入れた新鮮なシーフードをご提
供しております。
ソムリエがご提案するワイン
と共に自慢の料理をご堪能ください。

150 Kaiulani Ave.
オハナ・ワイキキ・イースト by アウトリガー1階
808-922-1150
朝食 7:00am - 11:00am
ランチ 11:00am - 2:00pm
ハッピーアワー 2:00pm - 6:00pm
ディナー 2:00pm - 10:00pm
なし

2259 Kalakaua Ave.
ロイヤル ハワイアン ホテル1階
808-921-4600
5:30pm - 9:00pm
なし

※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ステーキ＆シーフード

提示タイミング：ご注文時

Please provide a complimentary dessert when
customers order food and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid on
holidays or special menus.

ワイキキ

特典クーポン

特典クーポン

お食事をされた方にデザートを
プレゼント

お食事をされた方にデザート
（抹茶ティラミス）
をプレゼント
※1テーブルにつき1品
※お1人様1回限り
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

イタリアン料理

RE03 アトランティス シーフード アンド ステーキ

ワイキキ

RE05 アランチーノ・ディ・マーレ

Atlantis Seafood & Steak

Arancino di Mare

ファミリーにも大人気！ワイキキDFSから
徒歩3分圏内。天井には船の枠組みがデザ
インされ、海底にいるような雰囲気。料理は
ハワイ近海で獲れたシーフードや、ハワイ産
の野菜を使用しています。新鮮魚介のオー
シャンシーフードパスタやリブアイをご堪能
ください！

海の見える風通しの良いオープンテラスが自
慢の名門イタリアン。甘い香りの
「ピザ窯パン
ケーキ」
とボリューミーな
「ブレックファスト・
アメリカーノ」。
そして、
ぷるぷる震えるポーチ
ドエッグにアルフレッドソースがかかった
「イタ
リアン・エッグベネディクト」
は
「今すぐ食べた
いBEST朝食」
として好評！

2284 Kalakaua Ave
センター・オブ・ワイキキ 2階
808-922-6868
11:00am - 10:00pm
なし

※アーリーバードとスペシャルと飲み物は除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 12％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.Excluding early bird,special,beverages
and alcohol.Not valid with any other oﬀers.

旅の一言英語 （残った料理の）お持ち帰りの箱をお願いします。
May I have a box, please?
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2552 Kalakaua Ave.
ワイキキビーチ・マリオット・リゾート&スパ 1F
808-931-6273
朝食 7:00am - 11:00am
ランチ 11：30am - 2:30pm
ディナー 5:00pm - 10:30pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

12%OFF

提示タイミング：ご注文時

Please provide a MATCHA tiramisu when
customers order food and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Limited to one
per table. Limited to only one time per person.
Not valid with any other oﬀers.

朝食メニューご注文でドリンクバー
（$4.95相当）
をプレゼント
※1グループ4名様まで
※他の優待との併用不可
※91ページのクーポンを切り取ってスタッフに
お渡し下さい

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時
Please provide a 'Free Drink Bar' with the order of
breakfast, when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page. Available at Arancino di Mar e
location and breakfast (7am-11am) only. Unavailable
with any other oﬀer. Up to 4 guests per group. Not valid
with any other oﬀers.

お勘定をお願いします。

旅の一言英語 May I have a check?
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ステーキ

ワイキキ

和食

RE06 アロハ ステーキ ハウス ワイキキ

ワイキキ

RE08 居酒屋 海

ALOHA STEAK HOUSE Waikiki

Izakaya Kai

BEACH＆BEEFをコンセプトに、ワイキキ
に新登場したカジュアル・ステーキハウス。
ま
るでビーチハウスにいるような空気感の中
で、
肩ひじ張らず気軽に楽しめるステーキハ
ウスです。
高品質のアメリカンビーフにオリジ
ナルのマウイオニオンソースをたっぷりかけ
てお楽しみください。

ハワイ産の生マグロをはじめ、
新鮮な海の幸
を使ったお刺身や寿司などの海鮮料理が気
軽に楽しめる居酒屋です。

320 Lewers St.
808-600-3431
ランチ 11:00am - 2:30pm (LO2:00pm)
ディナー 5:00pm - 11:30pm (LO10:30pm)
なし

※ドリンクは除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ハワイアン料理

Please provide 10％ OFF at lunche time and 5% OFF
at dinner time when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. Excluding
beverages and alcohol. Not valid with any other
oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

ランチタイム(お食事メニュー)10％OFF
ディナータイム(お食事メニュー)5％OFF

2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ ワイキキ横丁内
808-777-6660
11:00am - 0:00am
なし

※午後3時〜午後6時
※その他の時間帯はフード10%oﬀ
※他の優待との併用不可
※飲み物を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

インターナショナル料理

ワイキキ

RE07 アロハテーブル

提示タイミング：お会計前

フード20%OFF

Please provide 20% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.Limited to 3:00pm-6:00pm.Other time is
10% OFF. Not valid with any other
oﬀers.Exclusing beverages and alcohol.

ワイキキ

RE09 陰陽カフェ

ALOHA TABLE Waikiki

IN-YO CAFÉ
トランプの朝食ビュッフェは、
注文に応じてお
作りするオムレツ・ステーションや各種サラ
ダ、ペイストリーなど種類が豊富です。その
他、パンケーキ、和朝食などのアラカルトメ
ニューもお楽しみください。

心地よい風を感じるラナイ、
バー、
テーブル
席からなる空間。
ハワイアンローカルフード
をはじめ地産の素材を使用した様々な料理
が楽しめます。
特に、厳選された神戸ビーフ
のハンバーグに、
マッシュルームとオニオン
のデミグラソースをかけたプレミアム・コーベ
スタイルビーフ・ロコモコが人気です。

223 Saratoga Rd.
トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ6階
808-683-7777
6:30am ‒ 10:30am
なし

2238 Laùula St.
808-922-2221
11:00am - 1:00am(月〜土)
11:00am - 12:00am(日)
なし

※飲み物を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

旅の一言英語 このクーポンは使えますか？
Can I use this coupon?
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Please provide 10％ OFF for purchases of $25 or
more when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Excluding beverages
and alcohol.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計時

$25以上ご利用で10%OFF

提示タイミング：ご注文時

20%OFF
※アルコール類を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 20％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding alcoholic beverages.

タクシーを呼んでもらえますか？

旅の一言英語 Could you call me a taxi, please?
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ステーキ

ワイキキ

シーフード

RE10 ウルフギャングステーキハウス
Wolfgang’ s Steakhouse

カカアコ/ワード

RE12 オーシャン テイスト
カカアコ/ワード

Ocean Taste
Ocean Tasteはカカアコで新鮮なポケボウ
ルを食べられるお店です！シェフが毎朝競り
市でハイグレードなアヒを入手しています。
ぜひ当店で新鮮でおいしいポケをお楽しみ
ください。

ニューヨークの老舗ステーキハウス“ピー
タールーガー”で長年ヘッドウェイターを務
めたウルフギャング・ズウイナーが手掛ける
ステーキハウス。
28日間熟成された最高級
のステーキ、
ワインが楽しめる。

2301 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センター3階
808-922-3600
11:00am - 10:30pm
（日〜木）
11:00am - 11:30pm
（金、土）
なし

Please provide a dessert with the order of 2
※1 テーブルにつき 1 品、バーでのご利用は除く
dinner entrees, when customers present a
※ディナータイムのみ
Rakuten Credit Card along with this page.
※オーダー時にクーポンのご提示をお願い致します
Limited to one per table. Limited to dinner time.
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

パンケーキ

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

メインディッシュ2皿以上
ご注文でデザートをプレゼント

333 Ward Ave.
オハナハレマーケットプレイス #65
808-636-0877
10:00am - 8:00pm(月〜土)
10:00am - 5:00pm(日)
感謝祭、クリスマス、
元日

クラシックボウル＆缶ジュース
(Aloha maid)㱺$10.00( 税込み)
シグネチャーボウル＆缶ジュース
(Aloha maid)㱺$11.00( 税込み )
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

おむすび

ワイキキ
①サラトガ店 ②ワイキキビーチ エグスプレス店
③アラモアナ店 ④コオリナ店

RE11 エッグスンシングス

ワイキキ
①ワイキキ・モナーク店 ②ワイキキ・シーサイド店

③ラナイ＠アラモアナセンター店
（め）
④ワイキキ・エナロード店
RE13おむすび専門店 いやす夢

Eggs'n Things

Musubi Cafe IYASUME
日本でも一大ブームを起こしたパンケーキをは
じめ、
ハワイの朝食メニューが楽しめるレストラ
ン。
1974年ハワイに誕生して以来、
"All Day
Breakfast"をコンセプトに愛される人気店。

ワイキキのおむすび専門店。種類豊富！
日本語でＯＫ！お米と手作りにこだわって、
むすんでいます。※シーサイド店は、Cash Only
①2427 Kuhio Ave. アクア・パシフィック・モナーク1階
②334 Seaside Ave. ③1450 Ala Moana Blvd.
ラナイ@アラモアナセンター2階 ④464 Ena Rd.
①808-921-4600 ④808-945-9525
①6:30am - 9:00pm ②7:00am - 9:00pm
③8:00am - 9:00pm
（月〜土）
9:00am - 7:00pm
（日）
④7:00am - 7:00pm
（月〜土）
9:00am - 2:00pm
（日）
なし

①339 Saratoga Rd.②2464 Kalakaua Ave.
③451 Piikoi St. ④92-1047 Olani St.
①808-923-3447 ②808-926-3447
③808-538-3447 ④808-312-3447
①6:00am - 9:00pm
②6:00am - 2:00pm/4:00pm- 10:00pm
③6:00am - 10:00pm(日〜木)/
6:00pm -12:00pm(金・土)
④6:00am-8:00pm
なし

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

旅の一言英語 朝8時に来てもらえますか？

提示タイミング：ご注文時
Restaurant:12PM - Close, a free stack strawberry whipped
cream pancakes with the purchases of 2 entrees. Not
available for Takeout. Retail: Please provide an original
gift when spend $30 or more (before tax).Saratoga
location only. Cannot combine receipts. When customers
present a Rakuten Credit Card along with this page.

Could you pick me up at 8:00am?
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特典クーポン

特典クーポン

★レストランご利用
12:00 〜閉店まで、$10 以上のメニュー 2 品もしくはメイ
ンメニュー 2 品以上ご注文で、ストロベリーホイップクリー
ムパンケーキ (3 枚 ) をプレゼント ※テイクアウトは対象外
★グッズご購入
$30( 税抜き ) 以上ご購入で、オリジナルグッズを
プレゼント ( サラトガ店のみ、合算不可 )

提示タイミング：お会計前

Please provide Classic Bowl with a can of Aloha
maid drink for $10.00 or Signature Bowl with a can of
Aloha maid drink for $11.00 when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page. Not
valid with any other oﬀers.

$8以上おむすび、
お弁当をご購入で
ミネラルウォーター1本をプレゼント
またはいやす夢グッズ10%OFF
※91ページのクーポンを切り取ってスタッフに
お渡し下さい
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a bottle of water for purchases
of $8 or more or provide 10% OFF for an Iyasume
original goods when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

知っていると便利 !? ワヒネ(WAHINE)、カネ(KANE) ：ワヒネが女性でカネが男性。
トイレのドアに書いてあることも。
ハワイアンワード
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ハワイアン料理

和風パスタ アラモアナ

ワイキキ

RE14 カニ カ ピラ グリル

RE16 カピスパ
Ala Moana

Kani Ka Pila Grille

KAPISPA (Kapiolani Spaghetti House）

実力派ミュージシャンによるハワイアン・
ミュージックのライブ演奏も毎晩楽しめる、
ハワイアン・スタイルのカジュアルダイニング。

2020年1月グランドオープン！
ハワイで初の和風パスタ・佂焼きドリアがお手
頃価格で楽しめます！

1585 Kapiolani Blvd. #110
808-949-3430
ランチ 11:30am - 3:00pm
ディナー 5:00pm - 10:30pm
なし

2169 Kalia Rd.
アウトリガー・リーフ・ワイキキ・ビーチ・リゾート1階
808-924-4990
11:00am - 10:00pm
なし

※飲み物を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

インターナショナル料理

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol.

カカアコ/ワード

RE15 ガネーシュ ドーサ インディアン クレープ
カカアコ/ワード

Ganesh Dosa Indian Crape

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

スパゲッティーorドリアご注文で
サラダ・スープバー無料！
※メイン料理1品オーダーにつきお一人様分
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ハワイアン

その他

RE17 カフェ モーリーズ
その他

Cafe Morey's
ダイアモンドヘッドの麓にあるオープンエ
アーがとても心地よいハワイアンカフェ。
名物のフライドライスやパンケーキ、エッグ
ベネディクトを求めて地元客や世界中の観
光客が多く訪れる、今最も注目されている
カフェ。

グルテンフリーの生地を使ったクレープ
”ドーサ ” の専門店が、
ハワイに初オープン！
南インドの定番ブランチでニューヨークや
サンフランシスコでも人気の料理。メニュー
はベジタリアンにこだわり、ヘルシー志向
な方にお勧め。
333 Ward Ave.
オハナハレマーケットプレイス #10
808-367-9489
10:00am - 8:00pm(月〜土)
10:00am - 5:00pm(日)
なし

※飲み物を除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers order
food and present a Rakuten Credit Card along
with this page. Excluding beverages and
alcohol. Not valid with any other oﬀers.

知っていると便利 !?
ケイキ(KEIKI)：子ども。
ケイキメニューというのはキッズメニューのこと。
ハワイアンワード
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3106 Monsarrat Ave.
808-200-1995
8:00am - 2:45pm(ラストオーダー2:00pm)

なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

提示タイミング：ご注文時

Please provide free salad and soup bar as
spaghetti/doria order when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page.
One person per order for one main dish.

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers.

知っていると便利 !? ハウピア(HAUPIA) ：ココナッツでできた白いプリンのようなおいしいデザート。
四角く切ってあることが多い。
ハワイアンワード
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カレー

鉄板焼き

ワイキキ

RE18 カリーカフェ

ワイキキ

RE20 金魚

Curry Café

Kingyo
ロイヤル・ハワイアン・センターのフードコー
トにあるカレー専門店Curry Café。
ローカ
ルに人 気 のカレーライスのほか 、チャイ
ティーやおいしいデザートがリーズナブルに
お楽しみいただけます。

ワイキキ横丁内にある鉄板焼きダイニング！
お好み焼きをはじめ、
ステーキやハンバーグ、
鉄板とんかつなど、
日本のジューシーな味を
お得なランチ、
ディナーでお届け！

2201 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センターB館2階
パイナ・ラナイ・フードコート内
808-922-1888
11:00am - 10:00pm
なし

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

中華

Please provide 10%OFF for purchases of $15
or more when cutomers present a Rakuten
Credit Card along with this page.

