
 
 

General Information 

リゾート総合情報 

 

 The Kahala Hotel & Resort  

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 
 
立地：ダイアモンドヘッドのクレーター沿いに走るオアフ島でもっとも景色が美しいダイアモンドヘッドドライブを抜

け、閑静な高級住宅街が広がるカハラ地域の突き当たりに、ザ・カハラ・ホテル＆リゾートは位置しています。静かな美

しい住宅街にあり喧騒を離れた隠れ家的存在でありながら、ワイキキの中心街からはわずか 10分程の距離であり、250

メートルに及ぶ白砂のビーチに面しています。整備された緑の芝生が美しい名門ゴルフコース、ワイアラエカントリーク

ラブも同じエリアにあります。ホノルル国際空港からはＨ-1ハイウエイでわずか 19 キロの距離。空港送迎やリムジン手

配もコンシェルジュデスクで承ります。 

 

リゾート概要：豪華で伝統あるザ・カハラ・ホテル＆リゾートはその静かな海に面した特別な環境で、半世紀にわたり

他に比を見ない特別なハワイアンホスピタリティを提供してきました。カハラホテルは 2009 年に総額 5,200 万ドルに及

ぶプロジェクトを実施し、客室、スイートルーム、パブリックエリアを改装しました。2012-2014 にもカーペットやパブ

リックスペース、ホスピタリティ・スイートの改装、WiFiのアップグレードなどを行っています。1964 年の開業以来、

ジョンソン大統領以降の歴代大統領、各国の国賓や皇族、数え切れないほどの映画スターやロックスター、聖人ダライラ

マさえもお迎えして来ました。周辺にはショッピングや映画館レストランがある高級ショッピングモール「カハラモー

ル」やドリス・デュークが相続した有名なイスラムスタイルの海辺の邸宅、ホノルルで一番大きなファーマーズマーケッ

トが行われるカピオラニコミュニティカレッジがあります。また少し足を延ばすと、にぎやかなワイキキ、スノーケリン

グやサーフィンが有名なハナウマ湾やサンディービーチ、ワールドクラスのゴルフコース、コウラウやルアナヒルカント

リークラブなどにも訪れることができます。 

 

客室： アイボリーとコーヒーブラウンのシックな色合いでまとめられた客室にはハイビスカス柄のカーペットや、ブラ

ジル産くるみの木でできたフローリングにトロピカルな模様のインド製手織りラグで飾られています。またガラス製のケ

ースに飾られた貝殻やラッフル縁のクラシックな鏡、手塗りのドレッサーなどがアクセントを添えます。全ての客室には

最高級ベッドで知られるシモンズ社のベッドが備えられ、贅沢な眠りを提供します。ダイアモンドヘッドやココヘッドを

臨むオーシャンビューや緑豊かなゴルフ場とコウラウ山脈パノラミックな風景など、客室からはいずれも息をのむ素晴ら

しい景色が臨めます。本館のタワーとドルフィンウイングに合計 338 室のエレガントでモダンなくつろぎを演出する客室

をご用意しております。素晴らしい景色を楽しみながら長いすでくつろいでいただけるラナイがついている客室もござい

ます。またレギュラースイートは、山側の美しい風景に加えてココヘッドと海が望めるシーニックオーシャンビュースイ

ート、海が目の前のオーシャンフロントスイート、最上階のタワースイートをご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

客室備品: 

 

- バスローブとスリッパ 

- ヘア・ドライヤー 

- 化粧台 

- カハラホテル・ブランドのバスアメニティ（ハイビスカスサンダルウッドの香り） 

- コードレス電話 

- 高速インターネットアクセス 

- フラット液晶テレビ と豊富なケーブルチャンネル 

- ビデオオンコマンド（有料） 

- ダブルシンクとクローゼット 

- スマートフォンが接続できる iHome ステーション付きラジオ時計 

- エアコンと空調調節 

- ミニバーのセット（ご希望による有料で設置可能） 

- コーヒーメーカー/紅茶 

- セーフティボックス 

- ライティングデスク 

- ランドリー/ドライクリーニングサービス（有料） 

- 24 時間のルームサービス 

- 客室の定員：最大 4名までご宿泊いただけます。 

- 3 名以上ご利用の場合追加料金有り 

- エキストラベッド（有料） 

- ソファベッドラウンジチェア（オーシャンビュー及びオーシャンフロントスイート） 

- ゆったりつかれる深めのバスタブ 

- 客室ベッドタイプ キングベッド 1 台もしくはダブルベッド 2 台 

- インナーとアウターのコネクティングルーム 

- 全室ウォシュレット完備 

 
シグネチャー・スイート：カハラのシグネチャースイートではまるで王族やスターに生まれ変わったような忘れられな

いひと時を演出します。シグネチャースイートは最高に贅沢なインペリアルスイート、エレガントで高貴なムードのプレ

ジデンシャルスイート、まるで静かな別荘で過ごすようなカハラカイスイート、そして静かな海が目の前のカハラビーチ

スイートの 4室です。シグネチャースイートにはアメニティプログラム特典がついており、専用車による空港送迎、モー

ニングコーヒーのお届けなど、とても贅沢な時間をお楽しみいただけます。 

 

