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株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）は、H.I.S.ハワイ支店が中

心となって運用する Facebook ページ「いいね！ハワイ」のファンを対象に、「ハワイ好きが決める！ハワイ行くなら絶対外せないグルメ
投票キャンペーン」と題し、パンケーキやガーリックシュリンプ、肉料理などの中から、ハワイを訪れた際に必ず食べてしまう絶品グルメに投
票して頂きました。シルバーウィークでも人気方面ランキング第 1 位のハワイに注目です。 
＼ハワイ好きが決める！ハワイ行くなら絶対外せないハワイグルメランキング／：http://bit.ly/1JfkuLu 
シルバーウィーク旅行動向：http://www.his.co.jp/material/pdf/n_tr_20150831.pdf 
 

食欲の秋第 2 弾として、ソウルに続いて発表するグルメランキングは、老若男女、幅広い層に 
人気の海外旅行先、ハワイです。ハワイではファーストフードから高級レストランまで、幅広いグルメ 
を楽しめます。そこで「いいね！ハワイ」のファンに「アナタだからこそ知っているオススメのハワイグルメ」 
を募集したところ、ご参加頂いた方の 3 割が 20 回以上ハワイを訪れた経験があり、リピーター 
だからこそ知っている情報が多数集まりました。その回答から絶品グルメ 20 店舗を厳選し、 
投票頂いた結果は以下の通りです。 

堂々の 1 位に輝いたのは、ウルフギャングステーキハウスの「プライムステーキ」で、旨みと甘み 
が楽しめる 28 日間かけて熟成した肉が多くのハワイファンの支持を得ました。次いで 2 位に 
ジョバンニーズ・シュリンプ・トラックの「シュリンプスキャンピ（ガーリック・シュリンプ）」、3 位には        ハワイ・ホノルル（イメージ） 
ブーツ＆キモズの「パンケーキマカダミアナッツソース」と、いずれもハワイを代表する名店が上位にランクインしました。 

本キャンペーンの結果を受け、キャンペーン期間中に H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店にてハワイ旅行ご成約のお客様には、1 位に
輝いたウルフギャングステーキハウスのディナーを通常の半額でご提供する特別割引をご用意しました。また、2 位のジョバンニーズ・シュ
リンプ・トラックが 2015 年 7 月、新宿・歌舞伎町「Alee Beach(アリービーチ)」内に日本初上陸(※1)したことを受けて、9/13(日)
に H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店にて、ガーリックシュリンプを無料でお楽しみ頂ける試食会を実施します。ぜひ、ハワイ旅行の際には
今回のランキングを参考に、旅行の醍醐味の一つであるお食事もお楽しみ頂ければと考えております。 
【H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店】東京都新宿区新宿 3-17-2 ヒューリック新宿三丁目ビル 1F・2F 
 TEL：0570-08-1173 http://www.his-j.com/branch/hawaii/store_info/ 
 

 
≪投票キャンペーンランキング結果≫ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

【H.I.S. SNS ファン投票｜いいね！ハワイ編 ～食欲の秋 第 2 弾～】 

ハワイ好きが決める！ハワイ行くなら絶対外せないハワイグルメ 10 選 
人気第 1 位ステーキ店の半額割引、第 2 位ガーリックシュリンプの無料試食会開催！ 

 1 位 ウルフギャングステーキハウスの「プライムステーキ」 
ニューヨークの名門ステーキレストランに 40 年以上勤めたウルフギャング・ズウィナー氏が創業したお店。 
28 日間かけて熟成した肉は、旨みと甘みがあり極上ステーキが楽しめます。最上級黒毛アンガスビーフ
を熟成しオーダーを受けてからカットし、ステーキとして提供されます。 
「今年も春に食べに行きましたが、半端なくうまい！お値段もなかなかのものですが、絶対にハワイに行け
ば食べに行くべきです。」のように、噛めば噛むほど味い深くなる熟成肉にファンの支持が集まりました。 
住所：ロイヤル・ハワイアン・センターC 館 3 階 2301 Kalakaua Ave, Honolulu, HI 96815 