ワイキキ

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

$15 以上のご利用で
10％OFF

2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ ワイキキ横丁内
808-777-3554
11:00am - 12:00am
なし
提示タイミング：お会計前

10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビュッフェ ワイキキ

RE21 クヒオ ビーチ グリル レストラン & バー

RE19 キリンレストラン
KIRIN RESTAURANT

Kuhio Beach Grill Restaurant & Bar

ワイキキ中心部と絶 好のロケーションに
220席の広々とした店内。本格中華のほか、
ステーキやパスタなどバラエティに富んだメ
ニューは子ども連れのファミリーにも最適で
す。
ハワイのベスト中華料理店にも選ばれた
本場の中華料理を手頃なお値段で！

大きな窓からカラカウア通りとビーチを見渡
すロケーションで、青い海やサンセットを眺
めながらビュッフェスタイルの食事を気軽に
楽しめます。
ワイキキ初のバーボン＆ウィス
キーバーもセレクション豊富で魅力的！
さらに、木曜日はハワイの伝統的メニューと
ライブエンターテイメントも提供しています。

2420 Kalakaua Ave.
ハイアットリージェンシーワイキキビーチ
リゾート アンド スパ
（エバタワー）
地下1階
808-942-1888
11:00am - 2:00pm、
5:00pm - 10:00pm
なし

※1テーブルにつき1品
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide almond jelly or mango pudding
when customers order food and present a
Rakuten Credit Card along with this page.

知っていると便利 !? ププ（PUPU）
：決してシモネタではなく、
おつまみや軽食のこと。
ほとんどのバーやパブにはププメニューがある。
ハワイアンワード
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2552 Kalakaua Ave.
ワイキキビーチ・マリオット・リゾート&スパ
ケアロヒラニタワー2階
808-921-5171
5:00am - 11:00am, 5:00pm - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

杏仁豆腐またはマンゴープリンを
プレゼント

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

提示タイミング：お会計前

10%OFF
※ディナータイムのみ
※飲み物を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Limited to dinner time. Excluding
beverages and alcohol.

知っていると便利 !? パウハナ(PAUHANA)：「仕事が終わった」という意味。
パウハナ・ハッピーアワーで終業後の飲み会。
ハワイアンワード
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ケイジャン料理

コンテンポラリー
ハワイアン・キュイジーヌ

ワイキキ

ワイキキ

RE24 サーフ ラナイ

RE22 クラッキン キッチン

Surf Lanai

Crackin’Kitchen

ロイヤルハワイアン内にある当レストランは、
ワイキキビーチを目の前にオープンエアな空
間で、朝食とランチをお楽しみいただけます。
ハワイの新鮮食材を用いた料理をご堪能く
ださい。

話題の
「手づかみシーフード」
で食のエンター
テインメントをめしあがれ！地元ハワイ産に
こだわった新鮮な食材をオリジナルケイジャ
ンソースにたっぷりとからめ、そのまま手づ
かみでがぶりつくおいしさを堪能ください。

2259 Kalakaua Ave.
ロイヤル ハワイアン ホテル 1 階
808-921-4600
6:30am - 11:00am / 11:30am - 2:00pm
なし

364 Seaside Ave.
マリンサーフワイキキ 1 階

808-922-5552
12:00pm〜11:00pm
なし

Please provide 10％ OFF when customers
※飲み物、
スペシャルメニュー、
ハッピーアワー除く present a Rakuten Credit Card along with this
※7名様まで利用可
page. Excluding beverages, special menus, and
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
happy hour. Up to 7 guests per group.

寿司

Ala Moana

提示タイミング：ご注文時

15％OFF
※朝食ビュッフェのみ
※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

カフェ&ラウンジ

アラモアナ/その他

RE23 元気寿司

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文前

10％OFF

①アラモアナ店 ②カパフル店 ③ワイケレ店

カハラ

RE25 ザ ヴェランダ
Kahala

Genki Sushi

The Veranda
カハラホテルリゾート内のグランドロビーに隣
接し、
ゆっくりと流れる時間をお楽しみいただ
くのに最適な場所です。
アフタヌーンティーで
優雅なひとときをお過ごしください。
テラス席
からは中庭とビーチが見渡せ、
優雅に泳ぐドル
フィンたちを眺めることもできます。

タッチパネルでオーダー、ハワイローカルの
お寿司を特急レーンでお届け。うどんなどのサ
イドメニューはもちろんハワイならではのオリ
ジナルメニュー、アヒポケ、スパイシーツナを
ご用意してます。低価格で寿司弁当も販売。
①1450 Ala Moana Blvd. #2096
②888 Kapahulu Ave.
③94-799 Lumiaina St. SP201
BLDG.2 SP12 Waipahu
①808-942-9102 ②808-735-7700
③808-678-3180
11:00am - 10:00pm
（場合により9:00pm）
なし

※お支払い時のみ適用
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Discount provided at the time of
payment.

知っていると便利 !? コクア(KOKUA)：助ける、協力するという意味。
公共のゴミ箱に
「Please KOKUA」
と書いてあったりする。
ハワイアンワード

42

5000 Kahala Ave.
ザ・カハラ・ホテル & リゾート
808-739-8760
2:00pm - 5:30pm
（アフタヌーンティー）
5:30pm - 12:00am
（カクテル）
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：お会計前

10%OFF

Please provide 15％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Limited to breakfast buﬀet. Not valid on
holidays or special menus.

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※飲み物を除く
※祝日やスペシャルイベントを除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol. Not
valid on holidays or special event day.

知っていると便利 !? ハナホウ(HANA HOU)：コンサートなどでよく聞く言葉。
アンコールという意味。
「ハナホ〜ウ」
と叫ばれたら、
ミュージシャンは喜ぶ。
ハワイアンワード
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バー&ラウンジ

インターナショナル料理

ワイキキ

ワイキキ

RE28 ザ ベランダ

RE26 ザ ビーチ バー

THE VERANDA

The Beach Bar

モアナ サーフライダーの長い歴史を感じさせ
るリラックスした優雅な空間で、
朝食とラン
チ、
アフタヌーン・ティーをお楽しみください。
中庭のバニヤンツリーとビーチの波の音が極
上のひとときを演出します。

ワイキキ・ビーチのすぐ隣でお気に入りのト
ロピカルドリンクと、ハワイならではのププ
（おつまみや前菜）
を味わいながら、
ワイキキ
の景色を楽しみ、優雅なひとときを満喫でき
るオーシャンフロント・バーです。

※アラカルトメニューよりアペタイザーと
メインディッシュのご注文が必要です
※他の優待との併用不可
※祝日やスペシャルイベントを除く

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビュッフェ

2365 Kalakaua Ave.
モアナサーフライダー ウェスティンリゾート & スパ 1 階

808-921-4600
10:30am - 11:00pm
なし

808-921-4600
6:00am - 10:30am, 11:30am - 2:30pm
なし

提示タイミング：ご注文時
Please provide a complimentary non-alcoholic
beverage when customers order any appetizer and
entrée from Ala carte menu and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers. Not valid on holiday or special event day.

ワイキキ

特典クーポン

特典クーポン

お食事をされた方にノンアルコール
ドリンク一杯をプレゼント

2365 Kalakaua Ave.
モアナサーフライダー ウェスティンリゾート & スパ

お食事をされた方にノンアルコール
ドリンク一杯をプレゼント
※アラカルトメニューよりアペタイザーと
メインディッシュのご注文が必要です
※他の優待との併用不可
※祝日やスペシャルイベントを除く ※ランチタイムのみ

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

和食

RE27 ザ ビュッフェ アット ハイアット

ワイキキ

RE29 燦鳥（サントリー）

The Buﬀet at Hyatt

Restaurant Suntory
鉄板焼き、寿司、本格和食が揃う、
ローカル
にも絶大な信頼を置くワイキキの老舗レスト
ラン。厳選された食材を使った美味しいお料
理を、温かいサービスでもてなしてくれる。
安心・安全、
ホッとする和食の名店。

ワイキキビーチを見渡す爽やかな空間で、
カ
ウアイ島産シュリンプやプライムリブ、
新鮮な
カニやカキなど、
ハワイならではのグルメや
オーガニック食材のヘルシー料理を満喫！

2233 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センターB館3階
808-922-5511
11:30am - 1:30pm(月〜金)
12:00pm - 2:00pm(土・日)
5:30pm - 9:30pm(ディナー)
なし

2424 Kalakaua Ave.
ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート
アンド スパ (ダイヤモンドヘッドタワー)3階
808-237-6395
5:30pm - 10:00pm
なし

※アルコール類を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 17％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding alcoholic beverages.

知っていると便利 !? ハワイ語としてあまりにも有名な「Aloha」は広義で愛という意味がある。
ロコ達はこんにちはという挨拶の他にも、
様々な意味を込めてアロハを使う。
ハワイアンワード
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

17％OFF

提示タイミング：ご注文時
Please provide a complimentary non-alcoholic beverage
when customers order any appetizer and entrée from Ala
carte menu and present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers. Not valid on
holiday or special event day. Limited to lunch time.

提示タイミング：お会計前

10%OFF
※ディナータイムのみ
※飲み物とスペシャルメニューを除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Limited to dinner time.Excluding
beverages , alcohol and special menu. Not
valid with any other oﬀers.

知っていると便利 !? マハロ(MAHALO)はありがとうの意味。
手をシャカの形にして、
感謝の意味を込めて使ってみよう。
ハワイアンワード
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インターナショナル料理

和食

カハラ

RE32 ジグ

RE30 シーサイドグリル
Kahala

ワイキキ

ZIGU

Seaside Grill

｢地｣のものを｢喰｣らうというコンセプトから
「ジグ」
と名付けられた通り、
ハワイ産の食材
にこだわったアイランド・ジャパニーズ・レス
トラン。ハワイの風を感じるオープンエアの
テラス席でオリジナリティー溢れる創作和
食料理をお楽しみください。

太平洋の深い青を眺めながら、新鮮な魚介
類、豊富なグリル、斬新なサラダ、極上の
デザートを楽しめるお店。プールサイドバー
からのフレッシュな飲み物と一緒に、贅沢
な空間とお料理をご堪能ください。

5000 Kahala Ave.
ザ・カハラ・ホテル & リゾート
808-739-8760
11:00am ‒ 5:30pm
ご予約不可
なし

※飲み物を除く
※祝日やスペシャルイベントを除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ハワイアン料理

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol.
Not valid on holidays or special event days.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

413 Seaside Ave. Ste 1F
808-212-9252
ディナー 4:00pm - 1:00am (LO12:00am)
ハッピーアワー 4:00pm - 6:00pm、
9:00pm - 12:00am(バーエリアのみ)
なし

ディナータイム10％OFF
※飲み物、
ハッピーアワーメニューは対象外
※グループでのご利用可
※他のクーポンとの併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ステーキ＆シーフード

ワイキキ

RE31 ジーニアスラウンジ

アラモアナ

RE33 シグネチャー プライム ステーキ & シーフード
Ala Moana

GENIUS LOUNGE

The Signature Prime Steak & Seafood
アラモアナホテル36階にあるオーシャン
ビューやシティビューが楽しめるレストラン。
絶品ステーキやシーフードメニューをオシャ
レな雰囲気とともにお楽しみください。

ワイキキTギャラリア ハワイ by DFSすぐ！
こだわりのロコモコ、ガーリックシュリンプ、
Hawaii近海産フレッシュマグロ料理などハ
ワイの絶品ローカルフードが揃うオシャレな
レストランバー。

410 Atkinson Dr.
アラモアナホテル 36 階
808-949-3636
4:30pm - 10:00pm
感謝祭

346 Lewers St. 3F
808-626-5362
6:00pm - 2:00am
ハッピーアワー 6:00pm - 8:00pm
なし
提示タイミング：ご注文時
Please provide 10％ OFF for purchases of $30 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this page. Excluding
beverages and alcohol. Limited to only one time per person. Not valid
with any other oﬀers. Must order food menu to receive this beneﬁt.
Unavailable with any other oﬀer, party menu, private garden and
whole restaurant reservation. Excluding happy hour.

知っていると便利 !? パウ(PAU)：終わり、おいしい、という意味。レストランでウエイトレスに「パウ？」と
聞かれたら、
「食べ終わった？」
ということ。
ハワイアンワード
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特典クーポン

特典クーポン

$30以上ご利用で10%OFF
※アルコール類を除く ※お1人様1回限り
※他の優待との併用不可
※お食事を注文の場合に限る
※プライベートガーデン利用時、
貸切時は利用不可
※ハッピーアワーを除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide 10% OFF at dinner time when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Excluding beverages, alcohol and
happy hour menus. Oﬀer could be applied to
groups. Not valid with any other oﬀers.

提示タイミング：ご注文時

シャーベット進呈
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide free sorbet with the order of
dinner entree when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Not
valid with any other oﬀers. Limited to only one
time per person.

知っていると便利 !? マカイ(MAKAI) マウカ(MAUKA)：方向を表すのに「マカイサイド、マウカサイド」が
使われる。
マカイサイドが海側、
マウカサイドが山側。
ハワイアンワード
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ポケ

和食

ワイキキ

RE34 シャカポケ

アラモアナ

RE36 食堂 ジャパニーズ
Ala Moana

SHAKA POKE

Shokudo Japanese Restaurant & Bar
アラモアナセンター
（山側）
すぐの場所にあり、
いつもロコが大行列していることで有名なカ
ジュアル・レストラン。
ロコで知らない人がいな
いくらいの老舗･有名店。
日本食をベースにさ
まざまなスタイルを融合させた、
日本では味わ
えない
「食堂スタイル」
のメニューは60種類
以上あり、
デザートも絶品ぞろい。

ワイキキショッピングプラザ内のシャカポケ
は、観光客だけでなくローカルにも大人気！
5種類のオリジナルソースから選べる絶品ポ
ケ丼、
レアでも食べられるフレッシュで美味
しいアヒステーキをぜひお楽しみください！

2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ地下
808-839-2233
10:00am - 3:00pm
5:00pm - 9:00pm
なし

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビュッフェ

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers.

アラモアナ・パシフィック・センター 1 階
808-941-3701
11:30am ‒ 1:00am( 日〜木 )
11:30am ‒ 2:00am( 金・土 )
感謝祭

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10％OFF

1585 Kapiolani Blvd.

提示タイミング：ご注文時

お一人様$30以上ご利用で
10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

和食

ワイキキ

RE35 ショア

ワイキキ

RE37 心玄

Shor

Shingen
地元農家から届いたばかりのハワイ産食材を
たっぷり使った満足できる朝食ブッフェ！
フルーツを熟知した専門家が作る自家製
ジュースをご賞味下さい。
シェフがお好みの具
材を使って目の前で作るフワフワのオムレツ
やハワイならではのトロピカルフルーツも盛
沢山！

ハワイで本格的な日本そばが食べられる店
『心玄』。昼も夜もゆったり楽しめる
「そばダイ
ニング」
です。
せいろや温そばなど、
メニュー豊
富。
自慢の日本そばをぜひご賞味あれ。好評
のお寿司のメニュー
（月木休み）
のほかに芸能
人御用達の広尾のカレー（月木のみ）もメ
ニューに加わり、
老若男女問わず楽しめます。
胃が疲れたり、
メニューに困ったときはぜひお
気軽にお尋ねください。

2424 Kalakaua Ave.
ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ リゾート
アンド スパ ( ダイヤモンドヘッドタワー )3 階
808-923-1234
5:30am ‒ 11:00am
なし

※5:30am-7:00amのご注文に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Ple as e provide $10 OFF for purchas e of
breakfast between 5:30am to 7:00am when
customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.

