
 

 

ご宿泊のお客様へ 

 

この度はプリンス ワイキキにご宿泊頂きまして誠にありがとうございます。 

 

当ホテルはお客様に快適にご宿泊頂ける空間を目指し、客室廊下用のエアコンで使用しているアラモアナタワーとダイアモンドヘッドタワー屋上

にある、空気調和機の取り換え作業を実施致します。 

 

2019 年 11 月 15 日（金）午前 8 時半から午後 1 時までの間、ヘリコプターを用いてアラモアナタワーとダイアモンドヘッドタワーの屋上に空

気調和機の運搬を行ないます。お客様の安全を確保するため、作業中はホテルの車寄せ及び全出入り口、５階のプールデッキ、プール、ジャグジ

ー、ヒナナバーを閉鎖します。KATSUMIDORI SUSHI TOKYO はランチタイムを休業し、ディナーは通常通り営業します。 

 

ご宿泊の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、上記作業時間をご考慮の上、当日のご予定の準備と計画をお願い申し上げます。当日ご出発の

お客様は、飛行機、また交通移動手段をご確認いただき、午前 8 時半前にチェックアウトを済ませて頂けますようご計画ください。また作業時間

中は、当ホテルへのアクティビティやツアーのシャトルバスの乗り入れが一切閉鎖される為、最寄りの集合場所へ変更し、午前 8 時半までにホテ

ルを出発してください。 

 

ホテル外のアクティビティとして、下記をご提案させていただきます。ご興味のある方はコンシェルジュにご相談ください。 

 Hawaii Nautical ドルフィンスイムをおひとり購入されると、もう一名様が無料。 

（当ホテル宿泊客限定価格です。空き状況によりご希望に添えない場合がございます。） 

 アラモアナショッピングセンター / ダイヤモンドヘッド ハイキング / スキューバーダイビング / サーフィンレッスン 

空港送迎のオプション 

 チャーリーズタクシー 29 ドル（税金・チップは含まれておりません）電話番号：808-233-3333 

 ロバーツハワイシャトル 電話番号：808-439-8800 

 ポニーズタクシー 電話番号：808-944-8282 

アラモアナ-ワイキキ間のホテルシャトルサービス運行スケジュール 

 午前 6 時半から午前８時半 その後午後 1 時半から通常運行致します。（※最終午後 7 時半） 

ホテル内アクティビティ 

 無料レイメイキング ロビーエリア 午前 9 時から午前 10 時半 

 無料ラウンジ ピイナイオボールルーム 午前 8 時半から午後１時  

 ワンハンドレッドセイルズ レストラン＆バーでの「ヘリコプターリフト」特別ドリンク 14 ドル 

尚、ヘリコプターでの運搬作業は天候により変更される可能性がございます。滞在中のお客様にはご迷惑とご不便をお掛け致しますが、何卒ご協

力、ご理解賜りますようお願い申し上げます。ご質問や何かお手伝いできることがございましたら、ホテルアシスタントマネージャー（内線 0）

までお問い合わせください。 

 

ジョシュア ハーグローブ 

総支配人 



 

Dear Valued Guest, 
 
As part of our ongoing efforts to ensure that our guests receive the best possible levels of comfort while doing our utmost to 

minimize our hotel’s impact on the environment, we have begun to replace the air handlers located on the rooftops of our Ala 

Moana and Diamond Head Towers that supply air conditioning for our guest room corridors. 
 
On Friday, November 15, 2019 from 8:30am to 1:00pm, we will be using a helicopter to lift and remove heavy equipment to and 

from the Ala Moana and Diamond Head Tower rooftops.  As a result, the hotel’s driveway and all hotel exits and entrances will be 

closed for this timeframe. The 5th floor pool deck, including the swimming pool, the Jacuzzi and the Hinana Bar, will also be closed 

during this time for safety reasons. Katsumidori Restaurant will be closed for lunch, but will be open for dinner.   
 
Due to this specialized project, we recommend that you plan your day around the above times.  If you are departing on this date, 

please note that you will not be able to exit the property for the duration of this helicopter lift and will need to depart prior to the 

8:30am start time to ensure your ability to get to your next destination.  Please note that if you are able to go off property for some 

fun activities before the start of this project, we highly recommend you do so.  If you already have pre-planned activities scheduled, 

please make sure you plan your shuttle pick up to be at another location and exit the property before 8:30am. 
 
For off property activities, here are some fun suggestions!  Please contact our hotel concierge team to book: 

 Hawaii Nautical- Buy One Get One for Dolphin Swim (Special offer for PW guests, based on availability on Nov 15, 2019) 

 Ala Moana Shopping Center 

 Hike Diamond Head Trail   

 Scuba Diving 

 Surf Lessons 
 
Airport Shuttle Service Options: 

 Charley’s Taxi – Flat Rate $29, not including tax and gratuity - Phone - 808-233-3333 

 Roberts Hawaii shuttle  - Phone: 808-439-8800 

 Pony’s Taxi- Phone 808-944-8282 
 
Hotel Shuttle Services will be on a modified schedule: 

 6:30am – 8:30am 

 Resuming at 1:30pm – 7:30pm 
 
On property offerings: 

 Complimentary Lei Making in the Lobby 9:00am – 10:30am 

 Complimentary Lounge in the Pi‘inaio Ballroom 8:30am – 1:00pm 

 Come try our “Helicopter Lift” specialty beverage at 100 Sails Restaurant ($14.00) 
 
The helicopter lift date is weather permitting and may change if the conditions are not acceptable on that day. We appreciate your 

understanding in this hotel improvement and apologize for any inconvenience it may cause.  
 
Sincerely, 

 

 

Josh Hargrove  

General Manager 

 

 

 