 2 位 ジョバンニーズ・シュリンプ・トラックのシュリンプスキャンピ（ガーリックシュリンプ）  
ノースショア・ハレイワを移動トラックで販売する、ガーリックシュリンプの先駆け的存在。トラックの外側に書かれた落書き
がトレードマークです。カラッと炒めたエビは殻まで丸ごと食べる事もでき、身はプリプリ！「ハワイに行ったら、必ず食べる１
品！これを食べなきゃハワイに行った気がしない(笑)」というように、リピーターに広く支持されました。 
住所：Kamehameha Hwy, Haleiwa, HI 96712 

1 位を記念して特別割引をご用意！この機会にハワイで「ウルフギャングステーキハウス」のステーキを楽しもう！  
【先着 50 名様限定！H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店限定受付】ウルフギャングの「ポーターハウス」プレミアムディナー $57（通常$114 の半額) 
9/9(水)～9/23(水・祝)の期間、成田・羽田発着のホノルルツアーをご成約のお客様限定で、特別価格にてプレミアムディナーをご予約頂けます。 
ハワイオススメツアー一例>> 成田発着 ハワイ 5 日間 8.88～22.9 万円 http://bit.ly/1FuDsK9 

(※1) ジョバンニーズ ジャパン（GIOVANNI’S JAPAN）:東京都新宿区歌舞伎町 1－17－11 プレーンシティ新宿ビル１Ｆ アリービーチ内 
営業時間:平日 18 時～翌 5 時(22 時以降 500 円(税別)のチャージ料金)、土日祝 12 時～15 時(土日祝のみランチタイム営業あり)、18 時～翌 5 時、定休日:なし 

2 位を記念してコラボイベントを開催！この機会に H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店で「ジョバンニーズ」のガーリックシュリンプを楽しもう！  
【先着 100 名様限定！H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店にて 9/13(日)正午よりガーリックシュリンプ無料配布開始】 
ジョバンニーズ・シュリンプ・トラックの「シュリンプスキャンピ（ガーリックシュリンプ）」を無料にてご提供します！ 
※お 1 人様 3 尾のご提供となります。 ※旅行のご予約が必須ではありませんので、お気軽に H.I.S.Hawaii 新宿三丁目店までお越しください。 
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【H.I.S.SNS 旅トレンド調査｜いいね！ハワイ編】 
ハワイ好きが決める！ハワイ行くなら絶対外せないハワイグルメランキング：http://bit.ly/1JfkuLu 

 
 

 3 位 ブーツ＆キモズの「パンケーキ マカダミアナッツソース」  
カイルアタウンにあるお店で、一番人気は特製マカダミアナッツソースがかかったパンケーキで、口当たりがふわっと軽く
大人気！甘すぎず、パンケーキはしっとりとしていて、たっぷりソースを付けて食べると絶品とのこと。 
「あちこち食べたけどここのが 1 番おいしかった～！時間かけても行く価値あり！」という声が集まりました。 
住所：151 Hekili street, Suite 150, Kailua, HI 96734 

4 位 レナーズの「マラサダ」 
ワイキキから歩いて 30 分ほどの距離
にある老舗ベーカリー。表面はカリッ
と、中がフワフワに揚がったドーナツに
砂糖をまぶしたものがマラサダで、注
文を受けてから揚げるので焼き立てを
味わえます。砂糖、シナモン、チョコレ
ート味の他、「今月の味」もあります。 
「アツアツふわふわで美味しかった
～！」「3 個は食べられる」というよう
に、おやつ感覚で気軽に買えるマラサ
ダが人気でした。 
住所：933 Kapahulu Avenue, 
Honolulu, HI 96816 

