ファクトシート
施設名

ウェスティン マウイ リゾート＆スパ‐カアナパリ
「天国とアロハが出会う場所 」

住所

電話
予約専用
ファクス

総客室数

ゲスト用

のゲストルームとスイートルーム（全室リニューアル済）

経営管理者

ウェスティン ホテル＆リゾート

ホテル・オーナー

スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド

お問い合わせ先

広報部長：
総支配人：

施設概要

客室カテゴリー

スミスラ・バルラジ
グレッグ・ランドバーグ

伝説のカアナパリ・ビーチに位置するウェスティン マウイ リゾート＆ス
パは、日常の社会から離れた静かな環境で大いにリフレッシュしていただ
ける場所です。エキゾチックな野生生物が生息し滝も流れる緑深い庭園に
囲まれた 万
坪の広大なリゾートには、 つのプールを含む
平方メートルのアクアティック・プレイグランドがあり、目の前の海では
シュノーケル・クルーズ等多彩なウォータースポーツをお楽しみいただけ
ます。さらに近くにはブティックが建ち並んだホエラーズ・ビレッジやチ
ャンピオンシップ・ゴルフコースもあり、理想的なリゾートライフを彩る
アクティビティが盛りだくさんです。港町ラハイナまで出かけてショッピ
ングや夜の街をエンジョイしたいお客様には、無料のシャトル送迎サービ
スもあります。
客室には以下のカテゴリーがあります。
o ゴルフ／マウンテンビュー
o ガーデンビュー
o オーシャンビュー
o デラックス オーシャンビュー
o プレミアムデラックス オーシャンビュー
o ラグジュアリー オーシャンフロント
o 各種スイートルーム
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リゾート料金

ご宿泊
ゲストルーム：

スイートルーム：

ファクトシート

室 日につき
（税別）のリゾート料金が加算されます。リゾート料
金の中には以下のものが含まれます： 時間営業のウェスティン・ワーク
アウト®（フィットネスセンター）のご利用、客室内の高速インターネット
接続と公共エリアでの
（無線インターネット）のご利用、駐車場（セ
ルフパーキング）ご利用、カパルア西マウイ空港へのシャトル送迎（空席
状況による）、カアナパリ・ゴルフコースとテニスコートまでのシャトル
送迎（空席状況による）、ラハイナおよびカアナパリのスターウッド系列
ホテル間シャトル送迎、 日 本のボトル飲料水（ご利用に応じ毎日補充）、
ウェスティン マウイ・エコバッグのプレゼント、外の景色を背景に撮影す
るリフレクションズ・フォトグラフィーによる インチｘ インチ写真撮影
サービス

の客室すべてにウェスティンが独自に開発した「ヘブンリーベッド」
と「ヘブンリーバス」を完備。ヘブンリーベッドは 層からなるデラック
ス寝具で最高に快適な眠りを提供します。全室にミニ冷蔵庫や室内金庫、
そして太平洋とラナイやモロカイなどの隣島、あるいはゴルフコースや緑
豊かな西マウイ山脈が一望できる専用バルコニーがついています。
のスイートルームは、コンテンポラリー装飾によりそれぞれ独自のデザ
インが施されています。 階建てホテルの最上階にあるインペリアル スイ
ートは
平方メートルと最も広く、贅沢なスペースをゆったりと満喫して
いただけます。キングサイズ・ベッドが置かれた寝室には大きなウォーク
イン・クローゼットと更衣室、埋め込み式のバスタブがある豪華大理石張
りのバスルームにはタブとは別にシャワー室と つのシンクがついています。
ワンベッドルームのラグジュアリー スイートにはベッドルームのほかに
平方メートルの応接間とミニバーが備わったダイニング・エリアがあり、
大理石張りのバスルームには埋め込み式ジャグジー風呂もついています。
バルコニーは視界を遮るものがない完璧なオーシャンビューです。
エグゼクティブ スイートとプレミア スイートはどちらもワンベッドルーム
と応接間、大理石張りのバスルームがあり、寝室からもバルコニーからも
パノラミックなオーシャンビューをお楽しみいただけます。

ダイニング
レリッシュ・バーガー・ビストロ：
真夏にオープン予定のレリッシュ・バーガー・ビストロは、例えばハンバ
ーガーはバンズ（パン）部分が少ないものと昔ながらの厚いバンズから選
べるなど画期的セレクションをご用意します。ビール愛好家には豊富な種
類と季節限定の特別銘柄が載っているレリッシュ・ビール・メニューをお
楽しみいただけます。朝食、ランチ、ディナーと、終日お食事ができます。
シュガー・ハウス：