横断歩道を渡る際の
「歩きスマホ」
は厳禁！道路横断中の携帯電話の使用に罰金が

歩きスマホは罰金 科せられます。画面を見ているだけでも違法なので気をつけて！
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255 Beach Walk
808-926-0255
11:30am - 3:00pm / 5:30pm - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

朝食$10OFF

Please provide 10％ OFF for purchases of $30 or
more per person when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

お食事をされた方にわらび餅
プレゼントもしくはお会計より
10%OFF
※どちらか片方のみ
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a “WARABIMOCHI” or 10%OFF
when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.

ハワイでは、
歩行者にも交通違反の取締りがあります！私服の警官もパトロール中で、

道路の横断に注意 横断歩道や交差点以外で道を渡ると罰金です。
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バー&ラウンジ

ワイキキ

バー&ラウンジ

RE38 スイムプールサイドバー＆ラウンジ

ワイキキ

RE40 スカイ・ワイキキ

SWIM Poolside Bar and Lounge

Sky Waikiki

ワイキキビーチ目の前の開放的なプールサ
イドバーでカクテルを傾けて、
ハワイ気分を
満喫！トロピカルドリンクやカジュアルなメ
ニューがそろい、
ランチはもちろん、
休憩や
気軽なディナーにもぴったり。

ダイヤモンドヘッドと海の絶景が広がるワ
イキキのルーフトップバー＆レストラン。高
層階のオープンエアで夕日や夜景を眺めな
がら最高の食事＆カクテルタイムを。
週末は
ライブ演奏とDJラウンジでさらに盛り上が
ります。
2270 Kalakaua Ave.
ワイキキビジネスプラザ19階
808-979-7590
5:00pm - 11:00pm(日〜木)
5:00pm - 12:00am(金・土)
なし

2424 Kalakaua Ave.
ハイアット リージェンシー ワイキキ ビーチ
リゾート アンド スパ (エバタワー) 3階
808-923-1234
11:00am - 10:00pm
なし

※アルコール類を除く
※メインディッシュ1皿以上の注文が必要
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

アジア料理

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Required to order a minimum of one
entrée. Excluding alcoholic beverages.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※フードメニューのみ
※アルコール類は除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ステーキ＆シーフード

ワイキキ

RE39 スウィート ホーム カフェ ワイキキ
Sweet Home Cafe Waikiki

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding alcoholic beverages.
Not valid with any other oﬀers.

アラモアナ

RE41 ステーキ & フィッシュ カンパニー
Ala Moana

Steak & Fish Company

「モヤモヤさまぁーず」
などで取り上げられる
大人気店！まずは台湾火鍋をベースに各国
のエッセンスを取り入れた15種類のスープか
ら、お好きなものをお選びください。鍋に入
れる食材は、新鮮な野菜や海鮮を始め100
種以上を取り揃えています。
無料のつけだれ
も12種類。
無限大の組み合わせから、
自分好
みのお鍋を心ゆくまでお楽しみください！

リーズナブルに美味しい肉料理と魚料理が楽
しめる
「ステーキ&フィッシュ カンパニー」
。
目の前でグリルし、
出来立てをご提供。
一番人
気のジューシーで柔らかいリブアイステーキ
をぜひお試しください。
1450 Ala Moana Blvd. アラモアナセンター
マカイマーケットフードコート内
808-941-1388
10:00am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
イースター、クリスマス

407 Seaside Ave.
808-922-7894
5:00pm - 11:00pm
(ラストオーダー 10:00pm)
なし

※ドリンクを除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol. Not
valid with any other oﬀers.

歩道は自転車で走らないでね ワイキキやダウンタウンの商業エリアの歩道を自転車で走ることは
禁じられています。
車道の右端を走りましょう。
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

お食事をご注文の方に
レギュラーサイズのドリンク進呈
※お1人様1回限り
※アラモアナ店のみ対象
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide regular size drink with the
order of regular dishes, when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers. Limited
to only one time per person.

商業エリア以外で禁止のサインがない場所なら、
時速10マイル(16km)未満

歩道は自転車で走らないでね で歩道を走れます。
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レストラン＆バー

和食

ワイキキ

RE42 スパダ バー＆レストラン

アラモアナ

RE44 創作居酒屋みのり by 塚田農場

Spada Bar & Restaurant

Ala Moana

Minori Craft Japanese Tavern
produced by Tsukada Nojo

ワイキキのど真ん中で朝6:30からホテル朝
食をリーズナブルに楽しめるカジュアルレス
トラン・スパダでは、
オーガニックにこだわっ
たアサイーボウルやお好きなオムレツをオー
ダー出来る朝食セットをご用意。
朝日を浴び
ながらテラス席でいかがですか？レストラン
とホテル内にあるプールサイドバーはハッ
ピーアワーやお酒に合うおつまみメニュー、
お得なセットをご用意しています。

提示タイミング：ご注文時

お食事をご注文された方全員に
ソフトドリンクをプレゼント
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

レストラン&バー

Please provide a complimentary non-alcoholic
beverage when customers order food and present a
Rakuten Credit Card along with this page.
Oﬀer could be applied to groups. Not valid with any
other oﬀers.

ワイキキ

1731 Kalakaua Ave.
808-951-4444
ランチ 11：00am -3：00pm(LO14：00）
(毎日）
、
ディナー 5：00pm -11：00pm(LO10:30pm)(日〜木)
5：00pm -12：00am(LO11:30pm)(金、
土）
、
ハッピーアワー 5：00pm - 6：00pm、
9：00pm -11：00pm(LO10:30pm)(日〜木）
、
9：00pm -12：00am(LO11:30pm)(金、
土）
なし

特典クーポン

特典クーポン

400 Royal Hawaiian Ave.
コートヤード・ワイキキビーチ 1 階
808-931-6222
6:30am - 10:30pm
なし

〜食を通じて人が集う”みのり”ある空間〜を
コンセプトに2019年にグランドオープンした
地元の新鮮な野菜や手料理にこだわり親子3
世代などの幅広い年代に愛される店です。
ローカルを知り尽くしたロコに非日常を、
ハワ
イに初めて来た観光客に懐かしい味の日常を
訪れるお客様ごとに合った空間と料理提供を
ご提供致します。
看板メニューは鶏白湯の
【美人鍋】
です♪

提示タイミング：お会計時

お食事代金より15%OFF
※他の優待との併用不可
※ディナータイムのみ
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

韓国料理

RE43 スプラッシュ バー

ワイキキ

RE45 ソウル豆腐ハウス

Splash Bar

Seoul Tofu House
ワイキキの中心にあるソウルスタイルの本格
スンドゥブ専門店。
具材や辛さを選び、
自分好
みのスンドゥブをご注文いただけます。
本場韓
国の味を追求し、
24時間かけて煮込んだスー
プが自慢のスンドゥブをぜひお試しください！

ハワイの優しい風に包まれながらリラック
ス… プールサイドでトロピカルドリンクを
飲みながら、夜には満天の星空の下でのラ
イブミュージックもお楽しみいただけます。

120 Kaiulani Ave.
シェラトン・プリンセス・カイウラニ1階
808-921-4600
11:00am - 11:00pm
なし

ジュースまたはソーダからお選びください
※カード保有者に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a complimentary non-alcoholic
beverage (juice or soda) when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Limited
to card holders. Required to order a minimum of
one food item.

ハワイでは2014年1月から、
ほとんどの公共の場所が禁煙です。
違反した人には$500の

ハワイの禁煙法 罰金が課せられるので注意してください。
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2299 Kuhio Ave. space C
808-376-0018
11:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

お食事をされた方にノンアルコール
ドリンク 1 杯プレゼント

Please provide 15% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Limitted to dinner time. Not valid with
any oﬀers.

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※コンボメニューと飲み物は対象外
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding combo menu and drinks.
Not valid with any oﬀers.

ココは禁煙 レストラン、バー、ナイトクラブ、ショッピングセンター。

禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙です。
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イタリアン料理

シーフード&ステーキ

ワイキキ

RE46 タオルミーナ シチリアン キュイジーヌ

ワイキキ

RE48 チャンピオンズ ステーキ＆シーフード

Taormina Sicilian Cuisine

Champion's Steak & Seafood

開放感あふれるテラスのテーブルとスタイ
リッシュな雰囲気の2つの顔を持つレストラ
ン。
オリーブオイルとハーブ中心のレシピは、
ハ
ワイを訪れる観光客から絶大な人気を集めて
ます。

シェフが自信をもって提供するジューシーな
ステーキやシーフードが好評。本格的な味を
手軽に味わえる。名物のステーキは毎日店
内でカットするこだわり。
ガーリックシュリン
プも殻が無くて、食べやすい。

2233 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センターB館2階
パイナ・ラナイ・フードコート内
808-921-0011
10:00am - 10:00pm
ロイヤル・ハワイアン・センターに準じる

227 Lewers St.
808-926-5050
11:00am ‒ 10:00pm
（日〜木）
11:00am ‒ 11:00pm
（金・土）
なし

※1テーブルにつき1品
※お1人様1回限り
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

鉄板焼き

提示タイミング：ご注文時
Please provide a 'Plate of Tiramisu' with the order of 2
dishes of MAIN PLATES or more, when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page. Limited to
one per table. Limited to only one time per person. Not
valid with any other oﬀers.

フルサイズのプレート1つ
ご注文につきボトルウォーター
1本プレゼント
※ハーフサイズ、
アラカルトメニューは除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

うどん

ワイキキ

RE47 田中オブ東京

特典クーポン

特典クーポン

メインディッシュ 2 皿以上
ご注文でティラミスをプレゼント

①ウェスト店 ②セントラル店 ③イースト店

ワイキキ

RE49 つるとんたん

Tanaka of Tokyo

Tsurutontan
ワイキキ中心部に位置する、鉄板焼きの名門
店！
「田中マジック」
とも言われるパフォーマン
スは圧巻。五感で楽しむエンターテイメント・
レストラン。

日本からの材料を使ったこだわりのおうど
ん。芸能人やスポーツ選手がよく通う日本一
と呼ばれるおうどんのお店。寿司屋居酒屋メ
ニューもたくさんあります！

①1450 Ala Moana Blvd.
アラモアナセンター4階 ホオキパテラス
②2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ3階
③150 Kaiulani Ave.
オハナ・ワイキキ・イースト by アウトリガー1階
①808-945-3443 ②808-922-4702
③808-922-4233
①11:00am - 2:00pm / 5:00pm - 閉店
②5:00pm - 閉店 ③5:00pm - 閉店
なし

※ディナータイムのみ
※1グループ8名様まで
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide 15 ％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Limited to dinner time. Up to 8 people
per group. Not valid with any other oﬀers.

ココは禁煙 州や郡が所有する建物、スポーツアリーナ、スタジアムなどの座席エリア
※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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2233 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センターB館3階
808-888-8559
11:00am - 10:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

15％OFF

提示タイミング：ご注文時

Please provide a bottle of water with the order
of full-sized plate, when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.
Excluding half size and a la carte menu.

提示タイミング：ご注文時

10％OFF
※他の優待との併用不可
※フードメニューのみ
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any oﬀers.

ビーチ、
公園、
テニスコート、
プール、
バス停、
運動場、
植物園など

ココは禁煙 ※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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中華料理

カフェ

ワイキキ

ワイキキ

RE52 トロピカル トライブ

RE50 ティム ホー ワン

Tropical Tribe

Tim Ho Wan

トロピカル トライブは本場ブラジルの濃厚
なアサイーボウルが味わえる人気店です！
コンドミニアム
「ディスカバリーベイ」
の
地下1階にあります。

“世界一安いミシュランレストラン”と称され
る点心レストランがワイキキに！地元誌主催
のレストラン賞も獲得。
毎日作りたての飲茶
がお手頃に食べられるとあって毎日大盛況。
気軽にミシュランの味を経験できます。
ハワ
イ店限定の丸ごとロブスターも＄29.99とい
う手頃な値段。
中でも1番人気はミシュラン
を獲得したベイクドチャーシューバオ。
何と
クーポンでこの一品が無料でもらえます。

4品以上ご注文の方に一番人気メニュー
「ベイクドチャーシューバオ」
を無料進呈
※お1人様1回限り
※祝日を除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

アメリカ料理

提示タイミング：お会計前

Please provide "Baked Char Siu Bao" with the order
of 4 entrees or more, when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Limited to
only one time per person. Not valid on holidays.Not
valid with any other oﬀers.

1778 Ala Moana Blvd. Suite 101
808-366-8226
7:00am - 6:00pm
クリスマス、元日

特典クーポン

特典クーポン

2201 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センター B 館 3 階
808-888-6088
10:00am - 10:00pm
なし

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ラーメン

ワイキキ

RE51 トニーローマ ワイキキ

ワイキキ

RE53 豚骨火山

Tony Roma's Waikiki

Tonkotsu Kazan
ワイキキ横丁内で話題沸騰！大阪で生まれ
た“名物”豚骨火山ラーメンを是非ご賞味あ
れ。

アメリカで最もポピュラーな料理として広く
親しまれ、
根強い人気を持つバーベキュー・
リブ。
ココでしか味わえない自慢の看板メ
ニュー
「バーベキューリブ」
をお楽しみくだ
さい。

2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ ワイキキ横丁内
808-777-3547
11:00am - 12:00am
なし

1972 Kalakaua Ave.
808-942-2121
11:00am ‒ 11:00pm
なし

※1テーブルにつき1皿適用
※お1人様1回限り
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a ''KICKIN' SHRIMP' with the order of 2
dishes of MAIN PLATES or more, when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page. Limited to
one per table. Limited to only one time per person. Not
valid with any other oﬀers.

