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2017年 7月 7 日 
【報道関係各位】 

 

ウェスティンホテル東京 

「アロハ・トーキョー2017」とコラボレート 
～創作カクテルと料理でハワイを感じる不思議な時間～ 

 

ウェスティンホテル東京（東京都目黒区三田 1-4-1 ／総支配人 チャールズ・ジャック）は、
2017 年 7 月 15 日（木）～7 月 31 日（月）の期間中、恵比寿ガーデンプレイスにて開催さ
れる「Aloha Tokyo アロハ・トーキョー」**注 1) とコラボレートし、ハワイの魅力を「食」
で体感するプロモーションを開催いたします。ハワイのムード溢れる恵比寿で、おいしいハ
ワイを楽しめるアイテムをご用意いたしました。 

 
**注 1) Aloha Tokyo アロハ・トーキョー 
2002 年に横浜港大さん橋のこけら落としとして始まった「アロハヨコハ
マ」。ハワイアンイベントの先駆者として業界をけん引しながら、大きく
成長していき、昨年 15 回目の開催を迎える、横浜の夏の風物イベント。
16 回目の開催を迎えるにあたり、イベントのさらなるステップとして、
東京「恵比寿」にて『アロハ・トーキョー2017』と名前を変えて開催。 
 
7 月 21 日（金）～23 日（日）恵比寿ガーデンプレイスにて開催 
http://www.aloha-yokohama.com/aloha-tokyo2017/ 
 
インターナショナルブッフェレストラン「ザ・テラス」1F                           

ブッフェ料理の一部が人気のハワイアンメニューに変わります。 

バナナの葉で豚肉を包み、蒸し焼きにして食べる「カルーアビッグ」をはじめ、ウズラの卵
を使い小さくかわいく作った「ロコモコ」、ジューシーに柔らかく焼き上げた「ハワイアン
スペアリブ」、ガーリックの風味と南国の暑さがよく合う「ガーリックシュリンプ」など、
10 種類以上のハワイの料理が並ぶ 17日間です。 

【メニュー例】 
・ロミロミサーモン・タコポ
キ・アヒポキ・タロサラダ・チ
キンロングライス・ポイ風タロ
イモの冷製スープ・ガーリック
シュリンプ・アヒカツ・ロコモ
コ・スパイシーガーリック枝
豆・ハワイアンスペアリブ・
カルーアピッグなど 
 

 
 
 

http://www.aloha-yokohama.com/aloha-tokyo2017/


アロハ・トーキョー2017 コラボレーション ハワイアンメニュー 
 期間：2017 年 7 月 15 日（土）～ 7 月 31 日（月） 

 料金：ランチブッフェ 

   【平日】大人 4,300 円 お子様 2,200 円【土日祝】大人 5,100 円 お子様 2,200 円 

   ディナーブッフェ 

   【平日】大人 5,800 円 お子様 3,000 円【土日祝】大人 7,100 円 お子様 3,600 円 

 時間：ランチブッフェ 平日 11:30～14:30 土日祝 12:00～13:45/14:15～16:00（2 部制） 
   ディナーブッフェ 平日 18:00～21:30 土日祝 17:00～21:30 

 ご予約・お問合せ：03-5423-7778（6:30～23:00） 

 
 
 
 
スカイラウンジ「コンパスローズ」22F                        
まるでハワイにいるかのように、ハワイの雰囲気を存分に感じていただける、オリジナルカ
クテルをご用意いたしました。ホテル最上階のスカイラウンジで飲むカクテルは、輝く東京
の夜景を眺めながらハワイを感じる不思議な時間です。 
 
・ROCO GIRL ロコガール（写真右） 
「コナコーヒー」にインスピレーションを得て、コーヒー 
リキュールやバニラアイスクリームを使ったカクテル。 
ワイキキやカラカウアストリートを歩くロコガール達が 
大好きなシェイク仕立てに。 
・SURFRIDER サーフライダー（写真中央） 
南国のフルーツや花で飾り立て、ビーチでゆったりと飲
むイメージで作った、ココナッツ風味のフローズンカク
テル。このカクテルと癒しの時間を。 
・POLYNESIAN PUNCH ポリネシアンパンチ（写真左） 

季節のフルーツやハーブなど、様々な素材をお酒に漬け
込んだ、Ohana（家族）で飲めるようなやさしい味わいのパンチカクテル。 
 
アロハ・トーキョー2017 コラボレーション ハワイアンカクテル 
 期間：2017 年 7 月 15 日（土）～ 7 月 31 日（月） 

 料金：各カクテル 1,600 円 

 時間：平日 16:00～24:30 土日祝 14:00～24:30 
 ご予約・お問合せ：03-5423-7283 (14:00～25:00) 

 

 

 

 
 

＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
＊ メニュー内容およびプログラムは予告なく変更となる場合がございますのでご了承願います。 

＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
＊ お子様料金は 4歳～12歳となります。 
＊ メニュー内容およびプログラムは予告なく変更となる場合がございますのでご了承願います。 



インターナショナルブッフェレストラン 「ザ・テラス」 
1 日を通じて、インターナショナルな料理をご提供して
いるホテル 随一のオールデイ・ダイニング。 明るく
広々としたホールでは、ライブ感あふれるオープンキッ
チン から生み出されるバラエティ豊かな料理や、ペス
トリーシェフによる人気のスイーツをご満喫いただけ
ます。また、季節限定で屋外のパティオがオープンし、
ドッグカフェとしてもご利用いただけます。 
 
 
スカイラウンジ 「コンパスローズ」 
優雅な大人の空間。きらめく都会の夜景と、心地よいジ
ャズの生演奏をバックに、東京タワーを望むナイトビュ
ーを 存分にご堪能いただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

＃＃＃ 
 
 
ウェスティンホテル東京について 
緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代表するヨーロ
ピアンスタイルのホテルです。ウェスティンのグローバルなブランドミッション“For a better 
you.™”に基づき、ご来館のお客様にご到着時よりもすがすがしい気分でご出発いただきたく、
心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを提供しております。大きな窓を備えた
ヨーロピアンスタイルの全客室（438 室）には、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求
し、雲の上の寝心地と称される「ヘブンリーベッド」で、快適な睡眠をお約束いたします。 
また、ホテル内には個性豊かな5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本格的スパ「ル・
スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。
大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所に点在するブロンズ像、絵画、タペストリーな
どの数々の美術品はヨーロピアンスタイルをさらに演出しています。ホテルの敷地内には、英国
のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーテ
ィスト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」があり、
四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。 
 
マリオット・インターナショナルについて 
マリオット・インターナショナルは、米国 メリーランド州ベセスダに本社をおき、110か国以上
に5,700以上のホテルを擁する世界最大のホテル企業です。マリオットは、次の30のブランド名
で、ホテルの運営、フランチャイズ、バケーション・オーナーシップ・リゾートのライセンスを
行っています：「ブルガリ・ホテル＆リゾート（Bulgari Hotels and Resorts®）」、「ザ・リッツ
・カールトンおよびザ・リッツカールトン・リザーブ（The Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton 
Reserve®）」、「セント レジス（St. Regis®）」、「Wホテル（W®）」、「エディション・ホテ
ル（EDITION®）」、「JWマリオット（JW Marriott®）」、「ラグジュアリー コレクションホ
テル（The Luxury Collection®）」、「マリオット・ホテル（Marriott Hotels®）」、「ウェステ
ィン（Westin®）」、「ル メリディアン（Le Méridien®）」、「ルネッサンス・ホテル（Renaissance® 
Hotels）」、「シェラトン（Sheraton®）」、「デルタ・ホテル・バイ・マリオット（Delta Hotels 
by MarriottSM）」、「マリオット・エグゼクティブ・アパートメント（Marriott Executive 
Apartments®）」、「マリオット・バケーションクラブ（Marriott Vacation Club®）」、「オー
トグラフコレクション・ホテル（Autograph Collection® Hotels）」、「トリビュート ポートフ
ォリオ（Tribute Portfolio™）」、「デザインホテル（Design Hotels™）」、「ゲロード・ホテ
ル（Gaylord Hotels®）」、「コートヤード（Courtyard®）」、「フォーポイント バイ シェラト
ン（Four Points® by Sheraton）」、「スプリングヒル・スイート（SpringHill Suites®）」、「フ
ェアフィールド・イン＆スイート（Fairfield Inn & Suites®）」、「レジデンス・イン（Residence 
Inn®）」、「タウンプレース・スイート（TownePlace Suites®）」、「ACホテル・バイ・マリオ



ット（AC Hotels by Marriott®）」、「アロフト（Aloft®）」、「エレメント（Element®）」、
「モクシー・ホテル（Moxy Hotels®）」、「プロテア・ホテル（Protea Hotels by Marriott®）」。
また、同社は多くの受賞歴を誇るロイヤリティ・プログラム「マリオット リワード（ザ・リッ
ツ・カールトン リワードを含む）」と「スターウッド プリファード ゲスト」を運営していま
す 。 詳 し い 情 報 、 予 約 は  www.marriott.com を 、 最 新 の 企 業 ニ ュ ー ス は 
www.marriottnewscenter.com およびツイッター（@MarriottIntl）をご覧下さい。 
 
 

この件に関するお問合せ 

ウェスティンホテル東京 
マーケティング部 谷口謙一郎／堀越智子 

kenichiro.yaguchi@westin.com／tomoko.horikoshi@westin.com 
ＴＥＬ：03-5423-7716（直通） ＦＡＸ：03-5423-7766 

 

https://twitter.com/marriottintl
mailto:kenichiro.yaguchi@westin.com
mailto:tomoko.horikoshi@westin.com