こちらも真夏に新装オープン予定のシュガー・ハウス・アイランド・キッ
チンとシュガー・シャック・ラム・バーは、美味しい小皿料理の数々から
サラダ、バーガー、ピザなど、ゲストに嬉しい多彩な品揃えをご用意しま
す。伝説のカアナパリ・ビーチに沿って建てられたオーシャンフロントの
最高のロケーションで、毎日ランチとディナータイムに営業します。
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コロネード・カフェ：

屋外で鯉が泳ぐラグーンを見下ろし楽園らしい鳥の声や流れ落ちる滝が紡
ぎだす爽やかな音に耳を傾けながら、心安らぐ朝食のひとときがお楽しみ
いただけます。しかもお手頃な価格でスターバックス・コーヒーとコンチ
ネンタル・ブレックファーストを提供。毎日
から
まで営業。

シー・ドッグス：

プールサイドにある当店では、ホットドッグ、ピザ、サンドイッチや爽や
かなハワイアン・シェイブアイス（かき氷）等の軽食を取り揃えています。
営業時間は
から
。

プール・バー：

オアフ・プールデッキ（大人用プールデッキ）のプールサイドでドリンク
とスナック、そして太平洋に沈む夕陽の壮観をお楽しみください。

ワイレレ・ポリネシアン・ルアウ：
最高のポリネシアン・ミュージカルが週 回上演されます。マウイ唯一の過
激なファイアー・ナイフ・ダンスがフィナーレを飾る感動のダンス・パフ
ォーマンス。テーブルに運ばれるハワイ伝統のファミリースタイル・ディ
ナーと一緒にご堪能ください。時間は
から
。
ヘブンリー スパ バイ ウェスティン
平方メートルのオアシスで、スパのフルサービスを提供します。全 個室のうち つのカップル・マッ
サージ・スイートにはそれぞれキャンドルの灯りに包まれたジャグジー・バスが完備。男性用と女性用に分
かれたロッカーにも、サウナ、スティームサウナとジャグジーが設置されています。太平洋を一望するリラ
グゼーション・ラウンジでは、美味しいお飲物とヘルシーなスパ料理で迎えられるなど至れり尽くせりのサ
ービス。ヘアスタイリングから、マニキュア、ペディキュア、髪を編んだりメイクアップのサービスまでそ
ろった総合美容サロンもあります。
多彩に展開されるスパ・サービスの極めつけが、緑生い茂る施設庭園内のカバナで滝の水音に癒されながら、
独りであるいはカップルで身をゆだねる屋外マッサージ。このウェスティンブランドで提供される究極のス
パは
年、世界に先駆けてスタートしました。
その最高級のサービスは、世界最大の健康＆スパ関連マーケティング・メディア「スパファインダー・ウェ
ルネス」により「
年ベスト・ビーチ・スパ」として評価されました。また世界的旅行雑誌「コンデナ
スト・トラベラー」誌が選ぶ
年トップ・スパ
にもリストアップされました。環境保護を積極的に
推進している当スパでは、地産地消の一環としてこのたび、ハワイ原産のパイナップルとパッションフルー
ツを材料にして当地で製造した当スパ限定取扱製品の「フアラニ」を発表しました。
フィットネス
ウェスティン マウイ リゾート＆スパにご宿泊のゲストは、最新機器を備えたフィットネス、ウェスティン
ワークアウト（フィットネスセンター）を
時間ご利用いただけます。ここではご旅行中のどんな時でも
