JALOALOカードプログラム加盟店 営業状況について
2021/4/1更新
通常営業（〇）、短縮営業（△）、休業・閉店（×）
ALI'I

店舗名

営業状況
△

営業時間

bloomingdales

ブルーミングデールズ

Halekulani

ハレクラニホテル

×

Michel's

ミシェルズ

△

17:00-20:30 （入店時間）第一日曜日 サンデーブランチ (10:00-13:00)

Neiman Marcus

ニーマンマーカス

△

月―土(11:00-18:00) 日 (12:00-18:00)

Roys Hawaiikai

ロイズハワイカイ

o

16:30-21:00 (LO)

Roys Waikiki

ロイズワイキキ

o

16:30-21:30

期間限定

特別提供

月―土(11:00-19:00) 日 (12:00-18:00)

オアフ島・グルメ

店舗名
100 Sails Restaurant & Bar

100セイルズレストラン＆バー

Aloha Salad

アロハサラダ

営業状況
△

営業時間
営業中だがブッフェ休止中のため特典利用不可
カイルア店 月-土（10:00-20:00）日（11:00-20:00）
カハラ店 月-土（10:00-20:00）日（11:00-19:00）

△

カポレイ店 月-土（10:00-20:00）日（11:00-19:00）
ミリラニ店 月-金（10:00-20:00）土（10:30-20:00）日（11:00-19:00）
パールリッジ店 月-金（10:00-20:00）土（11:00-19:00） 日（11:00-18:00）

×

ダウンタウン店 休業

Aloha Table

アロハテーブル

×

Arancino at the Kahala

アランチーノアットザカハラ

×

Arancino di Mare

アランチーノディマーレ

△

17:00-21:00 (Last seating)

Asahi Grill

アサヒグリル

△

ランチ(8:00-14:00) ディナー(17:00-21:00)

Atlantis Sea Food & Steak

アトランティス・シーフード＆ステーキ

×

閉店

bills Waikiki

ビルズ・ワイキキ

×

Blue Hawaii Lifestyle

ブルー・ハワイ・ライフスタイル

×

Blue Note Hawaii

ブルーノート・ハワイ

〇

ウェブサイトにてショースケジュールをご確認ください

Chart House

チャート・ハウス

×

4月再オープン予定

Camaron Shrimp

カマロン・シュリンプ・ワゴン

△

coffee or tea

コーヒー オア ティ ハワイ

△

マッカリー店（11:30〜21:00）

△

ワイキキ店（10:00〜19:00）

△

パールカイショッピングセンター店（11：00〜18:00）

△

カイルア店（9:00〜20:00）

土日(11:00-18:00) 平日は日により営業

Crackin' Kitchen

クラッキン・キッチン

△

12:00-22:00（ラストオーダー 21:30）

Cuu Long 2

クーロンII

△

月-火（8:00-16:00）水-土（8:00-19:00）日（8:00-15:00)

Deck.

デック

△

月・水・木・金（15:00-21:00）土・日(7:00-21:00) 火定休

Edge Of Waikiki

エッジ・オブ・ワイキキ

×

Gorilla in the Café

ゴリラ・イン・ザ・カフェ

×

閉店

Gyukaku

牛角

〇

カピオラニ店

〇

ワイキキ店

Hapas Pizza

ハパス・ピザ

Heavenly

ヘブンリー アイランド ライフスタイル

×

Hokus

ホクズ

〇

火~土(17:30-20:30) 日(9:00-13:00)

Honolulu Coffee

ホノルルコーヒー

△

ホノルルコーヒー エクスペリエンスセンター店(7:00-15:00)

△

モアナサーフライダー店 (6:00-13:00)

△

アラモアナ カフェ店(10:00-17:00)

