
ワンピース￥28,000(ASCENT<Bla
ck Mouton>)､ネックレス￥7,000(
メルアンジュ 東急百貨店東横店
<Kris Nations>)

撮影／須江隆治（See）　スタイリスト／兵藤千尋　ヘア＆メーク／坂口勝俊（Sui）　モデル／土屋巴瑞季（本誌専
属）　コーディネート／古沢きよみ　デザイン／鎰廣 彩（Beeworks）　構成／権藤彩子、町田玲子　◆この特集で
使用した商品の問い合わせ先は、P.236～P.237にあります。　◆この特集で使用した商品の価格はすべて、本体（税

抜）価格です。

毎日、仕事や勉強、遊びにデートに･･･と、あれもこれもがんばりすぎて
常に肩に力が入っていたり、休息を後回しにしてしまうこと、ありますよね。

たまには南の島で日常を忘れて、思いっきりゆっくりしませんか？
抜けるような青空と、どこまでも続くエメラルドの海がきっと、疲れを洗い流してくれるはず…♪

今、ハワイでしたい
5つのこと。

ひと休みしに、ひとっ飛び、
行っちゃいますか!?

毎日寒ーい
日本にいると、

逃避したい気分になるー！ 
そんなみなさん、

少し、次のお休みの妄想、
してみますか！

「世界的に人気の観光地だから、人だらけだよね…」なんて諦めないで！
車で少し行けば、オアフ島にも人の少ない浜辺があるんです☆ 
美しい海をただずっと眺めたり、背景をひとり占めして撮影したり 
砂浜を裸足でただ歩くだけでもパワーをもらえます！

ハワイで外せないビーチ、
できれば人の少ない浜辺がいいな！

自分だけのとっておきの
〝穴場〟ビーチスポットを
見つける

ハワイで
したいこと1

ハワイ語で「天国（ラニ）」の「海（カイ）」
と名付けられた、美しいビーチ。ワイキ
キから車で、もしくはアラモアナセン
ターから出るバス"The Bus"＋徒歩で、
約45分。住Kailua, Oahu, HI 96734

今回CanCamが撮影したのはココ！
ラ二カイビーチ
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ロンパース￥24,000(deicy 代官山
<deicy>)､ピアス￥14,000(ヴァン
ドーム青山 デュオ ダイバーシテ
ィ東京 プラザ店<VAヴァンドー
ム青山>)､ネックレス￥40,000(エ
ナソルーナ 神宮前本店)､バング
ル￥11,000(メルアンジュ 東急百
貨店東横店<Kris Nations>)､タン
クトップ／私物

ブラウス￥22,000(Language ルミ
ネ新宿店)､パンツ￥11,000(Lee Ja
pan<Lee>)､バッグ￥13,000(Laug
oa)､靴￥4,400(カメイ･プロアク
ト<プチジョリ>)､ピアス￥5,600(
キュベ<キュベ>)

シェイブアイスよりきめ細やかなな"ス
ノーアイス"をうたう、かき氷店。シロッ
プ、小豆、練乳はすべて手作り！  住421 
Lewers St . , Uni tⅠ, Honolu lu　 ☎
808･922･9590　営火～日11:00～17:00　
休月

新鮮なフルーツを使用した
シロップはハワイならでは♥

リモーナ

オーガニック食材を使用した料理で体も
心もHAPPYに♪ エッグベネディクトや
ロコモコ、なんでもあります！  住1831 
Ala Moana Blvd., Suite 201, Honolulu　☎
808･943･0077　営7:00～23:00　休無

"ハワイ産"の食材にこだわった
地元愛溢れるフレンドリーな店

Goofy Cafe&Dine

ハワイ発のコーヒー専門店。アサイーボ
ウルやサンドイッチ、ポキ丼などの軽食
も大人気！  住2301 Kalakaua Ave., C-211
, Honolulu　☎808･926･5662　営6:00～
23:00（朝食･ランチは～15:00）　休無

小腹が空いたら迷わずココ！
ハワイアンコーヒーも堪能して

Island Vintage Coffee 

"スローなハワイ"をテーマに、昨秋オー
プン。健康を重視したメニューが評判で、
瞬く間に人気店の仲間入り！  住3045 Mo
nsarrat Ave., Ste6,  Honolulu　 ☎
808･792･2045　営8:00～20:00　休無

フレッシュな野菜とフルーツを
たっぷり使ったヘルシーフード！

Sunny Days

合い言葉は
"Eat Local"！

大ヒットの
アサイーボウル

食文化も大充実のハワイ。
限られた滞在期間中、一度も失敗
したくない！ という人のために、 
絶対ハズさないお店をご紹介☆

Hawaii
グルメリスト

リニューアルしたアラモアナ
センターの魅力を徹底紹介！
ハワイ初上陸のブランドも

多数あるので、要チェックです♥

アラモアナ
センター

ハワイ1号店となる同店は、世界発のカ
フェスタイル。カップケーキの他、ランチ
やディナーも楽しめます♪ 近くにはテ
イクアウト専用のキオスクもオープン！  
住、営、休／上と同じ、☎808･942･4132