カハラビーチスイート： ドルフィンラグーンの近くで、美しいカハラのビーチが目の前のカハラビーチスイートは更に

現実から逃避したようなプライバシーを演出します。深い色合いの木と自然な色合いの布地が使われた客室はニコル・ミ

ラーによってデザインされたのモダンアイランドスタイルです。ダイニングテーブルや庭のバーベキューグリルはご家族

や最大 50名までのお客様をお招きしての会食に最適です。ガラス戸を開ければ庭にリクライニングチェアとダイニング

テーブルがおかれたプライベートなラウンジエリアがあります。四柱式のベッドは豪華な鴨のダウン製デュベと最高級の

木綿製リネンが利用されています。フローリングの床にはバリハイ風の青とゴールドのラグが敷かれトロピカルなムード

を演出します。このスイートは 1ベッドルーム、またはコネクティングルームを利用して 2ベッドルームとしてご利用も

可能です。客室の広さは 1ベッドルームで 116平米です。 

 
カハラカイスイート： ドルフィン棟の 2 階に位置し、目の前に海が広がるカハラカイスイートはラルフローレンポロの

コレクションで飾られており、居心地のよい海辺の別荘で過ごしているのようなトレンディな時間を演出します。広々と

したプライベートバルコニーからは海を見渡すことができ、室内には書斎机、ホームエンターテインメントシステムなど

が備えられています。1 ベッドルームもしくは 2 ベッドルームでの利用が可能ですので、御家族でのご旅行には最適です。

客室は目の前の海と砂浜の色に合うデザインが施されています。客室の広さは 1ベッドルームで 116平米です。 

 
 

 

 



プレジデンシャルスイート： 各国の首脳や王族にご自宅のようにご利用いただいてきた、プレジデンシャルスイートは

贅沢なくつろぎを提供しながら、ビジネスや公務にも対応できる設備を備えた客室です。この 204平方メートルの広々と

した客室には主寝室、居間そして書斎があり、「まるで自宅にいるようなくつろぎ」を持つハワイの伝統的な住居を意識

してデザインされています。客室は青い太平洋正面に位置し、ココヘッドからダイアモンドヘッドクレーターを見渡すこ

とができます。これまでにたくさんの著名人や国賓、企業のトップにご利用いただいています。イギリスのエリザベス女

王 2世、フィリップ皇太子、チャールズ皇太子とダイアナ妃、インドの首相インディラ・ガンジー、日本の天皇皇后両陛

下、モナコのレニーエ大公とグレース妃もこの客室で過ごされました。客室の広さは 204 平米です。 

 
インペリアルスイート：本館最上階にあるインペリアルスイートは究極のカハラ・シグネチャースイート体験を提供し

ます。その知的でエレガントなスイートは広々としたリビングルーム、大きな書斎を兼ねたボードルーム、豪華な主寝室

そして、最高のくつろぎを提供する理想的な広いバスルームで構成されています。スイートの壁の本棚には隣の客室へ出

入りが可能は秘密の扉があります。ベッドの後ろの窓からはバスルームが見渡せ、大きなバスタブと大理石の洗面台、大

きなレインシャワーなどが豪華さを更に演出します。3 台の電話、ファックス、3 台のテレビ、DVD プレーヤー、ミニバ

ー、独立したゲスト用のパウダールーム、書斎机などその他の設備も最高級です。客室の広さは 204平米です。 

 
館内サービス：ルームサービスは24時間営業です。クリーニング、プレスは休日祝日を除き、週7日間営業、お預かりし

たその日に返却が可能です。各客室にはセーフティボックスが備えられている他、フロントでもお客様がご利用いただけ

る貴重品ボックスをご用意いたしております。お客様の滞在中の観光手配などを提供するコンシェルジュはメインロビー

にございます。シグネチャースイートをご利用のお客様には様々な特典をご利用いただけます。早いご到着等で客室がご

利用いただけない場合、1階101号室にビジネスセンターを併設した便利なホスピタリティスイートをご用意しております。 

 