△

アラモアナ キオスク店(10:00-17:00）

△

プリンスワイキキ店(6:00-12:00）

△

シェラトン プールサイド店(6:00-12:00）

日〜木(11:30-22:00) 金.・土(11:30-22:30) 要予約
日〜木(11:30-22:00) 金.・土(11:30-22:30) 要予約

×

×

休業中：シェラトン キオスク店、ダウンタウン店

Hula Grill

フラグリル

〇

7:00~21:00

Ice Monster Hawaii

アイス モンスター ハワイ

〇

11:00-22:00

Il Lupino

イル・ルピーノ・トラットリア＆ワインバー

〇

11:00-22:00

Island Vintage Coffee

アイランドビンテージコーヒー

△

ロイヤルハワイアンセンター店（6:00〜22:00）

△

アラモアナセンター店（10:00〜18:00）

△

コオリナステーション店（6:00〜15:00）

△

ハレイワ店（7:00〜15:00）

△

ワイキキ モナーク店（7:00〜20:00）

△

ワイキキ シーサイド店（10:00〜14:00）

△

アラモアナ ラナイ店（9:00〜19:00）

△

ケアモク店（月〜土：7:00〜19:00、日：7:00〜16:00）

△

カハラ店（9:30〜18:00）

Iyasume

いやす夢

5月末まで20%割引

Kai Market

カイ・マーケット

×

Kaimana Farm cafe

カイマナ・ファーム・カフェ

△

水-日（11:00-14:00、17:00-19:45）※店内飲食 14:00まで

Kani ka pila grill

カニ・カ・ピラ・グリル

×

2021年4月まで改装のため休業

Karai Crab

カライ・クラブ

△

水-月（17:00-21:00、20:00まで入店可、ラストオーダー 20:45）定休日：火曜
4/1-9/30
上期期間中ハワイ滞在中にハワイ店をご利用い
ただいたお客様にハワイの店舗にて日本帰国後
に日本の店舗でご利用いただける３０００円の
お食事券をプレゼント
（カードの保有枚数、来店回数に限らず、１グ

Katsu Midori Zushi

カツミドリ スシ トウキョウ

△

ランチ （11:30-14:30、ラストオーダー 13:45）
ディナー（17:30-21:30、ラストオーダー 21:00）（要予約）

ループ１回のみ）
関東地方外にお住いの遠方のお客様には現地に
てお客様情報を頂き、オリジナルギフトを日本
本社より発送させていただきます。
＊こちらの期間限定特別特典には限りがありま
すので、無くなり次第予告なく終了させていた
だきます。

KIRIN

キリン・レストラン

×

一時休業中

Mailan

マイラン

〇

10:00-21:30（20時以降の利用は要予約）

再開目途未定

macaroni grill

ロマノズ・マカロニ・グリル

△

日・月・火・水・木(11:00-21:00) 金・土(11:00-22:00)

Mariposa

マリポサ

×

Marugame Udon

まるかめうどん

〇

11:00~21:00

Meataly Boys

ミータリーボーイズ

△

11:30-19:00

Menya Le Nude

メンヤ レ ヌード

△

ランチ(11:00-14:00) ディナー(火−木：17:00-20:00、金−日：17:00-21:00) 定休日：月曜

Morning Brew

モーニング・ブリュー・コーヒー・ハウス＆ビスト
ロ

△

SALT (7:00-14:00)

△

Kailua (6:00-15:00)
月-木（16:00〜21:00）金-土（16:00-22:00）日（16:00-21:00）

Morton's

モートンズ・ステーキハウス

〇

Nikutaro

肉太郎

×

Paia Fish Market Waikiki

パイア・フィッシュ・マーケット・ワイキキ

〇

10:30~21:30

Paniolo

パニオロ

〇

月〜土（11:00〜20:00）日（11:00〜19:00）

P.F. Changs

P.F.チャンズ・チャイナ・ビストロ

×

2021年4月（予定）まで休業

Plumeria Beach House

プルメリア・ビーチ・ハウス

△

Phuket Thai

プーケット・タイ

△

11:00-21:00

RumFire

ラムファイヤー

△

ブレックファースト（7:00〜10:30）ランチ＆ディナー（11:30〜21:00）

Ruth's Chris

ルースズ・クリス・ステーキ・ハウス

〇

月−木(16:30-21:00) 金土(16:00-22:00) 日(16:00-21:00)

Sams Kitchen

サムズ・キッチン

△

17:00-21:00 定休：火水曜

Seaside Grill

シーサイド・グリル

〇

11:00〜17:30

Stripsteak

ストリップステーキ・ワイキキ

×

Suntory

燦鳥（サントリー）

△

Tanaka of Tokyo

田中オブ東京

△

ブレックファースト(7:00-11:00) ランチ(11:30-14:00) ディナー(17:30-20:30)
※ランチとディナーは火・水定休

現在アルコールの提供は22:00で強制的に
終了いたします。
アルコール類は22:00を過ぎますと
全てテーブル上から片付けさせて頂きます。

△

ランチ（11:30〜13:30）ディナー（17:30〜21:00）
West店（ダインイン：17:00〜21:00
テイクアウト：12:00〜14:00、16:00〜19:30）
セントラル店（ダインイン：17:00〜20:30）
East店（ダインイン：17:00〜21:00

