
2022年 7月 13日 

報道関係各位   

横浜ワールドポーターズ 

 

ハワイ気分を満喫するショッピング＆トロピカルメニュー 「ハワイアンタウン」10 周年  

「Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary」開催 

2022 年 7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水） 

 

みなとみらい 21 地区の大型商業施設・横浜ワールドポーターズでは、2022 年 7 月 16 日（土）よりハ

ワイアンファッション・雑貨・食品・飲食店などが集まる「ハワイアンタウン」が 10周年を迎えること

を記念し、「Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary」を開催します。室内型ふれあい動物施設「アニ

タッチ みなとみらい」では、ハワイのイメージ溢れるフラワーバスに入ったカピバラを“ゼロ距離”で

見ることができるなど、全館でハワイ気分を満喫できるイベントを実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハワイアンタウン」は、“Real Core Hawaii（リアル コア ハワイ）”をコンセプトに、ハワイの街

並みを再現した館内施設として 2012 年にオープンしました。売場面積 1,500 ㎡を超えるスペースには、

ハワイアンファッション・雑貨・食品・飲食店など 12店舗が集まっています。秘伝のローストガーリッ

クを使用したガーリックシュリンプが人気の BLUE Water Shrimp（ブルーウォーターシュリンプ）はタウ

ンオープン時に日本初出店だった人気店舗です。創業 70 年を迎えるハワイの老舗ベーカリーLeonard's

（レナーズ）は、10年にわたって日本唯一の店舗として高い評価を得ています。 

1881 年にハワイ王国のカラカウア国王が来訪して以来、横浜とハワイは深い繋がりがあると言われて

おり、横浜市にはハワイ関連の施設やサービス、ハワイアンダンス教室など数多く存在しています。横浜

ワールドポーターズでは、日本にいながらも親子やカップルで気軽に本格的なリゾート気分が楽しめる

イベントを期間中に数多く行い、コロナ渦から回復しつつある国内レジャーを盛り上げます。 

  

News Release 

「Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary」 
キービジュアル 

1992 年生まれの神奈川県在住イラストレーター 
tama5（たまご）さんによるイラスト 

ユニークな室内型ふれあい動物施設 
「アニタッチ みなとみらい」 
フラワーバスに入ったカピバラも 

10 周年をお祝い 



記 

 

■Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary 

・日時：7月 16日（土）～8月 31日（水） 

・内容：「ハワイアンタウン」が 10周年を迎えることを記念し、期間中は施設全体でリゾート気分が味わ

えるイベントを多数実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜期間中のおもなイベント＞ 

■ Rainbow Fair 

・日時：7月 16日（土）～18日（月・祝） 

・内容：アニバーサリー最初の 3日間限定で、超限定アイテム販売やレインボーにちなんだ商品、「デカ

盛り」限定メニューなどを提供。7 月の 3 連休は超お得な「デカ盛り」で暑さを吹き飛ばしてください。 

 

＜レインボー商品＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パワーストーンジュエリーブラ

ンド MALULANI HAWAII（マルラニ

ハワイ）ではラインストーンを 7

個使用したレインボーカラーの

ブレストレット（11,000 円）を

限定 10点で販売 

砂糖不使用の超濃厚バナナジュ

ースなど美味しいドリンク屋さ

ん ROAR BROTHERS（ロア ブラザー

ズ）では 3日間限定で天然色素を

使用したカラフルなラテアート

（528円）を提供 

Leonard's からは初登場のクリー

ム 3種入りの Leanard's Rainbow 

BOX（1,440円）を提供。香ばしい

風味のピスタチオ、優しい甘さの

紫いも、フルーティーな香りと酸

味のパッション＆オレンジの限

定クリーム 

※なくなり次第終了 

Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary 
「ハワイアンタウン」 

バニヤンツリーフォトスポット イメージ 
 
 

Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary 
「ハワイアンタウン」 
エントランス イメージ 

 



＜デカ盛り＞                       ＜限定メニュー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■トロピカルメニュー 

・日時：7月 16日（土）～8月 31日（水） 

・内容：アニバーサリー期間中、トロピカルをテーマとした限定メニューが多数登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本格的なハワイアン料理が手軽

に楽しめるハワイアンカフェ イ

ムアからは、見た目も鮮やかなシ

ェイブアイス（380 円）を提供。

お手頃サイズに練乳がかかって

おいしさ UP 

パンケーキやロコモコなどロー

カルフードの HALENOHEA（ハレノ

ヘア）からは、マンゴーとココナ

ッツミルクのトロピカルテイス

ト満点のマンゴーチーズケーキ

（720円）を提供 

無添加スムージーとフレッシュ

ジュース専門店 GOKUGOKU（ゴクゴ

ク）からは、定番人気のゴクゴク

ミックスにマンゴーを加えたト

ロピカルな特別メニュー「トロピ

カルミックス」（916円）を提供 

爽やかでまろやかな味わいが特

徴のアメリカ生まれ沖縄育ちの

アイスクリーム専門店ブルーシ

ールでは通常 1,600 円の商品が

1日 10食限り 1,000円で「デカ

盛り」提供。お好きなアイス 6個

とソフトクリーム 1つ選べる 

三崎のまぐろ問屋直営の廻転寿司

店・まぐろ問屋 三浦三崎港では、

まぐろで作った肥料で育てたきゅ

うりと名物のとろひっかきにイク

ラをふんだんに乗せた「デカ盛り

とろきゅうのこぼれイクラ」（730

円/各日 10皿限定）を提供 

BLUE Water Shrimp からは「ガーリ

ックシュリンプ＆ビーフパイナッ

プル煮カレー」（1,010円/各日 10皿

限定）を提供。10時間パイナップル

で煮込んだ牛肉や牛すじをカレー

に。ガーリックシュリンプは 10種の

調味料でマリネした限定の味 



 