ココは禁煙 空港内、公共交通機関（バス、タクシーなど）

※禁煙となる場所の出入り口から20フィート(約6メートル)以内も禁煙
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特典クーポン

特典クーポン

メインディッシュ2皿以上ご注文で
キッキンシュリンプ
（小海老のピリ辛
マヨネーズマリネ）
1皿プレゼント

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

提示タイミング：お会計前

10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

ダニエル・Kイノウエ国際空港の一部の屋外エリア。
※喫煙可能な場所でも、
出入り口や窓、

ココは喫煙 OK 階段、エレベーター、換気装置から20フィート以内は禁煙
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鉄板焼き

インターナショナル料理

アラモアナ

RE54 肉太郎
Ala Moana

ワイキキ

RE56 ハイドアウト アット ザ レイロウ

NIKUTARO

HIDEOUT at the LAYLOW
一番人気の
「焼肉Bowl」
を中心に、
ローカルの
方に大好評の総量700gを超える
「ミートモン
スター」
など、
ボリュームたっぷりのお肉料理
専門店です！

2017年にオープンしたクヒオ通り沿いの最
新ホテル内にある隠れ家的レストラン。
カジュアルでお洒落なインテリア、オープン
エアの開放感の中、
アジアフュージョン料理
をお楽しみいただけます。

1450 Ala Moana Blvd. #1360
アラモアナセンター シロキヤ内
808-973-9111(シロキヤ直通)
10:00am - 10:00pm
なし
（シロキヤに準ずる）

※対象外の商品もございます。
スタッフにお尋ねください。
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

シーフード

提示タイミング：ご注文時

Please provide 10% OFF or 1 topping when
customers present a Rakuten Credit Card
along with this page. Not valid with any oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

10%OFF or
トッピング 1 品無料

2299 Kuhio Ave.
ザ レイロウ オートグラフ コレクション ロビー階
808-628-3060
07:00am - 10:00pm
なし
提示タイミング：ご注文時

メイン料理1品のご注文につき
デザート1皿プレゼント
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

インターナショナル料理

ワイキキ

RE55 パイア フィッシュマーケット ワイキキ

その他

RE57 ハウツリーラナイ
その他

PAIA FISHMARKET WAIKIKI

Hau Tree Lanai
心地よい風を感じるオーシャンフロントのロ
ケーションでハワイの新鮮な食材を使ったお
魚やシーフード、ステーキをどうぞ。ハウツ
リーの木陰でのんびり味わう時間は、
まさに
至福のひととき。夜はトーチの灯りがロマン
チックな時間を演出してくれます。

マウイ島で3店を展開する人気シーフード・
レストランがオアフ島に一号店をオープン。
人気メニューは毎日仕入れている新鮮な魚
を使った
「フレッシュ・フィッシュ・キャッチ・
ディッシュ」
や自家製シーズニングを使用し
た
「ブラッケンド・刺身」
、
海老や帆立、
フィッ
シュがたっぷり入った
「シーフード・パスタ」
、
「フィッシュ・バーガー」
「
、ソフトタコ」
など魅
力なメニューが豊富に揃います。

2863 Kalakaua Ave.
ニューオータニカイマナビーチホテル 1階
808-921-7066

2299 Kuhio Ave.

※グループでのご利用可
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ザ レイロウ オートグラフ コレクション ホテル1階右側

7:00am - 10:45am、
11:45am - 2:00pm (月〜土)

808-200-0200
10:30am - 9:30pm

12:00pm - 2:00pm (日)、
5:30pm - 9:00pm

提示タイミング：ご注文時

Please provide a cup of ice tea or soft drink with the
each order of main plates, when customers present
a Rakuten Credit Card along this page. Oﬀer could
be applied to groups. Not valid with any other oﬀers.

ココは喫煙 OK ホテルの喫煙ルーム、または喫煙スペース。

市や郡が運営するゴルフ場。
※電子たばこはビーチで使用可。

58

なし

なし

特典クーポン

特典クーポン

メインディッシュをオーダーされた
方に、
ハウスブレンド・アイスティー
or ソフトドリンク一杯プレゼント

Please provide a signature dessert with the
each order of one entrée, when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

提示タイミング：ご注文時

12%OFF
※ディナータイムのみ ※6名様まで
※飲み物を除く
※祝日やスペシャルイベントの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 12％ OFF when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Limited
to dinner time. Maximum 6 persons per group.
Excluding beverages and alcohol. Not valid on
holidays or special event day.

ウミガメには触らないでね アメリカでは、ウミガメは絶滅危惧種に指定されています。ウミガメに危害を
加えたり触ることは法律で禁止されています。
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和食

コーヒー

ワイキキ

カカアコ/ワード

RE60 ハワイアン フレッシュ ロースト

RE58 初花
Hatsuhana Japanese Restaurant

カカアコ/ワード

Hawaiian Fresh Roast
ハワイの各島から厳選したコーヒー豆を毎
朝お店で焙煎してますので、フレッシュな
コーヒーを味わって頂けます。挽きたての
コーヒーを味わいたい方は是非お越しくだ
さい！豆のみの販売もしており、日本への発
送も可能です！

ヒルトンハワイアンビレッジ内の和食レストラ
ン初花。
お寿司、
天ぷらなどの一般和食からめ
ん類、
ステーキ、
ロブスター等の海鮮類など豊
富なメニュー、
ランチは各種定食を取り揃え
ております。
2005 Kalia Road.
ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート
レインボーバザール

333 Ward Ave.
オハナハレマーケットプレイス #45
808-989-7848
10:00am - 8:00pm(月〜土)
10:00am - 5:00pm(日)
なし

808-946-8287
朝食 6:00am - 10:30am
ランチ 11:00am - 2:30pm
ハッピーアワー 4:00pm - 5:00pm
夕食 5:00pm - 9:30pm(ラストオーダー)
なし

10% discount (oﬀ) Breakfast, Lunch and Dinner.
Excludes alcoholic beverages. Not valid with
※他の優待との併用不可
※このサービスは店内でのお食事にご利用下さい other oﬀers and promotions. Oﬀer must be
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
redeem at time of dining in the restaurant.

ダイニングカフェ

ワイキキ/その他

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

朝食、
昼食、
夕食時にアルコールを
除くお食事10％OFF

提示タイミング：ご注文時

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

シュークリーム

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

アラモアナ

①ワイキキ・ビーチコマー by アウトリガー店
②イリカイ店 ③オハナ・ワイキキ・イースト by
RE59 ハワイアン アロマ カフェアウトリガー店 ④T ギャラリア ハワイ by DFS店

RE61 ビアードパパ
Ala Moana

Hawaiian Aroma Caﬀé

beard papa's

ワイキキで一番フォトジェニックなカフェと
言われる「ハワイアン・アロマカフェ」
のビー
チコマー店は、
カラカウア通りに面したワイ
キキ・ビーチコマーbyアウトリガーのエスカ
レーターを上ったすぐ左手。
プールサイドへ
と続く天井の高い店内は、
アメリカや日本の
雑誌のファッション撮影のロケ地としても人
気の“絵になる空間”。

提示タイミング：ご注文時

15%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 15％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

緊急時の連絡先 事故、盗難、トラブルに巻き込まれたときなど、すぐに「911」に連絡を。つながった時点で、
「ジャパニーズ・オペレーター・プリーズ」
と告げると、
日本語通訳が対応してくれる。

60

1450 Ala Moana Blvd.アラモアナセンター
マカイマーケットフードコート内
808-942-2800
9:30am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
なし

特典クーポン

特典クーポン

①2300 Kalakaua Ave. ②1777 Ala Moana Blvd.
③150 Kaiulani Ave. ④330 Royal Hawaiian Ave.
808-256-2602
①6:00am - 6:00pm ②6:00am - 4:00pm
③6:00am - 6:00pm(日-木)6:00am-10:00pm(金・土)
④8:00am - 8:00pm
なし

シュークリームで大人気のビアードパパがハ
ワイに戻ってきました! カスタードクリームを
はじめ、ハワイ限定のフレーバーをお楽しみ
ください!

シュークリームを３つ購入で
１つプレゼント
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide Buy 3 cream puﬀs Get 1 cream
puﬀ free when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page.Not valid with
other oﬀers.

すぐに日本領事館に連絡を。
日本国領事館：543-3111
緊急時の連絡先 パスポートの盗難や紛失をしたときは、
（時間外緊急の場合はこの番号にかけた後、
留守電の録音に従って"1"を押すとつながる）
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ヴィーガンカフェ

ビュッフェ

その他

RE62 ピース カフェ
その他

ワイキキ

RE64 ピカケ テラス

Peace Café

Pikake Terrace
爽やかなプールサイドのオープンエア・レスト
ラン。朝食ビュッフェではシェフが目の前で調
理するオムレツや新鮮なフルーツなど、
夕食
にはプライムリブやカニ、
フュージョン料理な
どラインナップ豊富なビュッフェとアラカル
ト・メニューをお楽しみいただけます。

オーガニックや地産食品を使った、
『美味し
いから始まる健康美』をコンセプトにした
ヴィーガンカフェ。サンドイッチや多国籍の
味が楽しめるプレートなど、ヴィーガンやベ
ジタリアンでなくても楽しめるプレートが多
くある。
111-Hawaii Awardでカフェ部門1
位、2019年ハレアイナアワード ベジタリア
ン部門金賞を受賞。

120 Kaiulani Ave.
シェラトン・プリンセス・カイウラニ 1 階
808-921-4600
6:00am ‒ 11:00am
なし

2239 S. King St.
808-951-7555
9:00am - 8:00pm (月〜土)
9:00am - 3:00pm (日)
元日

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

コンテンポラリー
アイランド・キュイジーヌ

customers order food and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid with
any other oﬀers.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

お食事された方にPeace Cafeの
Please provide a Peace Café sticker when
ステッカープレゼント

提示タイミング：ご注文時

朝食15％OFF
※4名様まで
※カード保有者に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 15% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Maximum 4 persons per group. Not valid
with any oﬀers.

ダイニングカフェ ワイキキ

ワイキキ

RE63 ビーチハウス アット ザ モアナ

RE65 ビルズ ワイキキ

beachhouse at the moana

bills Waikiki

ビーチフロントのエレガントなシグネチャー・
レストラン。
ダイニングチェアやソファーでゆっ
たりとくつろぎながら息を呑むようなサンセッ
トの景色を前に、
ローカルの厳選食材を使用
したお料理の数々をお楽しみいただけます。

オーストラリア・シドニー発のオールデイダイ
ニングでは、朝食からディナーまで世界の食
トレンドを取り入れたこだわりの料理が揃う。
「bills Waikiki」
では、
ローカルの食材を使っ
たハワイらしいメニューもご用意。

2365 Kalakaua Ave.
モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ 1階

280 Beach Walk Ave.
808-922-1500
7:00am - 9:00pm

808-921-4600
5:30pm ‒ 9:30pm
なし

※アラカルトメニューよりアペタイザーと
メインディッシュのご注文が必要です
※他の優待との併用不可
※祝日やスペシャルイベントを除く

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a complimentary non-alcoholic
beverage when customers order any appetizer and
entrée from Ala carte menu and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers. Not valid on holiday or special event day.

日本との時差 19時間の時差がある。ハワイの深夜0:00は、日本の夜19:00。

日本の深夜0:00はハワイではまだ前日の朝5:00。
日本へ電話するときなどは気をつけて。
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特典クーポン

特典クーポン

お食事をされた方にノンアルコール
ドリンク一杯をプレゼント

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
※ランチとディナーメニューにのみ適用。
なお3:00pm - 6:00pmのハッピーアワーを除く page. Applicable to lunch and dinner menu
only, excluding happy hours (3:00pm - 6:00pm),
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
Not valid with any other oﬀers.

ハワイの祝祭日 アメリカ全国の祝日と、ハワイ州独自の祝日がある。ワイキキの店はほとんど年中無休だが、
ワイキキ以外のエリアでは祝祭日に休業する店もあるので注意。
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アメリカ料理

インターナショナル料理

ワイキキ

ワイキキ

RE66 ファイヤーグリル ワイキキ

RE68 フォー ファクトリー

Fire Grill Waikiki

pho factory
有吉の夏休みやハワイに恋してなどの有名
テレビ番組や雑誌で取り上げられたスモー
クプライムリブが人気のステーキレストラン。
カジュアルにアメリカンステーキを食べる事
が出来ます。広いソファーやテーブル席もあ
り家族連れやグループにも人気のお店です。

フレッシュな食材のみを使った、こだわりの
フォーをはじめ、
ベトナム料理を味わえる。
あっさりとした味付けは、こってりした料理
で胃が疲れた時にもおすすめ。フォー・ファ
クトリー独自のレシピを手軽にどうぞ。

2330 Kuhio Ave.
ヒルトン・ガーデン・イン・ワイキキ・ビーチ 1階
808-921-2330
朝食ビュッフェ 6:00am - 11:00am
ランチ（月〜金）11:00am - 4:00pm
ディナー（毎日）4:00 pm - 10:00pm
なし
提示タイミング：ご注文時

※朝食ビュッフェは対象外
※ハッピーアワーフードとテイクアウトオーダーは
対象外
※お1人様1回限り
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ベーカリー

Please provide 10％ OFF when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Excluding
breakfast time. Excluding happy hour food snd take out
order. Not valid with any other oﬀers. Limited to only
one time per person.

提示タイミング：ご注文時

$15以上のご利用で10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

インターナショナル料理

カカアコ/ワード

RE67 ファット チークス ハワイ
カカアコ/ワード

特典クーポン

特典クーポン

10%OFF

2201 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センター B 館 2 階
パイナ・ラナイ・フードコート内
808-922-1888
ロイヤル・ハワイアン・センターに準ずる
ロイヤル・ハワイアン・センターに準ずる

ワイキキ

RE69 ブホ コシーナ イ カンティーナ
Buho Cocina y Cantina

Fat Cheeks Hawaii

ホノルルマガジンで2年連続金賞受賞の本
格派メキシカン。知る人ぞ知る隠れ家的オ
シャレなルーフトップ・レストランで、ハワイ
の夜空と星、
マルガリータにタコスが最高の
夜を演出。金曜日の花火を一望しながら、コ
ロナビールで乾杯がローカルに大人気！

愛とホスピタリティーにあふれる新鮮でおい
しい料理を夫婦で提供しています。
手作りの
パンでサンドしたボリュームたっぷりなサンド
イッチをぜひお楽しみください！

333 Ward Ave.
オハナハレマーケットプレイス #11
808-773-4129
10:30am - 7:30pm( 火〜土 )
10:30am - 4:30pm( 日 )
月曜日、感謝祭、クリスマス、元日

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide $2 OFF for purchases of $10 or more,
when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page. Oﬀer valid only for foods.
Not valid with any other oﬀers.

ハワイの税金 オアフ島では消費税として、買ったもの、食べた物に4.712%の州税が課せられる。
ホテルの宿泊料には、
州税のほかにホテル税10.25%が加算される。
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2250 Kalakaua Ave.
ワイキキショッピングプラザ 5 階
808-922-2846
11:00am ‒ 1:00am
（日〜木）
11:00am ‒ 2:00am
（金・土）
なし

特典クーポン

特典クーポン

フードメニュー＄10以上
ご購入で＄２ OFF

Please provide 10％ OFF for purchases of $15
or more when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page.

お1人様$35以上ご利用で
10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide 10％ OFF for purchases of $35 or
more per person when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.

緊急電話 911( 警察・消防・救急 ) 公衆電話の場合、小銭がなくても911には繋がる。
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アメリカ料理

カフェ アラモアナ

アラモアナ

RE70 プランテーションカフェ
Ala Moana

RE72 ブルーハワイ ライフスタイル
Ala Moana

Plantation Cafe

Blue Hawaii Life Style

家族みんなで気軽に楽しめるカジュアル・
レストラン。毎日、朝食ビュッフェをお召し上
がりいただけます。当店では淹れたてのス
ターバックスコーヒーをお楽しみいただけ
ますので、ご希望の方はお気軽にスタッフ
までお申し付けください。

Blue Hawaii LifeStyleは、
ハイクオリティな
商品を提供しているハワイアンオーガニック
カフェ。オーガニックグラノーラと新鮮なフ
ルーツを使用したアサイボウルが大人気！ギ
フトに最適なハワイ産オーガニックハニーや
オーガニックスキンケアなどのアイテムもおす
すめです。
1450 Ala Moana Blvd.
アラモアナセンター 2 階
808-949-0808
9:30am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
アラモアナセンターに準じる

410 Atkinson Dr.
アラモアナ・ホテルロビー階
808-955-4811
6:30 am - 10:00 am
なし

10%OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

インターナショナル料理

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page.