『SATC』や『プラダを着た悪魔』でも
おなじみの、あのカップケーキ♥

Magnolia Bakery

ユニークなデザインに、英国らしい上品
さを兼ね備えた色使いや世界観が特徴。
日本人好みの小物や服が多いので、お気
に入りアイテムがきっと見つかるはず♥ 
住、営、休／上と同じ、☎808･951･8535

こちらもハワイ初上陸☆
ロンドン発のファッションブランド

TED BAKER

全米展開するNY発の高級デパート。待望
のハワイ出店ということで、エヴァ・ウィ
ングの目玉的存在！  多くのブランドが
集結したデパートは買い物しやすくて◎。
住、営、休／上と同じ、☎808･664･7511

アメリカで知らない人はいない
高級デパートも初上陸♪

Bloomingdale's

2015年11月に拡張された新エリア。意外
にもハワイ初上陸というZARAやピエー
ル・マルコリーニなども出店。毎年4800
万人が訪れる同センターの、今最も旬な
スポット！  住、☎、営、休／上と同じ

オープンしたばかりの新エリアは
話題のブランドが目白押し！

Alamoana Center Ewa Wing 

かわいすぎて
選べない～！

おめかし服を
買いに行こう！

人気コスメも
豊富です♪

話題＆人気のグルメは絶対におさえたい！

〝ロンギーズ〟で
ティラミス
パンケーキを食べる

鉄板のショッピングセンターに
新しいエリア誕生！

〝アラモアナ
センター〟の
エヴァ・ウィングを
探索する

名誉あるグルメの賞を多数受賞してい
る、ハワイ屈指のイタリアンレストラ
ン。住1450 Ala Moana Blvd., Honolulu　
☎808･947･9899　営月～金8:00～
22:00、土･日7:30～22:00　休無

グルメ通の巴瑞季も（笑）この笑顔！
ロンギーズ

世界最大の屋外ショッピングモール。
ハイブランドやデイリーブランドが勢
揃い！  住1450 Ala Moana Blvd., Honol
ulu　☎808･955･9517　営月～土9:30
～21:00　日10:00～19:00　休無

効率よく買いものするならココ！
アラモアナセンター

ハワイで
したいこと2

ハワイで
したいこと3

アラモアナセンターにあるレストラン"ロンギーズ"は、 
シックな内装と、外の景色を見渡せる大きな窓がシンボル。 
ハワイの風を体いっぱいに浴びながらグルメを堪能するのは 
至福のひととき！ 新メニューのティラミスパンケーキは 
見た目より甘さ控えめで、ペロリといけちゃいます♥

海外へ行ったら、やっぱり外せないお買いもの♥
ハワイでのショッピングの代名詞とも言える
アラモアナセンターに、昨年新エリアがオープン！
広大な敷地に並ぶ大好きなブランドの数々…
もう、物欲が止まりませ～ん！

見た目も
かわいい～♥

雪のような
口溶けなんです

開放感のある
雰囲気が◎
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ラウンジがリニューアル
ハイクラスの客室からなる"マイラニ・タワー"のゲスト専用ラ
ウンジ『マイラニ・ラウンジ』がオープン。専用コンシェルジュが
いる他、ドリンクやフードのサービスなどを受けられます。ラグ
ジュアリーな空間で最高のひとときを過ごしたい！

海を見ながらディナーできるレストラン
ホテル内にあるシーフードレストラン"AZURE"。目の前に 
広がる海はもちろん、キャンドルやインテリアもリッチな 
ひとときを演出。大切な人と訪れたい、特別なレストランです。

1ちょっとしたお礼のときに使いたい！  2
ドットとピンクがケイトらしい♥ 3甘すぎ
ないピンクに、ユニークなリボンが大人見え
♪ 4デパートのショッパーをそのままモチ
ーフにした、遊びゴコロ溢れるデザイン☆

↑上広々としたオーシャンビュールーム。こんな素
敵な部屋なら、外に出たくなくなっちゃう（笑）！？ 
下海遊びに少し疲れたら、ホテルのプールでまった
りするのも◎。プールサイドの椅子でドリンクを楽
しむのもセレブ感あります♥
宿泊の予約はコチラ！   http://jp.royal-hawaiian.com/

ハワイで最高のステイをするならココ！

〝ロイヤルハワイアン〟で
贅沢な時間を過ごす

ビルの屋上、青空の下でゆっくりと体を目覚
めさせる、ハワイの朝活。1時間のグループレ
ッスンのあと、おいしい朝食付きで30ドルと
いうお手頃価格☆ 毎週火・金8:00～。要予約。
『Sunshine!  Rooftop yoga』http://kapalili.com/

朝日がさんさんと降り注ぐ屋上で
体に美味しいご褒美を♥

Rooftop Yoga

ヨガやエクササイズを中心としたスポーツウ
エア専門店。カラフルでおしゃれなウエアの
他、水筒などの雑貨も充実♪ 住1450 Ala Moa
na Blvd., Honolulu　☎808･946･7220　営月
～土9:30～21:00　日10:00～19:00　休無