身体の活力をアップさせることができます。リゾート周辺の壮大な景観を見下ろす
平方メートルのフィ
ットネスジムは、最新かつ豊富な種類のウェイト・トレーニングや有酸素運動の機器を揃えており、当ジム
でのトレーニングはバケーション中の日課にも、集中してエクササイズをするのにも理想的。衣服や道具の
貸出しプログラムもあり、パートナー・メーカーである
の運動着をご用意しています。
マインド ＆ボディ スタジオ
最近新たに開設したウェルネス・プログラム。宿泊ゲストおよび一般のゲストも参加できるヨガ、身体調整、
回転、ピラティス、パーソナル・トレーニングなどのクラスがあります。カルチャー体験として、「ハワイ
アン瞑想」では意識を集中させる方法も教えています。ゲストが姿勢と呼吸に意識を集中させてマウイの静
寂な環境の中を想像で歩くように誘導し、意識を高め精神を落ち着かせるよう指導するプログラムです。
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アクティビティ
一年中太陽の光が降り注ぐ美しい砂浜ときらきら輝く太平洋が目前に広がる当リゾート。お子様から大人ま
で人気の つのプールと 基のウォーター・スライドを備えた施設内
平方メートルのアクアティッ
ク・プレイグラウンドも、多くのゲストにウェスティン マウイ リゾート＆スパをお選びいただく理由の一
つになっています。
ウェスティン・キッズ・クラブ の昼夜キャンプでは、 歳から 歳のお子様にフォト・アドベンチャー・ツ
アーやナイト・サファリのようなユニークで楽しいアドベンチャーを。アクティブなティーンにはウォータ
ー・バレーボール、バスケットボール、星の観察やサーフィン・レッスンに熱中していただけます。その間
に、ご両親は穏やかな太平洋を見下ろすオーシャンフロント庭園内の大人専用プールでどうぞのんびりおく
つろぎください。
海がお好きでしたら、スタンドアップ・パドルボード、シュノーケリング、スキューバダイビング、パラセ
ーリング、カタマランクルーズなどのウォータースポーツが当リゾートのすぐ目の前で楽しめます。毎週実
施されるカルチャー・プログラムで、ココナッツの皮剥ぎ、レイ作り、フラダンスやウクレレ演奏など伝統
的ハワイ文化もご体験いただけます。
会議室・宴会場
リニューアルが完成した「アロハ・パビリオン」は、屋内と屋外の一体感を創り出す新たな外観でお目見え
しました。壮大な太平洋を見渡せる つの新会議場と拡張された屋外スペース、その屋外にある滝のせせら
ぎ、椰子の木や鯉の池の庭園は会議企画担当者に会議演出のさまざまなアイデアを提供してくれます。
当リゾートはエコ・フレンドリーな会議運営を推進しております。例えばネットや電子メディアを活用して
イベントを企画する「ウェスティン Ｅメニュー」や、リネンを使わないテーブルセッティング、ハワイ産
の素材を使った地産地消の料理の工夫などを推進しています。また、企業などの報奨旅行企画担当の方には、
当リゾートがシュノーケル・クルーズのようなアドベンチャーから、ゴルフ、さらに歴史的なラハイナの街
の探索など多彩なオプションに魅力を感じていただけることでしょう。
以下のエリアに加え、当リゾート施設内には臨時でセッティングできる
にお応えできる多様な会議スペースを提供しています。
アロハ・パビリオン：