ハニーガール以外の商品を＄35以上お買い上げで
コナコーヒー無料進呈
または、
アサイボウル・サンドイッチ・ポケ丼の中から
お好きなメニューを2品ご注文で
『オリジナルコナ
コーヒー』
Sサイズ１杯
（$3.50）
を無料進呈
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

イタリアン料理

カハラ

RE71 プルメリア ビーチ ハウス
Kahala

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

ワイキキ

RE73 フレスコ イタリアン レストラン

Plumeria Beach House

FRESCO ITALIAN RESTAURANT

白砂のカハラビーチにあるオープンエアの
レストラン。ハワイらしい爽やかな気候と眩
いばかりの海辺の景色をお楽しみいただけ
る、朝食からディナーまで、カジュアルなお
食事から、夕陽を眺めながらのカクテルま
で、
ご堪能いただけるレストランです。

オアフ島のローカルファームで育てられた
オーガニックのハーブや野菜、じっくり熟成
されたハワイ島のビーフなど、
地元の素材を
イタリア風にアレンジした料理を人気のイタ
リアワインとともにご堪能ください。

2005 Kalia Road.

5000 Kahala Ave.
ザ・カハラ・ホテル & リゾート
808-739-8760
6:30am - 2:00pm, 5:30pm - 10:00pm
なし

※飲み物を除く
※祝日やスペシャルイベントの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol. Not
valid on holidays or special menus.

便利な電話帳 ホノルル警察：529-3111 /ワイキキ派出所: 529-3801
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ヒルトン・ハワイアン・ビレッジ・ワイキキ・ビーチ・リゾート
レインボーバザール２階

808-941-8868
11:00am -3:00pm, 3:00pm - 9:30pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

提示タイミング：ご注文時
Please provide "Kona Coﬀee" for purchase retail products
at $35 or more (no including honey girl products) or
provide one free small kona coﬀee with the order of 2
dishes from acai bowl, sandwich or poke bowl when
customers present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

メインディッシュ2皿のご注文で
ソルベプレゼント
※1テーブルにつき1品
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide a sorbet with the order of 2
entrees, when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. Limited to one
per table. Not valid with any other oﬀers.

緊急電話
911(KDDIジャパンダイレクト
警察・消防・救急 )：1-800-543-0051
便利な電話帳
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ダイニングカフェ

コーヒー

ワイキキ

RE74 ヘブンリー アイランド ライフスタイル

ワイキキ

RE76 ホノルルコーヒー
HONOLULU COFFEE

HEAVENLY Island Lifestyle

「ハワイで必ず立ち寄りたい」
コナコーヒーと
いえばホノルルコーヒー。コナコーヒーを栽
培するベスト農園に輝くなど、
味と品質はお
墨付き。ベーカリーやフードの品質もオー
ナーの強いこだわりで、
全てオリジナル。
https://www.honolulucoﬀee.com/

ハワイ産ローカル食材やオーガニックにこだ
わったヘルシー食材を使用し、
体の内側から
元気になるメニューがいっぱい。
ヘブンリー
の店内はかわいいインテリアとビーチの雰
囲気漂うおしゃれな空間が広がり、
外にはテ
ラス席もある。

モアナサーフライダーやアラモアナセンター内を
はじめとした全12店舗。
人気のエクスペリエンス
センターは、
コンベンションセンターの山側すぐ。
808-533-1500
店舗によって異なる
店舗によって異なる

342 Seaside Ave.
ショアラインホテルワイキキ 1 階
808-923-1100
6:30am - 11:00pm
なし

※飲み物を除く
※ディナータイムのみ(5:00pm以降)
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

コンテンポラリー
ハワイアン・キュイジーヌ

Please provide 10％ OFF for purchases of $25 or
more from 5pm when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page.
Limited to dinner time. Excluding beverages
and alcohol.

提示タイミング：ご注文時

お土産アイテム$30以上ご購入で
無料ギフト進呈

Please provide a free gift for purchases of $30 or more
retail items when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Excluding beverage, foods and
discount items. Not valid with any other oﬀers. Limited to
stores in Oahu Island and Hawaii Island only.

※他の優待との併用不可
※飲み物・お食事・値引き商品は対象外
※オアフ島とハワイ島での利用に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

モダン・アメリカン・キュイジーヌ

カハラ

RE75 ホクズ
Kahala

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

$25以上ご利用で10%OFF

ワイキキ

RE77 マック トゥエンティーフォー セブン

Hoku's

M.A.C. 24/7 Restaurant & Bar
常にハワイのベストレストランとして高い評
価を得ている高級レストラン。斬新なフュー
ジョンメニューで、ハワイ、アジア、地中海、
ヨーロッパなどの各国料理の美味しさを融
合した、コンテンポラリー・アイランド・キュ
イジーヌをお楽しみいただけます。

コンテンポラリーなアメリカ料理を年中無休
で24時間ご提供。約2.3キロの「マックダ
ディ・パンケーキチャレンジ」
は世界的に有名
です。

5000 Kahala Ave.
ザ・カハラ・ホテル&リゾート
808-739-8760
5:30pm - 10:00pm
（ディナー）
9:00am - 3:00pm
（サンデーブランチ）
なし

※飲み物を除く
※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 10％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding beverages and alcohol. Not
valid on holidays or special menus.

： 971-6000
（日本語OK）
便利な電話帳 ドクターズオンコール（24時間受付）
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

10%OFF

2500 Kuhio Ave.
ヒルトン・ワイキキ・ビーチ ロビー階
808-921-5564
24 Hours
なし

お食事代 20%OFF
※アルコール類を除く ※チップ/税金は除く
※他クーポンとの併用不可 ※1グループ4名まで
※91ページのクーポンを切り取ってスタッフに
お渡し下さい
※祝日や特別メニューは無効。
その他条件あり。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時
Please provide 20% OFF when customers order food and
present a Rakuten Credit Card along with this
page.Excluding alcoholic beverages, tax or gratuity.Not
valid with any other oﬀers. Other restrictions apply. Not
valid on holidays or special menus. 1 coupon per group.
Up to 4 people.

便利な電話帳 ワイキキ緊急医療クリニック ： 924-3399（日本語OK・予約不要）
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カフェ

ダイニングカフェ

ワイキキ

RE78 抹茶 スタンド 舞妓

アラモアナ

RE80 マリポサ
Ala Moana

MATCHA stand MAIKO

Mariposa

本物の宇治抹茶の味を南国ハワイにてお楽
しみいただける抹茶スイーツ専門店です。
当
店で 使用する「宇治抹茶」は、宇治で創業
158年を誇る老舗
「播磨園製茶」
と特別契約
を結んで最高級抹茶を仕入れており、
その薫
り高い抹茶のうま味とコクをご堪能頂けま
す。自慢のメニューには、抹茶はもちろん香
ばしいほうじ茶を使った全28品を揃え、ひ
んやり冷たいドリンクやスイーツを大満足の
アメリカンサイズでご提供致します。

なし

提示タイミング：お会計前

10%OFF
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

イタリアン

Please provide 10% OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

アラモアナ

夕食でメイン料理をご注文の方に
本日のデザート1品プレゼント
※ご注文の際、
クーポンを店員にお見せください
※ディナータイムのみ
※1クーポンでグループ全員がご利用になれます
※年末年始
（12月25日〜31日、
1月1日〜5日）
を除く
※他の優待やプロモーションとの併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ステーキ

RE79 ママズ スパゲティ ハウス
Ala Moana

1450 Ala Moana Blvd.
アラモアナセンター ニーマンマーカス3階
808-951-3420
11:00am - 8:00pm
（日〜木）
11:00am - 9:00pm
（金・土）
イースター、
サンクスギビング、
クリスマス

特典クーポン

特典クーポン

2310 Kuhio Ave.#143
808-369-8031
11:30am - 9:30pm

ニーマン・マーカス直営のレストラン。開放的
な店内に加えテラス席からはアラモアナビー
チパークと海が見渡せます。地元の食材を取
り入れたメインディッシュや自家製デザート
など豊富なメニューをお楽しみいただけます。

ワイキキ

RE81 ミータリーボーイズ

Mama’s Spaghetti House

Meataly Boys
こだわりのリブロースステーキをメインに、
じっ
くりと豪快に焼き上げたフリフリチキンや、
ハワ
イ産のベジタブルを使用したおつまみメニュー
など、
「THE ハワイ」
をお楽しみください。

具だくさんパスタが自慢の
「ママズ スパゲティ
ハウス」
。
注文を受けてから作る出来立てパス
タメニューに加え、
焼きたての自家製パンも人
気。家庭的で美味しいイタリアンをぜひご堪
能ください。

2201 Kalakaua Ave.
ロイヤル・ハワイアン・センターC館3階
フードホール内
808-376-0435(フードホール直通)
10:00am - 11:00pm
なし（ロイヤル・ハワイアン・センターと
Waikiki Food Hall Co.に準ずる）

1450 Ala Moana Blvd. アラモアナセンター
マカイマーケットフードコート内
808-941-4288
10:00am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
イースター、
クリスマス

※お1人様1回限り
※アラモアナ店のみ対象
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide regular size drink or upgrade to
garlic bread with the order of regular pasta dishes,
when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page. Not valid with any other
oﬀers. Limited to only one time per person.

便利な電話帳 ワイキキ・メディカル・クリニック： 921-0330

70

特典クーポン

特典クーポン

パスタ料理をご注文の方にレギュラーサイズの
ドリンク進呈もしくはハウスブレッドを
ガーリックブレッドに変更

提示タイミング：ご注文時

Please provide "Today's dessert" with the order of an
entree, when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Limited to dinner time.
Oﬀer could be applied to groups. Not valid 12/25-12/31
and 1/1-1/5. Not valid with any other oﬀers.

10%OFF or
ポテトのプレゼント
※除外品あり
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide 10% OFF or "potato" when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Not valid with any oﬀers.

サガワ・エクスプレス・ハワイ：942-8000

便利な電話帳 （佐川急便の現地会社。ホテルまでピックアップに来てくれる。日本語OK）
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フランス料理

韓国料理

その他

RE82 ミッシェルズ アット ザ コロニー サーフ
その他

Michel’s at the Colony Surf

アラモアナ

RE84 ヤミー コリアン バーベキュー
Ala Moana

Yummy Korean BBQ
絶品焼肉ランチで知られる韓国料理プレート
ランチ店。数々のグルメ賞に輝く本格的な韓
国料理をリーズナブルにご提供。種類豊富な
サイドメニューやボリュームも人気の秘密。

“ワイキキで最も絵になるフレンチレストラン”
として知られる1962年創業のレストラン。
目の前に広がる青い海、波の音とギターの生
演奏の音が心地よく重なるラグジュアリーな
空間で、思い出に残る特別なひとときをお過
ごしください。

1450 Ala Moana Blvd. アラモアナセンター
マカイマーケットフードコート内
808-946-9188
10:00am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm
（日）
イースター、クリスマス

2895 Kalakaua Ave.
808-923-6552
5:30pm - 9:00pm(日〜木)
5:30pm - 9:30pm(金・土)
クリスマス

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

和食

Please provide a 'Rakuten original cocktail'
(non-alcoholic beverage) when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page.

提示タイミング：お会計前

お食事をご注文の方に
ギョウザ3個進呈
※お1人様1回限り
※アラモアナ店のみ対象
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ステーキ＆シーフード

その他

Ala Moana

Miyako Restaurant

アラモアナ

Lahaina Chicken Company

オーシャンフロントの立地で堪能する本格和
食。
サンセットはハワイでも有数の美しさ。人
気が高く予約必須のカバナ席では波音を
BGMに。
お祝いや記念日など大切な日にも、
世代を問わず喜ばれるお店です。

ジューシーな肉料理に特化した
「ラハイナ チ
キン カンパニー」
。
目の前で切り分けるロース
トチキンやジューシーなプライムリブステーキ
がおすすめ。プレートランチスタイルでボ
リュームも満点。
1450 Ala Moana Blvd. アラモアナセンター
マカイマーケットフードコート内
808-946-4588
10:00am - 9:00pm
（月〜土）
10:00am - 7:00pm（日）
イースター、
クリスマス

2863 Kalakaua Ave.
ニューオータニカイマナビーチホテル 2階
808-921-7077
5:30pm - 9:00pm

火曜日
提示タイミング：ご注文時

Please provide 12％ OFF when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Limited
to dinner time. Up to 6 people per group. Excluding
beverages and alcohol. Not valid on holidays or
special menus.

便利な電話帳 ヤマト・トランスポートUSA ： 422-6000（日本語OK）
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特典クーポン

特典クーポン

12%OFF
※ディナータイムのみ
※1グループ6名様まで
※飲み物を除く
※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 3 pieces of "fried mandoo" with the
order of regular plates, when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Not
valid with any other oﬀers. Limited to only one
time per person.

RE85 ラハイナ チキン カンパニー

RE83 都レストラン
その他

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

楽天オリジナルカクテル 1 杯
（ノンアルコール）をプレゼント

ダブルコンボミールご注文で
サイドディッシュ1品進呈
※お1人様1回限り
※アラモアナ店のみ対象
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide a free side dish with the order
Double Combo Meals, when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers.
Limited to only one time per person.

予約をお願いします。

旅の一言英語 Can I make a reservation?
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レストラン&バー

ステーキ

ワイキキ

ワイキキ/その他
①ワイキキ店 ②ホノルル店

③ラハイナ店
（マウイ島）④ワイレア店
（マウイ島）
RE88 ルースズ クリス ステーキハウス ⑤マウナ・ラニ店（ハワイ島）⑥カウアイ店（カウアイ島）

RE86 ラムファイヤー

Ruth's Chris Steak House

RUMFIRE

1965年創業、全米、及び各国に150店舗以
上を展開する老舗アメリカンステーキハウス。
米国農務省認定最高級ランク
「プライムグ
レード」
の熟成牛肉を約980℃の高温で焼き
上げ、
熱した皿でテーブルに提供。
http://jp.ruthschrishawaii.com/
（日本語HP）

オーシャンフロントのレストラン＆バーでは、
ワイキキビーチから吹く爽やかな風を感じな
がら、美味しいディナーやラム、
カクテルをご
堪能いただけます。101種類のラム酒やタパ
ス料理など豊富に取り揃えています。
専属ミク
ソロジストによるオリジナルカクテルもぜひお
試しください。
2255 Kalakaua Ave.
シェラトン・ワイキキ・ホテル 1 階
808-922-4422
11:30am - 12:00am
（日〜木）
12:00pm - 1:30am
（金・土）
なし

※カード保有者に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ベーカリー

Please provide an 'original mug' when
customers order food and present a Rakuten
Credit Card along with this page. Limited to
card holders only.