ホスピタリティー・スイート：早いご到着、遅いご出発などで客室がご利用いただけないお時間は、ホスピタリティー

スイートでおすごしいただけます。 

 

o リビングルーム：広々としたリビングルームにはゆっくりとお座りいただけるソファ、フラットスクリーンテレ

ビ、雑誌や新聞, ミネラルウオーターなどをご用意しております。 

o プライベートルーム：小型のソファがある個室を 2室ご用意。着替えや仮眠に静かなスペースをご提供します。 

o ラナイ（ベランダエリア）：ホスピタリティ・スイート専用のラナイには天蓋のついたラウンジチェアを 2台設

置。ハワイの空気を感じながら読書など楽しんでいただける屋外スペースです。 

o ビジネスセンター：新しいホスピタリティ・スイート内にはビジネスセンターがございます。コピーやファック

スを設置。また、無料でご利用いただけるコンピューターでインターネットもご利用いただけます。 

o 日本語対応スタッフ： ホスピタリティ・スイートには日本語対応可能なバイリンガルスタッフが、午前 8時か

ら午後 5 時まで常駐いたしております。時間外にはフロントスタッフがビジネスセンターの利用をお手伝いいた

します。  

 

ビジネスセンター: 本館1階にあるビジネスセンターはホスピタリティ・スイート内にあり、午前8時から午後5時まで

日本語対応可能なゲストサービススタッフが常駐しておりコピー、印刷、郵便や宅配のサービスを提供しています。上記

時間外のご利用はフロントマネージャーまでご連絡ください。  

 

レストラン・エンターテインメント: カハラホテルのレストランとラウンジは地元やメディアから高い評価を受けてい

る素晴らしいお食事をご提供します。数々の表彰を受けているメインダイニングの「ホクズ」では総料理長のウエイン・

ヒラバヤシの手による、アジアと西洋の融合した創作料理をお楽しみください。ホクズは地元で大人気のサンデーブラン

チとワインのラインアップにも定評があります。近年改装されたロビー階にある吹き抜けのラウンジ「ザ・ヴェランダ」

では優雅なアフタヌーンティー、夜はカクテルや軽食を味わいながら、ジャズのライブ演奏を毎日楽しむことができます。

テラス席はドルフィンラグーンやプール、青い海を臨み、海からのそよ風を感じることが出来る最高のロケーションです。

プールサイドにある「シーサイド・グリル」は水着や軽装でお食事ができるカジュアルなアウトドアレストラン。青い海

の目の前にあるオーシャンフロントレストラン「プルメリア・ビーチ・ハウス」は朝食、ランチ、夕食をお出しするオー

ルデーダイニングです。ワイキキでは老舗のイタリアン、アランチーノがカハラの仲間入りをしました。アランチーノア

ットザカハラはカハラならではのメニューでランチとディナーを提供しています。 

 

会議・宴会施設:  1210平米におよぶ室内施設と1070平米以上屋外のイベントスペース持つカハラホテルはイベントや催

事の様々なご希望にお答えします。リゾートの特別な立地は、大切なおもてなしやビジネスイベントにぴったりの場所で

す。経験豊かなイベントコーディネーターがご婚礼や宴会、会議や企業催事をニーズを理解し決め細やかなサービスを提

供します。 

 



 

ザ・カハラ・スパ: 数々の表彰を受けているザ・カハラ・スパは、屋外の静かな休憩エリア、マッサージや各種トリー

トメントを行う広々とした9室の施術室、最高級ブランドのスパ化粧品を取り揃えております。トリートメントは男性に

も女性にもご満足いただける究極のくつろぎと再生を提供します。フェイシャルやマニュキュア、マッサージ、ボディト

リートメントと、その施術のラインアップは美と健康のための高い品質を維持すると共に常に時代の新しいトレンドを取

り入れています。ザ・カハラ・スパは旅行誌コンテデナストトラベラーマガジンでオアフ島でナンバーワン・スパに選ば

れました。 

 

CHIフィットネスセンター: CHIフィットネスセンターのパーソナルトレーナーはお客様の専用トレーナーとしてそれぞ

れにあったフィットネスプログラムを相談しながら作成します。また滞在中にピラテスやフラエアロビクスやビーチエク

ササイズなどを体験してみてはいがかでしょう。当フィットネスセンターでは最先端の技術を誇るライフフィットネス社

の有酸素運動や筋力トレーニングマシーンを取り入れ、CHIフィットネスセンターは24時間営業しています。客室の鍵で

いつでも利用できます。その他男性用、女性用のサウナやジャグジールームも備えています。 

 

ドルフィン・クエスト：リゾート内のラグーンには大西洋バンドウイルカが棲んでいます。このユニークで文化色あふ

れるプログラムには大人も子供もイルカと触れ合い体験ができる様々コースが用意されています。参加者はイルカとの触

れ合いを通して、海の生物と命の大切さを学び、忘れられない思い出を作ることができます。 

 