スポーツ好きなら絶対行くべし！
ウエアの現地調達もここで☆

ルルレモン

リゾートホテルの中にある、贅沢な空間。リラ
クゼーションだけでなく、スリミング（痩身）
マッサージもあるのがうれしい。Ilikai Hotel & 
Suites #102B, 1777 Ala Moana Blvd., Honolulu　
☎808･944･8882　営10:00～23:00　休無

そしてちょっぴり疲れたらココ！
体を思い切り甘やかしちゃおう（笑）

イリカイマッサージ
一日の始まりを
気持ちよく！

日本語OKで
安心です♥

お土産にも
喜ばれます！

新鮮な魚の調理法をいくつ
か選べるところも楽しみの
ひとつ。ちょっぴり大人な
ムードの中で、海の幸を堪
能できます。住ロイヤルハ
ワイアン リゾート内　☎
808･921･4600　 営17:30
～21:00　休無

サンセットを眺めて
楽しむ食事は絶品♥
AZURE

広々としたゴージャスな部屋

優雅なプールももちろんあります！

応募のきまりプレゼントをご希望の方は、
P.242の応募券にご希望の商品番号を記入して
切り取り、巻末のアンケートハガキに貼り、必要
事項を記入の上ご応募ください。厳正な抽選の
上、当選者を決定します。当選者の発表は賞品
の発 送をもって代えさせていただきます。雑誌
公正競争規約の定めにより、この懸賞に当選さ
れた方は、この号の他の懸賞に入選できない場
合があります。この懸賞 は電子版からは応募で
きません。詳しくはP.242をごらんください。

アラモアナセンターでGETしました♥
ハワイのお土産を4名の方にプレゼント！

楽しくて美容にもいいアクティビティがしたい！

〝SUPヨガ〟で
カラダを思い切り伸ばす

スタンドアップパドル

ワ ン ピ ー ス ￥
27,000(アプワイザ
ー･リッシェ)､ピア
ス￥14,000(ヴァン
ドーム青山 デュオ 
ダイバーシティ東京 
プラザ店<VAヴァン
ドーム青山>)､ネッ
クレス／私物

ち
な
み
に
食
べ
た

メ
ニ
ュ
ー
は
コ
レ

日本人で初めてのSUPヨガインストラ
クターであるShoko先生（写真左）が日
本語で丁寧に教えてくれるので安心♪ 
スケジュールやクラスメニューはHP
をチェック☆ http://kapalili.com/

巴瑞季が受けたのはこのクラス！
Kapalili Hawaii

「太平洋のピンクパレス」と呼ばれる老
舗高級ホテル。世界に誇るサービスを
体感して。The Royal Hawaiian, a Luxu
ry Collection Resort住2259 Kalakaua 
Ave., Honolulu☎808･923･7311（代表）

豪華でロマンティックなひとときを
ロイヤルハワイアン

ハワイで
したいこと4ハワイで

したいこと5

いつもよりアクティブな気持ちに
してくれるハワイ。汗をたくさん 
かいて癒されて、来る前より 
キレイになって帰国しましょ♥

Hawaiiで
美しくなる

ハワイ最高峰の高級ホテル・ロイヤルハワイアン。
ヤシの木に囲まれたピンクの建物は、特別感漂う存在。
「いつかここでウェディングを…」なんて妄想したりして♥
一度は泊まりたい憧れのホテルの新情報をお届けします！

日本でも愛好者の多いヨガ。スタジオでじっくり汗をかくヨガもいいけど、
ハワイで今HOTなのは、海の上で行う"SUP（スタンドアップパドル）ヨガ"。
海の上といっても、ほとんど波のない穏やかな水面で行うのでご安心を。
海の音や風、太陽の光を浴びながら、心と体をほぐしてみませんか？

計4名様

中は
こんな感じ♪ 

全身＆気になる部位2箇
所集中スリミング、デト
ックス、コラーゲンなど
盛りだくさんのプラン
（135分）を、特別に99ド
ルで受けられます！
※2016年2月22日まで

「CanCam3月号を
見ました！」
と言うと

特別プランが！

ビキニ￥12,000･パンツ￥5,800･
レギンス￥8,000(クイックシルバ
ー･ジャパン<ROXY>)

シャツ￥7,900･パンツ
￥ ● ● ●(bit blue<bit 
blue>)､靴￥5,800(コン
バースインフォメーショ
ンストア)､ブレスレット
￥3,800(キュベ<キュベ
>)､タンクトップ･ネック
レス／私物

映画のような
ゴージャス感！

部屋から海が見える部屋も！

kate spade 
new yorkの
レターセット 

1

kate spade 
new yorkの
ビーチサンダル 

2TED BAKER 
LONDONの
スマホケース 

3Bloomingdale'sの
バッグ＆ポーチセット 

4

↑右日本人にはビックリのアサリのサイズ！  大ぶりアサリのアドボ（19ドル）、左食べ応え
のあるロブスターに、少し柑橘系のソースが相性バツグン☆ ポーチドロブスター　カラマ
ンシー風味（65ドル）。ラズベリーのカクテル（●●ドル）も巴瑞季のお気に入り♥
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