■カピバラのフラワーバスタブ 

・日時：7月 24日（日）、31日（日） 

8月 7日（日）、14 日（日）、21日（日）、28日（日） 

各日 12:00～16:00に 2回実施予定 

・場所：アニタッチ みなとみらい 

・内容：伊豆シャボテン動物公園がプロデュースするふれあい動

物施設「アニタッチ みなとみらい」では、優雅なお風呂につか

るカピバラたちの姿を“ゼロ距離”で見ることができます。期間

中、猫足のバスタブに花びらを浮かべた優雅な入浴をお楽しみ

ください 

・価 格:大人（中学生以上）1,800円/4歳〜小学生 1,000円/3歳以下 無料 ※休日料金 

※カピバラの体調や機嫌により実施回数の変更、または中止になる場合がございます。入場制限を実施する場

合がございます。動物が主体のイベントとなるため、内容・スケジュールが予告なく変更・中止になる場合が

ございます。 

 

 

 

■みんなで作ろう!巨大レインボーアロハシャツ制作＆展示 

・日時：8月 11日（木・祝）～10月 31日（月） 

     8月 11日 11:00～お客様参加ワークショップ 

13:00～完成披露 

・場所：2階 汽車道側正面ゲート前 

・内容：ハワイアンタウン 10周年を記念して巨大アロハシャツ

を制作。横浜美術大学と NPO 法人協力のもと、破棄される予定だ

った古布などを使用した、“アップサイクル”なアート作品を創

り上げることで、SDGsの目標達成に貢献いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ART SHOW One Day Only 

・日時：7月 23日（土）、24日（日） 10:30～21:00  

アーティスト来店時間 10：30～19：00（予定） 

・場所：2階 汽車道側正面ゲート 特設コーナー 

・内容：ハワイからメッセージヒーリングアーティスト Kyox 

    さんをお招きし、ポップカラーアートを展示・販売 

  

 
当社では、２０３０年までに取り組むべき地球規模の１７の目

標“ＳＤＧｓ”に向けて、全社を挙げて取り組んでいます。今回

の取り組みが該当する開発目標は、右図の通りです。 

 

 

 



■Hawaiian Jewelry market 

・日時：8月 15日（月）～8月 21日（日）11:00～19:00 

・場所：2階 汽車道側正面ゲート横 特設会場 

・内容：館内のハワイアンジュエリー店舗が期間限定で集合。 

・参加：ハワイアンジュエリーhoo（フー）/サーフ系・アメカジ 

系アクセサリーRECHARNE（リシャルネ）/「ハワイアン 

タウン」のローカルブランド 

 

 

■フラダンス・タヒチアンダンスショー 

・日時：7月 23日（土）、24日（日）、30日（土）、31日（日） 

8月 6日（土）、7日（日）、20日（土）、21日（日） 

各日 14:00～、16:00～ 約 20分間 

・場所：ハワイアンタウン スタジオカプア 

・内容：フラダンスやタヒチアンダンスを観覧無料でご提供 

 

 

※上記イベントは一例です。その他イベントについては「Hawaiian Town 10th Rainbow Anniversary」

特設サイト（https://ywphaiian10th.jp/）またはホームページ（https://www.yim.co.jp/）をご覧くだ

さい。 

※本資料価格はすべて税込表示（イートイン、テイクアウトで違う場合はイートイン価格）。/写真はすべ

てイメージです。                                        

以上 

親子でたっぷり遊べる横浜ワールドポーターズ 

親子で楽しむレジャーといえば何を思い浮かべますか？ 

動物園、水族館、映画館、アスレチック、ボルダリング、キ

ャラクターショップ、ゲームセンター、バーベキュー、ショッ

ピング＆グルメが定番ではないでしょうか。 

 

実は、延床面積 10万 m²を誇る横浜ワールドポーターズでは、

室内型動物ふれあい施設「アニタッチ みなとみらい」や新し

いスタイルの水族館「UWS アクアリウム アンダーウォーター

スペース」をなど、さまざまなレジャーが楽しめます。 

 

2022年 3月にオープンした人工芝を敷き詰めた開放感あふれるカフェ「アソビバークカフェ」（写

真）では、ツリーのオブジェやブランコのフォトスポット、ミニアスレチックなどが親子で楽しめま

す。7月 7日にオープンした「バンダイナムコ Cross Store」には、バンダイナムコグループ初の公

式ショップも出店しました。 

 

 

報道関係窓口 

イオンモール株式会社 横浜ワールドポーターズ 広報担当 小谷野（こやの）、黄木（おうき） 

〒231-0001 横浜市中区新港 2-2-1／TEL:045-222-2099 

または  

横浜ワールドポーターズ 広報事務局：蔭島（かげしま） 

TEL:090-2147-4572 e-mail:ywp@kage-pr.co.jp 

https://ywphaiian10th.jp/
https://www.yim.co.jp/