メインディッシュを2皿ご注文でお好きな
前菜
（最大$20まで、
それ以上の価格の
場合$20を値引）
をプレゼント

※プライムタイムメニューを除く
（詳細は各店舗へお問い合わせください）
※1テーブルにつき1品
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ベーカリー

アラモアナ その他
①アラモアナセンター店
②ニミッツ店 ③クアキニ店

RE87 リリハ ベーカリー
Ala Moana

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

お食事をされた方にオリジナル
マグカップをプレゼント

①ワイキキビーチウォーク2階 ②ウォーター・フロント・プラザ
（旧レストラン・ロウ）
③ラハイナセンター
④ザ・ショップス・アット・ワイレア⑤ザ・ショップス・アット・マウナ・ラニ⑥ザ・ショップス・アット・ククイウラ
①808-440-7910 ②808-599-3860 その他の店舗は公式サイトでご確認ください
①4:30pm - 10:00pm その他の店舗 5:00pm - 10:00pm
なし

ワイキキ

RE89 ロイヤルハワイアンベーカリー

Liliha Bakery

Royal Hawaiian Bakery
ロイヤルハワイアン創業90周年を記念して、
2017年2月にオープン。ご宿泊のお客様に
サービスされる人気のバナナナッツ・ブレッ
ドをはじめ豊富なペイストリーや限定コー
ヒーなどを多彩に揃え、
お土産としても大人
気です。

1950年に創業した
「リリハ ベーカリー」
は、
150種類以上ものパンを揃え、
ハワイで愛さ
れ続ける老舗ベーカリー。看板メニューのコ
コパフは根強いベストセラー。
レストランを併
設しているので美味しいパンと一緒にハワイ
のローカル料理もお楽しみいただけます。

提示タイミング：ご注文時

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

旅の一言英語 明日6時に2名です。

Please provide an original Liliha Bakery insulated
tote with for purchase of Coco Puﬀs (3 dz.) when
customers present a Rakuten Credit Card along with
this page. Not valid with any other oﬀers. Limited to
only one time per person.

Tomorrow at 6 o'clock for a party of 2.
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2259 Kalakaua Ave.
ロイヤル ハワイアン ホテル 1 階
808-921-4600
7:00am - 4:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

①1450 Ala Moana Blvd.アラモアナセンターメイシーズ3階 ②580 N.Nimitz Hwy ③515 Kuakini St.
①808-944-4088 ②808-537-2488 ③808-531-1651
①6:30am - 9:30pm ②6:00am - 10:00pm ③24時間(月曜日を除く)
①イースター、
クリスマス ②元日 ③月曜日、
元日(1/1-1/5)

ココパフ(3dz.)ご購入で
オリジナルトートバッグ進呈

提示タイミング：ご注文時

Please provide a special free appetizer (up to $20
value) with the order of 2 dishes of MAIN PLATES,
when customers present a Rakuten Card Credit
Card along with this page. Excluding Prime Time
menu. Limited to one per table.

提示タイミング：ご注文時

$15 以上ご購入でコーヒー
1 杯プレゼント
※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide complimentary coﬀee for
purchases of $15 or more when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid on holidays or special menus.

（メニューを指さして）
これをください。

旅の一言英語 May I have this?
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イタリアン

和食

アラモアナ/ワイコロア(ハワイ島)

RE90 ロマノズ マカロニ グリル
Ala Moana

①アラモアナセンター店
②ワイコロア店

ワイキキ

RE92 和さび ビストロ

Romano's Macaroni Grill

Wasabi Bistoro

ロマノズ マカロニ グリルはカジュアルな雰囲
気の中でパスタやピザなどのイタリアンメ
ニューを楽しめるレストラン。
料理が運ばれる
までの間、
テーブルに敷かれたペーパークロ
スにクレヨンでお絵描きをして遊べるため、
お
子様連れのファミリーにも人気のお店です。

メインディッシュ 2 皿以上
ご注文でデザート進呈
※ハッピーアワーとランチタイムを除く
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

シーフード料理

提示タイミング：お会計前

Please provide a complimentary dessert with
the order of 2 entrees or more, when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding happy hour and lunch time.
Not valid with any other oﬀers.

250 Beach Walk ブレーカーズ ホテル内
808-922-1133
11:30am - 2:00pm
（月〜金）
5:30pm - 9:30 pm（月〜日)

特典クーポン

特典クーポン

①アラモアナ店 1450 Ala Moana Blvd. Suite #4240 アラモアナセンターホオキパテラス4階
②ワイコロア店 201 Waikoloa Beach Drive Suite #1010 クイーンズ マーケットプレイス内
①808-356-8300 ②808-443-5515
①②11:00am - 10:00pm
①②クリスマス

オープンでカジュアルな雰囲気の中で創作
和食を楽しめるお店です。
多くの芸能人の方
がいらっしゃいます。
好評のお料理は、
和さ
びNo.1スペシャルやパパイヤ・シーフード・
もと焼きなどの独自メニューからレインボー
ロール、
ステーキや新鮮な海鮮まで幅広くご
用意しております。

提示タイミング：ご注文時

お食事をされた方に
アイスクリームをプレゼント
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビュッフェ

ワイキキ

RE91 ワイオル オーシャン キュイジーヌ

ワイキキ

RE93 ワンハンドレッド セイルズ レストラン＆バー
100 Sails Restaurant & Bar

Wai'olu Ocean Cuisine

大きな窓から美しいハーバーやサンセット
を眺めながら、地元の新鮮な食材を使った
朝食、
ランチ、
ディナーをお楽しみ頂けます。
アラカルトメニューやハッピーアワー、
バラエ
ティー豊かなビュッフェ、毎週木曜日から土
曜日の夜はライブパフォーマンスもあり、
色々なシーンでご活用ください。ディナーで
のご利用の場合は混み合事が予想されます
ので予約をお勧めします。

トランプ・ワイキキのエグゼクティブシェフに
よるタパス・スタイルのメニューと、世界大
会優賞のマイタイはじめ、ディナータイムに
はシーフードと握り寿司が好評です。オープ
ンエアのカジュアルダイニングで、リラックス
してお食事をお楽しみください。
223 Saratoga Rd.
トランプ・インターナショナル・ホテル・ワイキキ6階
808-683-7456
11:00am ‒ 10:30pm
なし

※アルコール類を除く
※ハッピーアワーを除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide 20％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding alcoholic beverages.
Excluding happy hour.

旅の一言英語 （残った料理の）お持ち帰りの箱をお願いします。
May I have a box, please?
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特典クーポン

特典クーポン

20%OFF

Please provide an icecream when customers
order food and present a Rakuten Credit
Card along with this page.

100 Holomoana St. プリンス ワイキキ 2 階
808-944-4494
6:00am - 10:30am, 11:30am -1:30pm, 5:30pm - 9:30pm
(日曜は6:00am - 10:00am、サンデーブランチ 10:30am - 1:30pm)
バー＆ラウンジ11:00am - 10:00pm (金・土 - 11:00pm)
なし
クーポン提示タイミング：ご注文時

15%OFF
※ハッピーアワーを除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 15％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Excluding happy hour.

お勘定をお願いします。

旅の一言英語 May I have a check?
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スパ

スパ・ビューティー
アクティビティ

ワイキキ

SP02 アロハハンズ
Aloha Hands Massage Therapy
ハワイ伝統のロミロミをワイキキ中心で2003
年開業以来、
18年目を迎える人気サロン
『ア
ロハハンズ』
熟練日本人セラピストの技術の
高いマッサージとリーズナブルな価格で、
沢山
のリピーターさんにご愛顧頂いています。

Spa Beauty
Activity

307 Lewers St. #809
808-551-0428、
808-551-0465
営業時間 9:00am - 11:00pm
受付時間 9:00am - 9:00pm
なし

特典クーポン

下記の２種類より選択いただけます。
①ハワイアンギフト
②２種類のアロマオイルのうち１つを
マッサージにプラス♪
（アロマ追加は
通常有料のオプション）
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

スパ

ワイキキ

提示タイミング：ご来店時

provide either a hawaiian gift or add one of
the two aromatic oils to the customer's
massage when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. Not valid
with any oﬀers.

ワイキキ

SP03 ココロミ ワイキキ店

SP01 アイリーマッサージ

COCOLOMI Waikiki

IRIE Massage

ワイキキの中心地という抜群のロケーショ
ン！ハワイ州のライセンスを持つ日本人熟練
セラピストの極上マッサージで心も身体も
喜ぶ至福のお時間をお過ごし下さい。

税・チップ・出張費全て込みでこのお値段。
ワイキキ・アラモアナご滞在のホテルのお部
屋で足つぼやボディマッサージが受けられま
す。5 種類のオーガニックオイルからお選び
ください。

2250 Kalakaua Ave. Unit 319
ワイキキショッピングプラザ3階
808-799-7213
10:00am - 10:00pm(9:00pm最終受付)
なし

808-797-8353
8:00am - 11:00pm(最終受付9:30pm)
なし

旅の一言英語 このクーポンは使えますか？
Can I use this coupon?
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご予約時
ハッピーアワーコース(9:00am - 5:00pm)
Please provide discount ($159→$98) for
足つぼ20分＋ボディ50分が
purchase of Happy hour course when customers
$159㱺$98
present a Rakuten Credit Card along with this
※他の優待との併用不可
※税金・出張費込み ※チップは除く
page. Not valid with any other oﬀers. Including
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
taxes. Excluding tip.

①ボディのもみほぐし 60分＄100→＄60
提示タイミング：お会計前
90分＄140→＄85
Please provide discount ($100→$60) for body massage 90
②ロミロミマッサージ 60分＄115→＄75
min, ($115→$75) for lomi lomi massage 60 min, ($155→$106)
90分＄155→＄106
2名様以上の同時予約でお会計から更に10％OFF for lomi lomi massage 90 min when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Receive additional
※他の優待との併用不可 ※チップ/税金は除く
10%oﬀ for 2 people or more. Not valid with any other oﬀers.
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
Excluding taxes and tip.

タクシーを呼んでもらえますか？

旅の一言英語 Could you call me a taxi, please?
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スパ

スパ

カハラ

SP04 ザ カハラ スパ
Kahala

アラモアナ

SP06 TK マッサージ クリニック
Ala Moana

The Kahala Spa

TK Massage Clinic

専用スイートで極上のスパ体験。
ハワイ伝統
のフットバスから始まり、心地良いプライ
ベート空間でのお客様ひとりひとりに合っ
たトリートメントで至福のひとときをお過ご
しいただけます。

アラモアナにある、
整体、
指圧、
ロミロミのク
リニックです。
『 首、肩、腰の痛み』はもちろ
ん、
『 ぎっくり腰』、
『 歩き過ぎによる膝の痛
み』
などの緊急のトラブルにも対応致します。
また、テーピングも行っておりますのでホノ
ルルマラソンの際にはお勧めです♪

5000 Kahala Ave.
ザ・カハラ・ホテル & リゾート
808-739-8938
8:00am ‒ 9:00pm
なし

※通常価格のトリートメントに適用
（ワックス、
ネイルケアサービスを除く）
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

Please provide 15％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Valid only on treatment services at
regular price (Excluding waxing and nail care
service).

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：予約時及びレジ打ち前

15%OFF

1441 Kapiolani Blvd. アラモアナビル 708
808-945-7976
9:00am - 8:00pm (最終受付6:00pm)
完全予約制
年末年始
提示タイミング：施術前

整体60分 $90→$80
※チップ/税金は除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

ワイキキ

SP05 ザ リッツ カールトン スパ

ワイキキ

SP07 ドクター ボディー ワイキキ

THE RITZ-CARLTON SPA

Dr. Body Waikiki

ザ・リッツ・カールトン・スパで至福のリラクゼー
ションと静寂のひとときに身をゆだねる自分だ
けの贅沢―リュクス―な時間。お越し下さる皆
様の一生の思い出になるような、心に残るご体
験をしていただきたいと考えています。
当スパの
施術者は皆、洗練された技術と豊富な経験を持
ち、お客様ひとりひとりのお身体の様子に細心
の注意をはらい、
ご希望やニーズに最もふさわ
しいトリートメントをご提供するため、
日々努力
をしております。厳選された製品と高度な技術
で、皆様の心も身体も癒し、調和をもたらす極上
のサービスをご体験ください。

多くの日本の著名人やモデルが通う
「美容整
体・小顔矯正サロン」
のハワイ店。驚くほどの
即効性を感じられる施術は、
ウエディングを
最高な自分で迎えるための最終仕上げとして
はもちろん、
ボディ＆フェイスメンテナンスに
もオススメです。一度の施術でこんなに変わ
る！しっかりと体の内側からアプローチし、一
度の施術で憧れのスリムボディや小顔を実現
します。
2222 Kalakaua Ave. ＃1218
DFSギャラリアタワー12階
808-922-5115
10:00am - 9:00pm(日により多少変更有り)
※事前予約必須
不定休

383 Kalaimoku St. ザ・リッツ・カールトン・レジデンス ワイキキ・ビーチ 8 階
808-729-9783
8:30am - 8:00pm
（時期によって営業時間変更の場合有） なし

※トリートメントのみに適用
（商品は適用外）
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

旅の一言英語 朝8時に来てもらえますか？

Please provide 15％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page. Excluding spa retail merchandise.

Could you pick me up at 8:00am?
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特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：予約時及びレジ打ち前

15%OFF

Please provide discount ($90→$80) for 60
minutes chiropractic when customers present
a Rakuten Credit Card along with this page.
Excluding taxes and tip.

全メニュー初回限定
10％OFF
※チップ/税金は除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご注文時

Please provide 10% OFF all menus for the ﬁrst
time when customers present a Rakuten
Credit Card along with this page. Excluding
taxes and tip.

知っていると便利 !? ワヒネ(WAHINE)、カネ(KANE) ：ワヒネが女性でカネが男性。
トイレのドアに書いてあることも。
ハワイアンワード
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スパ

スパ

ワイキキ

アラモアナ

SP10 ポポキマッサージ

SP08 ナホオラスパ

Ala Moana

Na Ho`ola Spa
ワイキキオーシャンビューを望むリラックス
空間が大人気! ハワイアンヒーリングを実際
に感じて、体感してハワイをもっと思い出深
いものにしてみませんか。
日本語を話すスタッフがいるので安心です。
メニューも日本語でご覧いただけますよ。
http://jp.nahoolaspawaikiki.com

ポポキとはハワイ語でネコと言う意味です。
猫の手も借りたいほどお疲れの方、是非、ハ
ワイ伝統のロミロミマッサージ、
指圧、
フット
マッサージで癒されてください。
場所は便利
なアラモアナショッピングセンター内、お買
い物の合間に気軽にお立ち寄りください。
Line ID. popokimassage

2424 Kalakaua Ave. ハイアットリージェンシー
ワイキキ ビーチ リゾート アンド スパ 5階
808-237-6330
8:30am - 9:00pm
なし

1450 Ala Moana Blvd. #1227
アラモアナセンター内 1 階 海側マカイサイド
808-589-6503
9:30am - 9:00pm(月曜日 - 土曜日)
10:00am - 7:00pm(日曜日)
アラモアナセンターに準ずる

提示タイミング：①予約時 ②レジ打ち前

50分ナホオラスパオリジナルグッズの
プレゼント付き！

Please provide discount (＄228.06→＄193.85) for
•お一人様でご利用：通常価格＄228.06
（税サ込） Nanea Relaxation Massage 50min,(＄456.13→
→楽天カードご優待価格＄193.85
（税サ込）
＄387.71) for Couple’ s Nanea Relaxation Massage
•カップルルーム：通常価格2名様＄456.13
（税サ込）
50min, 10%OFF for purchase of spa products when
→楽天カードご優待価格＄387.71
（税サ込）
customers present a Rakuten Credit Card along
②スパ商品10％OFF
with this page.

