2016 年 7 月 7 日

お問い合わせ先：
森トラスト株式会社 広報部
リサーチ＆エリアマネジメントグループ
担当：佐藤

TEL 03-5511-2592
URL http://www.trustcity-g.com/
同時発表： 国土交通記者会
国土交通省建設専門紙記者会
東京都庁記者クラブ

国内外のビジネス拠点として発展を続ける品川エリアに立地し、オフィス、ホテル、レジデ
ンス、庭園を擁する大型複合都市『御殿山トラストシティ』では、『東京マリオットホテル』の
エスケープ
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エクスペリエンス

サマープロモーション｢Escape to Big Island –Real Aloha Experience-｣とあわせて、ハワイを
テーマにした夏祭り

を 7 月 28 日(木)から 7 月 30 日(土)まで開催い

たします。
『東京マリオットホテル』前広場の特設ステージで、ハワイアン・ミュージックやフラダンス
メ

レ
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ラ

をお楽しみいただけるほか、夜には盆踊り気分で楽しむ参加型フラダンス「Mele Hula ～Aloha
Gotenyama～」を初開催します。また、優れたリーダーであったカメハメハ大王にちなみ、御殿山
カメハメハ大王を決定するコンテストも初開催します。会場内では、ウクレレ等ハワイの楽器体
験教室や貝殻さがし、粘土でつくるミニチュアのスイーツ「ハワイアン・スイーツデコ」など、
ハワイの雰囲気を体感できるワークショップを体験いただけます。その他、ハワイアンフードや
ビールをお楽しみいただけるビアテラスや、ハワイの雑貨を集めたマーケットが勢揃いし、御殿
山でハワイを感じられる 3 日間を演出します。
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期

間 ： 2016 年 7 月 28 日(木)～7 月 30 日(土)

時

間 ： 16:00～21:00 （30 日は 12:00～20:00）

会

場 ： 『東京マリオットホテル』前広場 コモンテラス
※荒天時・雨天時は中止になる場合がございます。

東京マリオットホテル前広場(コモンテラス)にミュージックス
テージが登場。御殿山の夏の夜をハワイアンミュージックとフラダ
ンスが彩ります。多数のミュージシャンとフラダンサーの出演を予
定しております。
[出演予定者・団体]
・日本フラダンス協会
ハ ラ ウ

フ ラ

オ

カウヒヴァイ

・Halau Hula `O Kauhiwai

・ガーデニア レイ フラ スタジオ
・ケアラプア フラスタジオ

・イクラニカルチャーサロン ・スガナミミュージックサロン品川
※出演スケジュール等につきましては、詳細が決まり次第、御殿山トラストシティ公式ホームページ
（http://www.trustcity-g.com/）に掲載いたします。

盆踊り気分で楽しめる参加型フラダンス「Mele Hula ～Aloha
Gotenyama～」を開催します。フラダンサーと共に簡単な振り付けを
練習した後、盆踊りスタイルのように輪になり、フラダンスをお楽
しみいただけます。
[日時]
7月28日（木） 19:40～20:40
7月29日（金） 19:40～20:40
7月30日（土） 18:40～19:40

御殿山カメハメハ大王コンテストは、ハワイ島を統一に導いた優れたリーダー、カ
メハメハ大王をモデルにし、御殿山のリーダーの象徴となる人を選出するコンテスト
です。優勝者には東京マリオットホテル宿泊券などの賞品をご用意します。
（事前エ
ントリー制）
子供部門のマメカメハメハステージでは、ステージ上で簡単な踊りを踊っていただ
きます。
[日時]
大人の部 青年部門 7月29日（金）18:40～19:20
総合部門 7月30日（土）17:40～18:20
子供の部

7月30日（土）14:40～15:00

※事前エントリー方法や詳細については、
御殿山トラストシティ公式ホームページ(http://www.trustcity-g.com/)をご参照ください。
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昨年もご好評いただいた、砂の中から貝殻を探す「貝殻さがし」に加え、
粘土で作るハワイのスイーツ「ハワイアン・スイーツデコ」等のワークシ
ョップを実施します。
今年初開催となる「ハワイアン・スイーツデコ」では、パンケーキやア
サイーフルーツ等、ハワイの雰囲気を感じられるミニチュアスイーツ作り
を体験いただき、できあがった作品はお持ち帰りいただけます。また7月29
日（金）には、ウクレレ体験教室を開催します。
［ワークショップ］
・ハワイアン・スイーツデコ
・貝殻さがし
・貝殻を使ったワークショップ
［ウクレレ体験教室］
7月29日（金）16:00～(15:30受付開始で先着10名 ※ウクレレ持参可)

もちこチキン・ガーリックシュリンプ・シェイブアイスなどのハワイアンフードをハワイアンビールと
ともにお楽しみいただける3日間限定のビアテラスが今年もオープンします。ビールを片手にハワイアンミ
ュージックのステージをお楽しみください。
［フード・ドリンクメニュー］
・ロコモコ丼
・もちこチキン
・ガーリックシュリンプ
・パンケーキ
・マラサダ
・シェイブアイス
・ハワイアンビール ・トロピカルジュース
ほか

アロハシャツやドレスを始め、ハワイアンテイストあふれる雑貨な
どを集めたマーケットを開催します。
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『東京マリオットホテル』では、2016年6月1日（水）～8月31日（水）まで、ハワイ島をテーマ
にしたサマープロモーション「Escape to Big Island‐Real Aloha Experience‐」を開催します。