レクリエーション：ドルフィンラグーン、様々な海の生物が住む池、そして美しい海に囲まれた中庭に屋外プールとジ

ャクジー、そして子供用プールがあります。プールデスクではビーチで楽しめるアクティビティ、シュノーケリング、パ

ドルボード、カヌーなどの手配をお手伝いします。屋根付のカバナラウンジチェアをお貸し出ししています。ビーチチェ

アや日焼け止め、タオルの貸し出しもプールデスクで承ります。 

 

ショッピング: ホテル内を散策しながら、ショッピングはいかがでしょう。ビーチウエア、アクセサリー、子供服、お

菓子や化粧品などが揃っています。お土産からアパレル、日焼け止めから化粧品、雑誌などの日用品も揃うカハラ・ブテ

ィック。サーフ＆サンは家族皆で楽しめるビーチウェアのお店。お子様の水着なども充実しています。ヒルドガンドジュ

エリーのエレガントなデザインのゴールドや宝石は多くのお客様に愛されています。 

 

シグネチャー・アット・ザ・カハラ：カハラホテルのロゴアイテムが全て揃うショップでは、お土産からご滞在中にお

使い頂けるリゾートウェアからフードアイテムも取り揃えております。評判のホテル特製チョコレートマカダミアナッツ

からココナッツ・ショートブレッドクッキーなどはこちらでご購入いただけます。  

 

コンシェルジュ：コンシェルジュがレストラン予約やアクティビティ手配のお手伝いをします。ゴルフや観光ツアー、

釣り、パラセイリング、くじらウオッチングなどのバラエティ溢れるオーシャンアクティビティがございます。 

 

ゲストサービス：フロントデスク前には日本人スタッフ常勤のゲストサービスデスクを設けております。ご滞在前のレ

ストラン予約やアクティビティ手配から、ご滞在中に関わる全てのリクエストやご質問を承っております。午前8時から

午後7時まで常駐しております。 

 

駐車場：ホテルのバレースタッフがお車を玄関から駐車場までお運びします。また敷地内の駐車場へセルフパーキング

も可能です。ホテル内で一定額以上ご利用いただきますと4時間まで無料で駐車いただけます。ご宿泊者には特別終日料

金をご用意しています。 

 

カハラの歴史: ザ・カハラ・ホテル＆リゾートは1964年1月22日に開業しました。リゾートを建築したのはロングビーチ

の建築家キリングワース、ブレイディ、スミスです。ハワイ王朝時代を反映した厳かな内装はディビッド・ウイリアムス

によってデザインされました。リゾートはその喧騒から逃れた立地とプライバシーか守られた環境により、各国の国賓や

代表する企業のトップ、映画スターなどあらゆる著名人に中で有名になりました。数々の表彰に輝くカハラホテルはトリ

ップアドバイザーでも常にホノルルのトップクラスにランクされています。ザ・カハラ・ホテル＆リゾートはザ・リーデ

ィングホテルズ・オブ・ザ・ワールド、プリファードホテルグループ、オークラホテルズ＆リゾーツのメンバーです。 

 

 

 

 

 



 

マネジメントチーム: 

 総支配人：ジョウ・イバラ 

 リゾートマネージャー：プアラニ・ファーナンデス 

 コマーシャルダイレクター：ライル・ウエハラ 

 料飲部長：ジェイソン・ウォーターロウ 

 宿泊部長：バート・ヴァンカークホフ 

 人事部長：ニコール・モラレス 

 経理部長：ツシャラ・ペレラ 

 総料理長：ジョナサン・ミズカミ 

 

所在地: 

The Kahala Hotel & Resort 

5000 Kahala Avenue 

Honolulu, HI 96816 

 

 ホテル代表電話: (808) 739-8888 

 宿泊予約フリーダイアル（米国内）: (800) 367-2525  

 ファックス: (808) 739-8800 

 Web Site: jp.kahalaresort.com  

 Facebook : facebook.com/kahalahotelandresort.jp 

 Twitter : @kahalaresort_jp 

 Instagram : kahala_resort_jp 

 Pinterest : Pinterest.com/KahalaResort 

 

 

### 

問い合わせ: 

佐々木和歌子 シニアマーケティングマネージャー 

Wakako Sasaki, Senior Marketing Manager 

The Kahala Hotel & Resort 

Phone:(808)739-8786 

Fax:(808)739-8859 

Email:wsasaki@kahalaresort.com 

 

http://www.jp.kahalaresort.com/
mailto:wsasaki@kahalaresort.com