の会議室があり、あらゆるご要望

平方メートルの屋外スペースは各種レセプションや宴会、さらにはコ
ンサートなどにも適しています。スペースは
人収容可能。眼下に広がる
美しい太平洋の眺めとトロピカルな風情の滝が素敵なイベントを演出いた
します。

バレー・アイル・ボールルーム：
バレー・アイル・ボールルームの広さは
平方メートルで
同ボールルーム全体を つの会場に分けることも可能です。

人収容。

ハレアカラ・ボールルーム：

ハレアカラ・ボールルームの広さは
平方メートル強。洗練された設備が
整い、各種レセプション、宴会やスペシャル・イベントに最適。映写用プ
ロジェクター・ブースが備わっています。

ハラワイ・ラウンジ：

ビーチ・タワー 階にあるハラワイ・ラウンジは、当リゾート全体や太平
洋とモロカイ、ラナイなど隣島の素晴らしい眺めに加え、高級な調度品や
設備も備えています。
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環境を考えた会議＆イベント運営
最近スタートしたウェスティン マウイ リゾート＆スパの「サステナブル会議運営」プログラムは、会議や
イベントを企画したりメニューを選ぶ幹事様やご担当者の会議プランニングのプロセスを、文字通り「指
先」でできる簡単なお仕事にします。新しく開発されたオンライン・プログラム「ウェスティン メニュ
ー」なら、営業企画書、各種メニュー、ルーム・スペース候補リストの作成やご予約照合・確認など、会議
プランニングにおけるコミュニケーションをペーパーレスで行なえるので、結果として紙の全体消費を大幅
に削減できます。このほか、環境保護と弊社の社会的責任を統合した改善策として「アロハと出会う」プロ
ジェクト等があります。それは、会議やイベントへのご出席者にマラマ・ホノコワイ・バレー復興プロジェ
クトのような地域ボランティア活動への協力を呼びかけたり、マウイ産の材料を使い環境保全を考えたメニ
ューを提供することを通して、マウイの自然とコミュニティからいただいたものをお返しするという取り組
みです。
ロマンス＆ウェディング
当リゾートでは、「永遠の愛の誓い」においてもお二人のための特別なセッティングと演出をご期待いただ
けます。 メートルのスライダーで行なわれるウェディング・セレモニー「新しい人生へのスプラッシュ」
から、流れ落ちる水の奥に通路が隠されたロビーの滝まで、まさにあっと驚くウェディング・エリアをご用
意いたします。もちろんビーチ・ウェディング用に整えられた 人まで参列可能な芝生エリアや、最大
人参列の結婚式を行なえる屋外「アロハ・パビリオン」など、伝統的な式場もご利用いただけます。
このほか多様なウェディング・セレモニー場として、鯉の池をフィーチャーした庭園の中にローマ風に建築
されたガゼボ、あるいは伝統的なご披露宴やお二人のテーマをモチーフにしたパーティーも演出できる、二
つの大宴会場等があります。ご結婚されるお二人には事前にリハーサルを兼ねてゲストを招いた夕食会を主
催していただいたり、当リゾート前の砂浜から乗船できる楽しい貸切カタマラン・セーリングでゲストをお
もてなしいただくこともできます。
結婚カップル一組一組のおそばでお手伝いをするのは、当リゾートのウェディングセンター「アロハ・セレ
ブレーション」のウェディング・スペシャリストたちです。ウェディング・プランニングのあらゆる段階か
ら、お式当日のコーディネーションに至るまで、ずっとお二人のおそばでご案内させていただきます。
オンライン・ハネムーン・レジストリー
ウェスティン マウイ リゾート＆スパでは、ご家族ご友人が新郎新婦に贈って大変喜ばれるハネムーン用体
験ギフトも取り揃えています。例えば、ヘブンリー スパ バイ ウェスティン TM のヘブンリー・カップル・
マッサージ、専属ウェイターの給仕によるオーシャンフロント専用カバナでのヘブンリー・ビュー・サンセ
ットディナー、当リゾートで人気のワイレレ・ポリネシアン・ルアウ・ディナーショー、お二人以上でご利
用いただけるシュノーケル・セーリング等々。詳しくは当リゾートのウェブサイトをご覧ください。
ウェディング・スターポイント
当施設で結婚式を挙げるお二人が、お式やご披露宴に参列されるご家族やゲストのためにウェスティン マ
ウイ リゾート＆スパのグループ・ルームをご予約されると、スイートルームへのアップグレードといった
特典と交換できるスターポイントをご獲得いただけます。
ウェディング・パッケージ
新婦のお望みをすべてかなえるためにデザインされた
しくはオンラインでご覧ください。

つのウェディング・パッケージを揃えました。詳

パッケージ企画ではなくプランやメニューの一つ一つをご自分たちで選びたいとおっしゃるカップルには
アラカルトのリストもご用意しています。
詳しくは次のリンクをクリックしてください：http://jp.westinmaui.com/ws_package.htm
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宿泊ゲストにご利用いただけるサービスと特典

つのプールと 基のスライドを備えた「アクアティック・プレイグラウンド」
 カアナパリ・ビーチの大人専用プール
 室内高速インターネット接続サービス
 施設内公共スペースでの
接続サービス
 ペットご同伴プログラム
 チェックイン
、チェックアウト
 同じ客室にグループで宿泊される場合の追加料金は大人 名様目から 名様につき 泊
 ご両親または保護者と同じ客室に宿泊される 歳以下のお子様は無料
 「ヘブンリー®ベッド」、「ヘブンリークリブ®（ベビーベッド）」、「ヘブンリーシャワー®」
 多言語を話すリゾートスタッフ