Waikol oa Beach Marriott Lunch & Dinner
ハワイ島 ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート＆スパ

エグゼクティブシェフ監修メニュー

ワイコロア・ビーチ・マリオット ランチ＆ディナー

かつて王族が魂を癒し、休暇を過ごすために訪れた
といわれている究極のリゾート地、ハワイ島ワイコロ
ア。
「ワイコロア・ビーチ・マリオット・リゾート＆
ジェイソン
カ ネ コ ア
スパ」エグゼクティブシェフ Jayson Kanekoaプロ
デュースによる、革新的で創造性に富む料理の数々を
提供します。ランチ限定のオリジナルハンバーガーは、
瑞々しいパイナップルと鰻のタレの絶妙なコンビネ
ーションが見事。ディナーコースでは、ハワイ州のコ
ンテストで何度もタイトルを獲得したカネコアシェフのシグネチャー料理「ポケ」をはじめ、
本場の美味をお楽しみいただけます。7 月 15 日（金）～17 日（日）は、カネコアシェフが来
館、自らランチとディナーで腕を振るいます。
期
時
場
料

間：2016 年 7 月 15 日（金）～8 月 31 日（水）
間：12：00～15：00 、17：00～22：00
所：ラウンジ＆ダイニング Ｇ（ホテル ロビー階）
金：アロハバーガー（スープ付） \2,800／ワイコロアディナー \8,500

～MENU～
Al oha Burger アロハバーガー

Waikol oa Dinner ワイコロアディナー

◇スープ
トマトと蟹のビスク
◇ハンバーガー
アロハバーガー

◇アミューズ
シュリンプクラブケーキ
パイナップルとアボカドのレリッシュ添え
◇前菜
カルアピッグ スプリングロール
◇スープ
トマトと蟹のビスク
◇魚料理
ローストガーリックポケ
◇メインディッシュ ＊お好みを一品チョイス
アヒの炙り カフィアライムとココナッツカレー
ソース添え／ポークリブとグアババーベキュー
ラブ／牛フィレ肉ステーキ スモークトリュフと
ローストガーリックバター
◇デザート
シェフの創作デザート
◇食後のお飲み物

※写真は全てイメージです。
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Hawaiian Delight ハワイアン ディライト
ハワイ島でお馴染みのローカルフードを、
「ラウンジ＆ダイニング Ｇ」ならではのグリ
ルと遊び心でアレンジ。前菜からデザートま
で彩り豊かにピンチョススタイルで揃えたギ
ャザリングメニューです。タロイモ風味のブ
レッドでカルアピッグをロールした創作料理
や、ロコモコをスライダーバーガーに仕立て
た一品など、クリエイティブなアイテムが並
びます。ドリンクフリーフロープランでは、
プレミアム トニックウォーター「Fever-Tree
（フィーバーツリー）
」のカクテルをはじめ、シャンパンまでも、心行くまで堪能。御殿山の
緑をバックに、開放的なテラスで夜風に吹かれて、リゾート気分を満喫いただけます。

期
時
料

間：2016 年 6 月 1 日（水）～8 月 31 日（水）
間：17:00～21:00 L.O.
金：１名様 \4,650 （2 名様より）
※ドリンクフリーフロー付きプラン
上記料金に￥2,500 追加

～MENU～
トルティーヤチップス＆タロイモチップス 1 台
※ワカモレはテーブルでお作りします。
＜アペタイザー＞
ロコモコ風スライダーバーガー／タロブレッドのカルアピッグロール／
スモークサーモンのロミロミ ガスパチョ仕立て／
ガーリックココナッツシュリンプ／マヒマヒのフリットフルーツマリネ／
オゴと岩ノリのアヒポキ
＜メインプレート＞
モチコチキン／アンガスビーフ スパイシーケイジャン風味／
マウイオニオンと夏野菜のグリル／ファイヤーBBQ バックリブ／
クリスピーポテトフライ／厚焼きタマゴとスパムオニギリ
＜デザート＞
ハウピア＆パパイヤ（マンゴーレモングラスマリネ）／
パインロティーコナコーヒーティラミス ココナッツ風味ライスパフ添え
※詳しい情報は、『東京マリオットホテル』のホームページをご参照ください。HP：http://www.tokyo-marriott.com
※写真は全てイメージです。
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御殿山トラストシティ夏祭り 「Aloha Gotenyama 2016」 会場 MAP

御殿山トラストシティ アクセスＭＡＰ

住

所 ： 東京都品川区北品川 4-7-35

アクセス ： ＪＲ線「品川駅」より無料送迎バス約 5 分（徒歩 10 分）
京浜急行線「北品川駅」より徒歩 5 分

御殿山トラストシティ夏祭り「Aloha Gotenyama 2016」に関するお問い合わせ先
森トラスト株式会社

広報部

リサーチ＆エリアマネジメントグループ
TEL：03-5511-2592

担当：佐藤

E-mail：eigyokikaku@mori-trust.co.jp

『東京マリオットホテル』に関するご予約・お問い合わせ先
ラウンジ＆ダイニング G
TEL：03-5488-3929

E-mail：info@tokyo-marriott.com

HP：http://www.tokyo-marriott.com/restaurants/g/

後援：ハワイ州観光局
御殿山トラストシティ夏祭り「Aloha Gotenyama 2016」は
ハワイ州観光局の後援を受けて開催いたします。
ハワイ州観光局 ウェブサイト
HP：http://www.gohawaii.jp/
ラーニングポータルサイト「Aloha Program」
HP：http://www.aloha-program.com/
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