特典クーポン

特典クーポン

①ナネア アロマ リラクゼーションマッサージ

Popoki Massage

提示タイミング：お会計時

全コース$5 OFF
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide $5 discount for all courses when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page.

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ビューティー

スパ

ワイキキ

SP09 ネイルサロン アイ

SP11 ホリスティック ガーデン

nail salon ai

HOLISTIC GARDEN
トップネイリストによる最高の技術と上質
なサービスをご提供するハワイ・ワイキキの
ネイルサロンです。
ラグジュアリーなハワイを満喫できる癒し
の空間でくつろぎながらネイルをお楽しみ
ください。キッズネイルも大人気！母娘でお
そろいもできます。

ハワイの台湾足ツボマッサージ店「ホリス
ティックガーデン」。熟練の技で血行の循環
も良くなり疲れもむくみも解消いただけま
す。さらに足痩せ効果も抜群！体の芯から
健康に。
痛気持ちいいデトックスがクセにな
る方も！施術後は足の軽さを即実感できる
はず。
詳細はHPにてご確認ください
https://www.happyholisticgarden.com/

307 Lewers St. Suite #301
808-921-2900
9:00am - 7:00pm
なし

※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計時

Please provide half price for 2 people pedicure
10 ﬁngers nail art and nail ﬁle when customers
present a Rakuten Credit Card along with this
page. Not valid with any other oﬀers.

知っていると便利 !?
ケイキ(KEIKI)：子ども。
ケイキメニューというのはキッズメニューのこと。
ハワイアンワード
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808-938-5708
9:30am - 11:00pm
なし

特典クーポン

特典クーポン

2名同時のペディキュアで10本
アートが半額！ (＄42→＄21)
さらに爪やすりプレゼント

ワイキキ

足ツボ
（40分）
＆ボディマッサージ
（60分）
提示タイミング：ご予約時
$135→$95
Please provide discount ($135→$95) for foot
足ツボ＆ボディ＆ヘッドマッサージ orフェイス
pressure point & body massage when customers
マッサージ
（130分）$180→$126
present a Rakuten Credit Card along with this
頭 or 顔マッサージ追加
（30分）$31.50
page. Not valid with any other oﬀers. Excluding
※他の優待との併用不可 ※チップ/税金は除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
taxes and tip.

知っていると便利 !? ハウピア(HAUPIA) ：ココナッツでできた白いプリンのようなおいしいデザート。
四角く切ってあることが多い。
ハワイアンワード
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スパ

スパ

ワイキキ

SP12 まつげ本舗 ワイキキ

①アラモアナ店 ②ワイキキ店

ワイキキ

SP14 モアナラニスパ

Matsugehonpo Waikiki

Moana Lani Spa

日本の老舗まつ毛本舗がワイキキにopen致
しました。
上質で柔らかく、
着け心地が良い高
級エアーセーブルのエクステンションを使
用！日本人スタッフがお目元を拝見させて頂
き丁寧にカウンセリングさせて頂きます。
日本
の技術をぜひHawaiiでお楽しみください！

ワイキキ唯一のオーシャンフロントスパ。ラ
ナイ付のリラクゼーション・ラウンジからは
ワイキキビーチを見渡せます。ウェスティン
の伝統というエッセンスが加えられたトリー
トメントの数々でやすらぎのひとときへと誘
います。

①1522 Makaloa St.＃222
②2250 Kalakaua Ave.＃319
①②808-200-1777
①②9:00am - 6:00pm
①②日曜日

※ご新規様限定
※当日はマスカラ、
ビューラーのご使用はお控え
頂きご来店をお願い致します
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

提示タイミング：ご予約時

Please provide discount ($100→$80) for
purchase of eyelash extensions 1hour course
when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.

特典クーポン

特典クーポン

まつ毛エクステンション 1 時間コース
（100 本から 120 本）
通常価格 100 ドル→80 ドル

2365 Kalakaua Ave.モアナ サーフライダー
ウェスティン リゾート＆スパ
808-237-2535
8:00am - 9:00pm
なし

マカデミアナッツチョコを
プレゼント
（2oz）
※他の優待との併用不可
※オプショナルツアー利用時は対象外
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

ワイキキ

SP13 ミハナ ビューティー & スパ

アラモアナ

SP15 ラ スパ ハワイ
Ala Moana

Mihana Beauty & Spa

La Spa Hawaii

水着になる前やブライダル前などに気にな
る脂肪を分解燃焼！
ハワイ到着後と帰国前のメンテナンスにもお
すすめです。ロミロミメニューとの組み合わ
せもできますので、
ぜひ日常の溜まった疲労
や旅の疲れを取りにお越しください。

ハワイ初の『シロダーラ』専門サロンです。
日本で特許取得済みのシロダーラ手法で、
頭の先からつま先までリラックスして頂け
ます。
カップルでの同時施術もOK。
日本のおもてなしスタイルですのでチップは
不要です。
MAIL：laspahawaii@gmail.com

2250 Kalakaua Ave. Unit 319
ワイキキショッピングプラザ 3 階
808-922-8818
9:00am - 9:00pm
クリスマス、
元日、
その他不定休

※各コース 組み合わせ可
※他の優待との併用不可 ※チップ/税金は除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご予約時
Please provide discount ($105 →$63) for Cavitation
massage 30 min,($120 →$90) for Mihana facial 60min and
($150 →$105) for Face sculpting course 60min when
customers present a Rakuten Credit Card along with this
page. Receive additional 10%oﬀ for couple treatment. Not
valid with any other oﬀers. Excluding taxes and tip.

知っていると便利 !? ププ（PUPU）
：決してシモネタではなく、
おつまみや軽食のこと。
ほとんどのバーやパブにはププメニューがある。
ハワイアンワード
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1750 Kalakaua Ave.
センチュリーセンター 603
808-773-9191
9時から18時で完全予約制
（18時以降は要相談）
不定休

特典クーポン

特典クーポン

①キャビテーション 30分$105→$63
②ミハナフェイシャル 60分$120→$90
③小顔矯正 60分$150→$105
ペアでご予約でさらに10%OFF

提示タイミング：予約時及びレジ打ち前

Please provide a macadamia nut chocolate
(2oz) when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Not valid with any
other oﬀers. Not valid with the optional tour.

ロミロミ＆シロダーラ
（90分）
が
15%OFF
（通常160ドル→136ドル）
※他の優待との併用不可
※税金は除く・チップ不要
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご予約時

Please provide 15% OFF($160→$136) for Lomilomi
and Shirodhara(90 minutes) course when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Excluding tax. No need of chip.

知っていると便利 !? パウハナ(PAUHANA)：「仕事が終わった」という意味。
パウハナ・ハッピーアワーで終業後の飲み会。
ハワイアンワード
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スパ

アクティビティ
アクティビティ

ワイキキ

その他

SP18 シーウォーカー＆ノースシュア観光

SP16 リフレ ハワイ

その他

REFLE Hawaii

Sea Walker and Northshore Sightseeing
カネオヘ湾にてシーウォーカーを体験した
後、
ノースショアのハレイワで自由散策。
ご予約もツアーガイドも現地の日本人なの
で安心です。
お気軽にお電話ください。
詳細はjoyjoyhawaii.comからご確認いた
だけます。

DFS
（免税店）
の斜め向かいに、
ハワイ初の
ロミロミ＆英国式リフレクソロジーサロンを
2009年3月にオープンさせて頂きました。
経営者、
セラピストは全員日本人女性による
丁寧な対応で、
言葉の心配はいりません。
サロンは広々とした高級感あるラウンジ、
マッサージルームはゆったりとした完全個
室です。

808-367-3873
7:00am-9:00pm
クーポン提示 予約時にお伝えください
7.5時間
2名（最大14名）
月・火・木・土※アメリカの祝日は不可
JOY JOY HAWAII LLC
電話番号

予約受付時間

2155 Kalakaua Ave.
バンクオブハワイ・ワイキキセンター 6階600号室
808-924-0505
10:00am - 10:00pm
なし

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

スパ

Please provide 30％ OFF when customers
present a Rakuten Credit Card along with
this page.

特典クーポン

特典クーポン

提示タイミング：ご注文時

30%OFF

注意事項

$159㱺$149
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

博物館

ワイキキ

SP17 ハワイアンマッサージ＆指圧 /ルアナワイキキ

その他

SP19 戦艦ミズーリ記念館
その他

Luana Waikiki

Battleship Missouri Memorial

おかげ様で創業17年。
リピーター様、
著名人
様に愛されハワイアンロミロミや浪越式指
圧、
フェイシャルコースとメニュー豊富に皆
様を丁寧に施術させていただいております。
ハワイにきてくださる皆様がマッサージを受
けれますように、
赤ちゃんや、
小さいお子様
がいらっしゃるお客様、
ご家族に障害をお持
ちのお客様も歓迎します。
その場合は貸切
とさせていただきますので事前のご予約を
よろしくお願いします。

真珠湾に係留されている戦艦ミズーリ記念
館は日本と深い関係のある歴史の舞台です。
知識豊富なガイドがご案内する日本語ツ
アーで、
感動のストーリー体験を!

63 Cowpens St.
808-455-1600
8:00am - 4:00pm
感謝祭、クリスマス、元日

2222 Kalakaua Ave. #716
DFSギャラリアタワー7階
808-926-7773
10:00am-10:00pm
（土・日は完全予約制） なし

※①早朝
（10:00am-12:00pm）
のみ適用
※①②税金/チップ込み
※①②他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：ご入店時

Please provide lomilomi massage 60 min for $80
(Limited to 10:00am-12:00pm) or for guests 65 years and
older, all menus include taxes and tips for regular rates
when customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Not valid with any oﬀers.

知っていると便利 !? コクア(KOKUA)：助ける、協力するという意味。
公共のゴミ箱に
「Please KOKUA」
と書いてあったりする。
ハワイアンワード
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特典クーポン

特典クーポン

①ロミロミマッサージ60分＄80
②65歳以上のお客様は全メニュー
通常料金に税金、
チップ込み

※スケジュールの詳細はお電話、
またはメールでご確認ください。
※年齢制限は11歳以上です。
（シーウォーカー無しの場合は年齢制限無し）
※高血圧、
糖尿病、
狭心症、
投薬など潜水に支障のある方はシーウォーカーを
おこなえません。
※天候によりツアーが中止になる場合があります。
※海ガメは野生生物の為、
観れない場合があります。
※楽天トラベルデスクからのご予約はできません。

戦艦ミズーリ埠頭のギフトショップで
$25以上お買い上げの方に
エコトートバッグを進呈
※1回のご提示で1名様まで
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

提示タイミング：お会計前

Please provide an original eco-bag for purchases of
$25 or more at gift shop when customers present a
Rakuten Credit Card along with this page. Limited
to only one time per person. Not valid with any
other oﬀers.

知っていると便利 !? ハナホウ(HANA HOU)：コンサートなどでよく聞く言葉。
「ハナホ〜ウ」
と叫ばれたら、
ミュージシャンは喜ぶ。
ハワイイアンワード アンコールという意味。
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観光 その他
アクティビティ

ゴルフ

SP20 タンタラスの丘夜景ツアー
その他

Tantalus night view tour

その他

SP22 ハワイプリンスゴルフクラブ
その他

Hawaii Prince Golf Club

タンタラスの丘からホノルル市内の夜景鑑
賞ツアーです。
ご予約もツアーガイドも現地
の日本人なので安心です。
お気軽にお電話く
ださい。
詳細はjoyjoyhawaii.comからご確
認いただけます。

オアフ島の西エバに位置する全27ホールの
ゴルフコース。
緑深い山並みの美しい景観を
楽しみながらプレーができます。
アーノルド・
パーマーとエド・シェーイの両名によってデ
ザインされた3つの9ホールから選べるコー
スは、
初心者から上級者まで幅広くお楽しみ
いただけます。挑戦しがいのあるオアフ島
屈指の美しいゴルフコースです。

808-367-3873
7:00am-9:00pm
クーポン提示 予約時にお伝えください
約 1 時間
2 名（最大 14 名）
毎日
※独立記念日、長岡花火大会を除く
JOY JOY HAWAII LLC
電話番号

予約受付時間

※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

博物館

※スケジュールは20:00〜21:00です。
※集合場所はDFS Tギャラリア入口 ロイヤル ハワイアン通りに
時間厳守でお願いします。
※雨天決行
※楽天トラベルデスクからのご予約はできません。

提示タイミング：ご予約時、
お会計前

30%OFF
※プレー代金のみに適用されます
※ゴルフ場への直接予約に限る
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ヨガ

その他

SP21 パールハーバー航空博物館
その他

特典クーポン

特典クーポン

注意事項

$20㱺$15

91-1200 Fort Weaver Rd. Ewa Beach
808-944-4567
プロショップ 6:30am - 6:00pm
レストラン 7:00am - 5:30pm
予約時にご確認ください

ワイキキ

SP23 ライザップ ワイキキ店
RIZAP Waikiki

Pearl Harbor Aviation Museum

あのRIZAP開発のBody MakeヨガLIPTYが
ハワイ上陸！！ボディメイクに特化した
「筋トレ
ヨガ」
ですべての方のボディメイクをお手伝
いします。
ハワイ在住の方から、
日本からの旅
行中の方。
フライトで凝り固まった体をヨガで
解しませんか？ボディメイクヨガでリフレッ
シュしながら体を変えていきましょう！！
※ハワイ店に限り男性もOKです
※レッスンは日本語となります

第二次世界大戦時に実際に使用されていた
格納庫37と格納庫79を利用して、
重要な役
割を担った戦闘機や航空機が保管されてい
る、
見て学んで楽しめる博物館。

319 Lexington Blvd.
808-441-1000
博物館 9:00am - 5:00pm
チケットオフィス 9:00am - 5:00pm
感謝祭、クリスマス、元日
提示タイミング：ご予約時、
お会計前

Please provide an 'original cap' when
customers present a Rakuten Credit Card
with this page. Not valid with any other
oﬀers.

知っていると便利 !? ハワイ語としてあまりにも有名な「Aloha」は広義で愛という意味がある。
ロコ達はこんにちはという挨拶の他にも、
様々な意味を込めてアロハを使う。
ハワイアンワード
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2250 Kalakaua Ave. #300
ワイキキショッピングプラザ3F
808-762-4007
予約制（予約サイトよりご予約いただけます）
https://reserva.be/lipty̲hawaii
日曜日

特典クーポン

特典クーポン

オリジナルキャップをプレゼント
※在庫状況によっては別の粗品となる場合が
ございます。
※入場料を払った方
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 30% OFF (only green fee) when
customers present a Rakuten Credit Card along
with this page. Oﬀer valid only for reservations
made directly with the golf course.