時間営業の宿泊ゲストサービス「サービス・エクスプレス」
 お食事のルームサービス

時間営業のビジネスセンター
 ヘブンリー スパ バイ ウェスティン
 総合美容サロン

時間営業の「ウェスティン ワークアウト」（フィットネスセンター）
 「マインド＆ボディー スタジオ」
 ウェディングセンター「アロハ・セレブレーション」
 昼夜キャンプがついた「ウェスティン キッズ クラブ」
あらゆる年齢層に楽しんでいただけるアクティビティ：鯉の餌やり、スライダー・レース、トカゲ
狩り、スタンドアップ・パドル・レッスン
 カルチャー・アクティビティ： レイ作り、ココナッツ皮剥ぎの実演、フラダンス・レッスン、ハワ
イの星観測
 カタマラン・クルーズ
 ビーチ・スポーツ：シュノーケリング、スキューバダイビング、パラセーリング、スタンドアップ・
パドリング、サーフィン、ボディボード、カヤック
 ビーチ用車椅子
 衣服クリーニングの当日仕上がりサービス
 バレット・パーキング（係員付駐車サービス）
 電気自動車充電ステーション
 レンタカー・サービス（ロビーにてご案内）
 「スピーディー・エアポート・シャトル」案内デスク（ロビー）
 アメリカン・エクスプレス・トラベル・サービス
 ロビー内
機
 リゾート内売店：ナル・パール、マーティン＆マッカーサー・マカイ店、アクセンツ、エラン・バイ
タル・ギャラリー、パイナップル・マイク
 リフレクションズ・フォトグラフィー
 外貨交換
 日本人宿泊ゲスト専用サービスデスク
 屋内外会議スペース
 ラハイナ・タウンとスターウッド マウイのリゾート施設間の無料シャトル送迎
 専門ブティック＆捕鯨博物館と近接のホエラーズ・ビレッジ
 カアナパリ・ゴルフコース（ ホール）
 カアナパリ歴史遊歩道（セルフガイドで）
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ファクトシート

ウェスティン マウイ リゾート＆スパについて
カアナパリ・ビーチの 万
坪の敷地に建つウェスティン マウイ リゾート＆スパは、植物が豊かに生い茂る庭園と蛇行する小川、
そして複数の滝に囲まれているリゾート施設です。太平洋と西マウイ島の山並みの壮大な眺望のもと、当リゾートにはウェスティンが
独自に開発した「ヘブンリーベッド」と「ヘブンリーバス」を備えた
の一般客室とスイートルーム、そして つのスイミングプ
ールと 基のウォータースライドでデザインされた
平方メートルのアクアティック・プレイグラウンドが完備されています。
当施設内ではアウトドア・ダイニング、賞に輝くウェスティンのヘブンリー スパ、ウェスティン キッズ クラブ、迫力のワイレレ・ポ
リネシアン・ルアウ、そして多様なウォータースポーツや遊覧船とビーチ・アクティビティをご提供しています。ビジネス・プロフェ
ッショナルやウェディングのお客様にもご満足いただけるよう最新設備の整った会議室や宴会場もご用意。徒歩圏内には
ホールの
チャンピオンシップ・ゴルフ・コースやショッピングセンターもあります。世界有数のリゾートホテル、ウェスティン マウイは「天国
とアロハが出会う場所 」としての誇りを掲げ、真心のこもったアロハのサービスを提供いたします。詳しくは
をご覧ください。
ウェスティン ホテル＆リゾートについて
ウェスティン ホテル＆リゾートは、ご滞在中の体験すべてをお客様の活力に変えていただけるような新しいプログラムをご提供してい
ます。全ウェスティン グループが誇る独自のサービス、例えば「ヘブンリーベッド」、美味しい「スーパーフード」や「ウェスティ
ン・ワークアウト・スタジオ」などは、お客様が心身ともに健康でご滞在に十分ご満足いただけるように企画し・ご提供しています。
約 の国や地域に
以上のホテルとリゾートを持つウェスティン ホテル・グループは、世界をリードするホテルとレジャー施設企
業チェーンの一つであるスターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド
が所有しています。スターウッド ホテル＆リゾート ワー
ルドワイド
は、世界約
ヶ国に
のホテルを展開し、従業員
人を誇るホテル･レジャー業界のリーディングカンパニ
ーです。またセントレジス、ラグジュアリー コレクション、Ｗホテル、ウェスティン、ル メリディアン、シェラトン、フォーポイン
ト･バイ･シェラトン、アロフト、エレメント等の著名なホテルブランドの所有、運営およびフランチャイズを行っています。適用除外
日なしで無料宿泊や客室アップグレード、フライト等の魅力的な特典と交換いただけるスターウッド プリファード ゲスト（
）は、
ホテル・レジャー業界でも有数のメンバーシップ・プログラムです。高級バケーション･オーナーシップ型リゾートの開発･運営会社の
ひとつであるスターウッド バケーション オーナーシップ
も所有しています。詳しくは
をご覧くだ
さい。

※デジタル画像はご要望に応じてご提供いたします
問い合わせ先：

ウェスティン マウイ リゾート＆スパ
電話：
メール：
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