同率 5位 アイランドビンテー
ジコーヒーの「アサイーボウル」 
ロイヤル・ハワイアン・センター2 階
にあるコナコーヒー専門店。冷たい
アサイベリーのスムージーとグラノー
ラが絶妙です。新鮮なフルーツも
たっぷり入っているのでヘルシー♪ 
「いろんなところのアサイーボウルを
食べましたが、ここが Best です。
また行きます。」のようにファンを魅
了する味に票が集まりました。 
住所：2301 Kalakaua Ave, 
ロイヤル・ハワイアン・センターC 館
2 階, Honolulu, HI 96815 

同率 5 位 ハウツリーラナイ
の「クラシック エッグベネディ
クト」  
ニューオータニ カイマナ ビーチ ホ
テルのロビー階にある人気レストラ
ン。トーストされたマフィンにハムと
ポーチドエッグが乗ったエッグベネ
ディクトは、オランデーズソースと絡
めていただきます。「味といい、ロケ
ーションといい最高です！」という
ように、雰囲気も人気でした。 
住所：ニューオータニ・カイマナ・ビ
ーチホテル 1 階 
2863 Kalakaua Ave, 
Honolulu, HI 96815 

7 位 レイズ・キアヴェ・ブロイル
ド・チキンの「フリフリチキン」  
ワイキキから車で約 1 時間、ハレイ
ワで土日のみオープンする屋台で
す。特製ソースに漬け込んだチキン
を、炭火の上でコロコロ回転させな
がら焼きあげたお肉は、皮はパリパ
リ、中はジューシーで絶品です。 
「皮がパリパリ、病みつきになるスパ
イス」という声が集まりました。サーフ
ァーの憧れの地、ノースショアまでの
ドライブ時のランチにオススメ！ 
住所：66-19 Kamehameha 
Hwy. Haleiwa マラマ・マーケット
駐車場内 

8 位 ヤミーコリアンバーベキュ
ーの「ヤミースペシャル」 
アラモアナショッピングセンター内フード
コートにある人気店。ビビンバやユッ
ケジャンなど、韓国料理ではお馴染
みのメニューが揃います。オススメのヤ
ミースペシャルは、骨付きカルビに選
べるサイドメニュー4 品が付きボリュー
ム満点！「アラモアナのお昼は必ずコ
レ！」よいった定番ランチになっている
ファンも多いようです。 
住所：1450 Ala Moana Blvd, 
Ala Moana Shopping Center, 
Honolulu, Oahu, HI 96814 

9 位 チーズケーキファクトリー
の「ストロベリーチーズケーキ」 
ロイヤル・ハワイアン・センター内のレ
ストラン。オススメメニューは、店名に
もある通りチーズケーキ！メニューが
多く、チーズケーキだけでも 20 種類
ほどありますが、中でもイチオシは「ス
トロベリーチーズケーキ」。「ここのチー
ズケーキは本当に美味しい。生クリ
ームもたっぷりなところが嬉しい！」
「ハワイに行ったら絶対にここ！」とい
う声が寄せられました。 
住所：2301 Kalakaua Ave., 
ロイヤル･ハワイアン･センター1 階, 
Honolulu, HI 96815 

10 位 レインボードライブイン
の「ロコモコ」 
カパフル通り沿いに位置する 1961
年オープンの老舗レストラン。一押し
メニューはロコモコです。 
「ハワイの定番である、プレートランチ
でボリュームがあるハンバーグの肉肉
しさ、その上に乗っている目玉焼きを
割ってトロ～とした黄身をグレイビー
ソースと絡めて、かきこむ瞬間がたま
りません。」「これぞ Hawaiian の王
道プレート lunch！」といったファンの
声が届きました。 
住所：3308 Kanaina Avenue, 
Honolulu, HI 96815 

本件に関するマスコミからのお問い合わせ先 

株式会社 エイチ・アイ・エス 東日本地区 広報担当 ： 高司（タカジ） 

TEL：03-5908-2346  FAX：03-5908-2187 営業時間 平日）10:00～18:30、 土日祝） 休み 