提示タイミング：ご来店時

2名以上のご来店で2人目から半額
※お支払いはカードのみ
※お一人様1回限り
※他社クーポンとの併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

Please provide 50% oﬀ on the LIPTY lesson
for the 2nd and above customers in a party
of 2 or more. (Normal price $20 per lesson)

知っていると便利 !? マハロ(MAHALO)はありがとうの意味。
手をシャカの形にして、
感謝の意味を込めて使ってみよう。
ハワイアンワード
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ショー

ワイキキ

SP24 ロイヤル ハワイアン ルアウ 〜アハ アイナ〜

切り

取り

Royal Hawaiian Luau, 'Aha'aina
ワイキキで唯一オーシャンフロントで行われ
るルアウでは、
ダイヤモンドヘッドとワイキキ
ビーチを背景とした美しいロケーションで、
食事、
メレ
（歌）
、
フラダンス、
物語などを通し
てハワイの壮大な歴史と文化をご体験いた
だけます。
2259 Kalakaua Ave.
ロイヤル ハワイアン ホテル 1 階
808-921-4600
5:30pm - 8:00pm
（毎週月曜日と一部の木曜日のみ）
火〜日曜日

特典クーポン

一般席からプレミアム席へ無料
アップグレード

クーポン提示タイミング：ご予約時

下記の店舗はクーポンを切り取ってお店の方にお渡し下さい。

ローソンステーション
Lawson Station
①シェラトン・ワイキキ・ホテル店
②モアナサーフライダー ウェスティン リゾート&スパ店

お会計時にローソンオリジナルエコ
バッグをプレゼント！
クーポンページ
※レジでスタッフにクーポンを切り取ってお渡し下さい
※お1人様につきエコバック1つ進呈
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

P.12

Please provide free upgrade to premium with direct
payment when customers present a Rakuten Credit

※ダイニング・リザベーションへ事前予約が必要です
Card along with this page. This oﬀer is available only
※プレミアム席に空席がある場合に限ります
when there is vacancy on the premium seat. Not valid
※祝日や特別メニューの日を除く
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31
on holidays or special menus.

RE05 アランチーノ･ディ･マーレ
Arancino di Mare

朝食メニューご注文でドリンクバー
（$4.95相当）
をプレゼント
覚えておくと
便利!
お会計にて

よく使う英語フレーズ

このカードで支払いできますか?

※レジでスタッフにクーポンを切り取ってお渡し下さい
※1グループ4名様まで
※他の優待との併用不可
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

クーポンページ

P.33

Can I use this card here?
カード利用控えをください。

I’d like a card transaction copy please.

RE13 おむすび専門店 いやす夢（め）
Musubi Cafe IYASUME
①ワイキキ・モナーク店 ②ワイキキ・シーサイド店
③ラナイ＠アラモアナセンター店 ④ワイキキ・エナロード店

レストランの
予約

今夜、
午後7時から2名分の席を予約したいのですが。

I’d like to make a reservation
for two people at seven o’clock tonight.

$8以上おむすび、
お弁当をご購入で
ミネラルウォーターを1本をプレゼント
またはいやす夢グッズ10%OFF
※レジでスタッフにクーポンを切り取ってお渡し下さい
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

ショッピング
にて

タクシーにて

P.37

もっと大きい
（小さい）
サイズはありますか?

Do you have bigger(smaller）size?
●●までお願いします。

Could you take me to ●●, please?

知っていると便利 !? パウ(PAU)：終わり、おいしい、という意味。レストランでウエイトレスに「パウ？」と
聞かれたら、
「食べ終わった？」
ということ。
ハワイアンワード
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クーポンページ

RE77 マック・トゥエンティーフォー・セブン
M.A.C. 24/7 Restaurant & Bar

お食事代20%OFF
※アルコール類を除く ※チップ/税金は除く
※他クーポンとの併用不可 ※1グループ4名まで
※レジでスタッフにクーポンを切り取ってお渡し下さい
※祝日や特別メニューは無効。
その他条件あり。
※有効期限(Expiration Date)2020.10.31

クーポンページ

P.69
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チップについて
切り

アメリカでは日本人に馴染みのないチップ
（心づけ）
の習慣があります。下記を目安に良いサービスであ
ればいくらかプラスするとスマートです。
チップ用の
1ドル札は多めに持っておきましょう。

取り

レストラン 15% 〜 20%
下記の店舗はクーポンを切り取ってお店の方にお渡し下さい。

ローソンステーション
Lawson Station
Please provide an 'original eco bag' when customers
present a Rakuten Credit Card along with this page.
*Need to receive coupon page that customer cut oﬀ.
Limited to 1 eco bag per person.

タクシー 15% 程度

※ファーストフード店やフードコートでは不要です。
ただし、
飲み物を持ってきてくれるビュッフェやカフェ、
回転すし等ではチップは必要です。
※ 伝 票 に「 T I P 」、
「 S E R V I C E C H A R G E 」、
「GRATUITY」
が加算されている場合は支払う必要
はありません。
ただしその額以上のサービスを受け
た場合は差分を加算しましょう。

※重い荷物の出し入れをしてくれた場
合には、
さらに荷物1つにつき1ドル
加算が目安

エステ、
スパ、
ネイルサロンなど
料金の15% 〜 20%

ホテル
♦ハウスキーピング
（客室の掃除やベッドメイキング） ベッド1台につき1泊1ドル

※Expiration Date 10.31.2020

※毎朝、枕元かベッドの近くにあるサイドテーブルに

♦ポーター（荷物運び） 1つの荷物につき、1〜2ドル ※大きな荷物があれば少し多めに

RE05 アランチーノ･ディ･マーレ
Arancino di Mare
Please provide a 'Free Drink Bar' with the order of
breakfast, when customers present a Rakuten Credit
Card along with this page. Available at Arancino di Mar
e location and breakfast (7am-11am) only. Unavailable
with any other oﬀer. Up to 4 guests per group. Not valid
with any other oﬀers.
※Expiration Date 10.31.2020

RE13

2〜5ドル ※ホテルのグレードによる、
車を受け取る時に手渡し

チップ早見表

※レストランによってはチップを計算してくれるところもあるので、
レシートを必ず確認しましょう。
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0.90

1.20
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9.00

7.00

1.05
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50.00
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10.00

8.00
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1.60

55.00

8.25

11.00

9.00

1.35

1.80

60.00

9.00

12.00

10.00

1.50

2.00

65.00

9.75

13.00

12.00

1.80

2.40

70.00

10.50

14.00

14.00

2.10

2.80

75.00

11.25

15.00

16.00

2.40

3.20

80.00

12.00

16.00

マック・トゥエンティーフォー・セブン

18.00

2.70

3.60

90.00

13.50

18.00

M.A.C. 24/7 Restaurant & Bar

20.00

3.00

4.00

100.00

15.00

20.00

22.00

3.30

4.40

120.00

18.00

24.00

24.00

3.60

4.80

140.00

21.00

28.00

26.00

3.90

5.20

160.00

24.00

32.00

28.00

4.20

5.60

180.00

27.00

36.00

30.00

4.50

6.00

200.00

30.00

40.00

おむすび専門店

いやす夢
（め）

Please provide a bottle of water for purchases of $8 or
more or provide 10% OFF for an Iyasume original
goods when customers present a Rakuten Credit Card
along with this page.
※Expiration Date 10.31.2020

Please provide 20% OFF when customers order food and
present a Rakuten Credit Card along with this page.
Excluding alcoholic beverages, tax or gratuity. Not valid
with any other oﬀers. Other restrictions apply. Not valid
on holidays or special menus. 1 coupon per group.
Up to 4 people.
※Expiration Date 10.31.2020
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♦バレットパーキング

$1.00

Musubi Cafe IYASUME

RE77

♦ルームサービス 15%程度（税金（TAX）前の総額に）

93

94

95

抹茶 スタンド 舞妓

78 D-1

カ

ココロミ ワイキキ店

3 D-1

ママズ スパゲティ ハウス

79 アラモアナ

サ

ザ カハラ スパ

地図外

ザ ビュッフェ アット ハイアット

27 D-1

マリポサ

80 アラモアナ

ザ リッツ カールトン スパ

5 C-1

ロイヤル ハワイアン クッキー

32 D-1

47 アラモアナ・D-1 (2店舗)
チャンピオンズ ステーキ＆シーフード 48 D-2

ロノゴッドオブピース

33 C-1

つるとんたん

ア アイスモンスター ワイキキショップ

アズーア レストラン

1 D-1
2

D-2

アトランティス シーフードアンドステーキ 3 D-1
アペティートクラフトピザ&ワインバー 4 D-1

ティム ホー ワン

50 D-2

トニーローマ ワイキキ

51 B-1

トロピカル トライブ

52 B-2

豚骨火山

53 D-1

ナ 肉太郎

54 D-1

ハ パイア フィッシュマーケット ワイキキ

55 D-1

ハイドアウト アット ザ レイロウ

56 D-1

ハウツリーラナイ

アロハテーブル

6 C-1
7 D-1

地図外
58 B-2

居酒屋 海

8 D-1

アランチーノ・ディ・マーレ

5

アロハステーキハウスワイキキ

E-2

初花

陰陽カフェ

9 C-2

ハワイアン アロマ カフェ
59 B-2・C-1・D-1 (2店舗)

ウルフギャングステーキハウス

10 D-2

ハワイアン フレッシュ ロースト

地図外

$/$02
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すぐに使える交通ガイド

ザ バス

ワイキキトロリー

The Bus
オアフ島全域を走っ
ている公 共 交 通 機
関「ザ・バ ス」は、
この島の市民の足。
ロ ーカルと一 緒 に
ザ・バスに乗って出
かければ、ハワイで
暮らす気分が味わえ
ます。冷房がよく効
いている場合が多い
ので、ザ・バスで遠
出する時には上着も
お忘れなく。

料 金
１回運賃
1 日パス

トロリーパスを持って
いれば乗り降り自由の
便利なトロリーは、観
光客向けの5つの路線
を走っています。ハワ
イの風を感じながら、
お買い物や観 光を楽
しみましょう。

＊大人同伴で席を必要としない５才以下無料

片道 / 大人 ＄2.75

子供（６〜17 才）＄1.25

現金のみ、釣り銭なし
大人 ＄5.50 子供 ＄2.50
1 日パスは乗車時に運転手より購入。料金箱にお金を入
れる前に運転手に知らせてください。購入日の午前 12
時から翌日の午前２時 59 分までの 27 時間乗り放題と
なります。バス路線の乗り換えには 1 日パスが必要。
子供 ＄35

各月 1 日から月末までの 1 ヶ月間有効の定期券
セブンイレブン、フードランド、タイムススーパーマーケット
各店、ホノルル・サテライトシティーオフィスで購入可。

利用方法

ピンクライン

イエローライン

ワイキキとアラモアナを巡回する
ショッピングコース

ワイキキの中心地からカパフルエ
リアを巡るコース

レッドライン

グリーンライン

ホノルル周辺の観光スポットを巡る
ダウンタウン / ホノルル観光コース

ワイキキ水族館、ダイアモンドヘッド、
カハラモールを巡るダイアモンドヘッド
観光コース

パープルライン
ワイキキとパールハーバー / アロハス
タジアム（スワップミート開催日のみ停
車）を結ぶパールハーバー観光コース

釣り銭なし
（1-Day Pass） 現金のみ、

1 ヶ月パス 大人 ＄70

スマホアプ
リ [Da Bu
s 2]
を使いこな
そう

ライン／チケット料金

1回
運賃

道料金を料金箱に入れるか、運転手
から 1 日パスを購入してください。
降りたい場所が近づいてきたら窓に
ぶら下がっているヒモを引くか、降
車ボタンを押して合図します。降り
るときはバス前方、中央部、後方の

インフォメーション

乗りたいバ スが今どこを
走っていて、自分のいる停
留所に、何分後に到着する
かや、バスルートがわかる
便 利 な 優 れも のア プ リ。
Apple Store や Google
Play か ら 無 料 で ダ ウ ン
ロードできます。

カスタマーサービス
808-848-5555（午前７時半から午後４時 / 土・日・祭日は休み）
ウェブサイト : www.thebus.org
100

＊子供料金は３〜１１才。
２才以下無料（膝の上に座らせてください）

1 日券

１ライン＋ピンク
ライン乗り放題

レッド、グリーン、ブルー、パー
プルのいずれか１ラインとピン
クライン乗り放題

６ライン乗り放題（＋2 日目無料）

大人

子供

片道

片道

＄２

＄２

Multi-Stop Plan
複数回利用

30 分以内

超過料金 :30 分毎＄4.50

回数制限、使用期限なし
トータルで 300 分まで利用可
＊GoBiki.org からも購入可能

＄4.00＋税

＄25＋税

利用方法
＄45 ＄25
＄65 ＄40

２）自転車を選び、５桁のコードをハンドルバー下手の左側にあるキーパッ
ドに入力してください。パスコードが正確に入力されると黄色ランプから緑
ランプに変わり、バイクの取り出しが可能になります。

利用開始から７日以内の好き
な４日を自由に選んで利用可

7日券

６ライン乗り放題

利用開始から１０日以内の好き
＄75 ＄49
な７日を自由に選んで利用可

※JCB クレジットカードがあれば、大人 2 名、子供 2 名まで無料

※掲載内容は 2020 年 3 月末時点のものです。予告なく変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

One Way
１回利用

１）お近くのbikiストップで画面（タッチパネル）を日本語に変換し、
クレジットカードを使ってプランを選び、５桁の暗証番号を控えてください。

６ライン乗り放題

利用方法

＊乗る時に bikiストップ ( レンタルステーション）で手続きができます。
購入にはクレジットカードが必要。現金は使用不可。
各クレジットカードごとに、バイクを最大４つまでご利用できます。

＄25 ＄15

４日券

ワイキキ・トロリーのマークがある
停留所なら乗り降り自由。利用頻度
の高い停留所は、
Tギャラリア、
デュー
ク・カハナモク像前、アラモアナ・セ
ンターなど。各停留所で運転手によ
る車内アナウンスあり。前方、後方
のどちらからでも降りられます。

カスタマーサービス
888-340-2454
（午前６時から午後 11 時）
ウェブサイト : GoBiki.org

料 金／登録不要

オアフ島の東海岸を楽しめる
パノラマコーストラインツアー

イエローライン
車内で払う、現 金のみ、釣り
またはピンクライン 銭なし

ホノルル市内にレンタル・ス
テーションが130カ所ある
biki ( ビキ ) は、観光客だけ
でなく、ローカルにも利用さ
れているレンタル自転車シス
テム。ターコイズブルーの
かわいい自転車が目印。
ハワイでは自転車で歩道を
走ることは禁じられています
のでご注意を。bikiの利用
対象は16 才以上です。

インフォメーション

ブルーライン

チケット

バス前方の乗車口から乗り込み、片

どのドアからでも OK です。

レンタル
サイクル

インフォメーション
T ギャラリア・トロリー乗り場
にてチケット購入可（午前８時
から午後 9 時 / 日曜午後８時）
カスタマーサービス
808-593-2822
ウェブサイトから予約可能
jp.waikikitrolley.com

３）アプリをダウン
ロードすると各biki
ストップの空き状況
や利用可能なバイク
を確認できます。
4）ホノルル市内に
130 カ所ある bikiス
トップに返却します。
各ストップ
（ステーション）での登録毎に$50のデポジット（一時預かり金）がクレジット
カードにチャージされます。デポジットは自転車の故障や盗難などの問題がない限り、
自転車を返却した 3~5 日後にリファンド（払い戻し）されます。
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