△

テイクアウト：12:00〜14:00、16:00〜19:30）
月−金（ランチ：11:00-14:00、ディナー：17:00-20:00）

Taormina Sicilian Cuisine

タオルミーナ・シシリアン・キュイジーヌ

△

Teapresso bar2

ティープレッソ・バー2

〇

ピーコイ通り店

△

ビショップ通り店 8:00-17:00 土・日定休

△

ケアモク通り店 10:00-22:00

△

ワイアラエ通り店 10:00-21:00

△

ワイパフ店 11:00-20:00

〇

カポレイ店 日〜木(10:00-21:00) 金・土(10:00-23:00)

土日（ランチ：11:00-14:00、ディナー：17:00-21:00）
11:00-0:00

Tropical Tribe

トロピカル・トライブ

〇

7:00-18:00

Tsukune-Ya

つくね家

△

17:00〜21:00 月・火定休

Tsurutontan

つるとんたん

△

ランチ（11:00-14:00）ディナー（16:30-20:30）

vein

ヴェイン アット カカアコ

△

16:00-20:00

Wolfgang Stak House

ウルフギャング・ステーキハウス

△

11:00-22:00

Yu Chun Korean Restaurant

ユッチャン・コリアン・レストラン

△

11:00-20:00 (L.O. 19:30)

定休日：水日曜

オアフ島・ショップ

店舗名

営業状況

営業時間

88tees

エイティーエイティーズ

×

クヒオ店 移転、オンラインショップのみ営業

Abiste

アビステ

△

ハイアット店

△

プリンス店 (10:45-17:00)

△

11:00-19:00

Allure ＆ pineapple princess

アルアスイムウェア＆
パイナップルプリンセスランジェリー

(10:45-17:00)

新作10％OFF、その他20-30％OFF
定期便が飛ぶまでオンラインショップ10%オフ

Angel By The Sea

エンジェルズ・バイ・ザ・シー

x

オンライン営業のみ

Bell vie

ベル・ヴィー・ハワイ

△

11:00-16:00

Big Island Candy

ビッグアイランド・キャンディーズ

△

月−木（11:00-19:00）金土（11:00-20:00）日（12:00-18:00）

Bliss Closet Hawaii

ブリス・クローゼット・ハワイ

△

11:00-17:00

Bloomingdale's Kahala Choco

ブルーミングデールズ

Ｏ

コンシェルジェデスクにて15%割引券対応あり

Cookie Corner

ザ・クッキーコーナー

△

アラモアナセンター店 月-木 (10:00-19:00) 金土（10:00-20:00） 日(11:00-18:00)

△

シェラトンワイキキ店 月-木（12:00-18:00）金-日（11:00-19:00）

△

アストンワイキキ店 (10:00-19:00)

△

カハラモール店 月〜土(9:00-21:00) 日(9:00-18:00)

$100以上購入で日本への郵送無料
belle-vie.com 5/9まで
「1万円以上お買上げで1000円割引」クーポン
コード「JALOALO」をお会計の際に入力で割引
が適用

定休：月木

cross court

クロス・コート・ハワイ

×

閉店

Crush Waikiki

クラッシュ ワイキキ

×

閉店

△

ワード店（12:00~18:00）

×

シェラトン店 閉店

Diamondhead Chocolate Company
ダイヤモンド・ヘッド・チョコレート・カンパニー
DFS

T ギャラリア ハワイ by DFS

×

GAP

ギャップ／ギャップキッズ アラモアナ

△

11:00-19:00 （日のみ12:00-18:00)

Green Room

グリーンルーム・ギャラリー

△

10:00〜17:00

Hale Hana Waikiki

ハレ・ハナ・ワイキキ

月・火定休

$100以上で日本への送料無料

×

Hawaiian Happy Cakes (KCC) ハワイアン・ハッピー・ケーキ

〇

KCCファーマーズマーケット内、土(7:30〜11:00）

Hawaiian Quilt Collection

ハワイアン・キルト・コレクション

△

ロイヤルハワイアンホテル店（11:00-19:00）

Hawaiian South Shore

ハワイアン・サウス・ショア

〇

月〜土（10:30〜19:00）日（11:00〜18:00）

HIC

ハワイアン・アイランド・クリエーション

△

インターナショナルマーケットプレイス店(11:00-19:00)

△

アラモアナ店 (11:00-19:00)

△

カイルア店(10:00-17:00)

△

ハレイワ店(10:00-16:00)

Hilo Hattie

ヒロ・ハッティ

△

月〜木（11:00〜19:00）金・土(11:00-20:00) 日(12:00〜18:00)

Honolulu cookie Company

ホノルル・クッキー・カンパニー

△

アラモアナセンター店（月〜木：11:00〜19:00、金・土：11:00-20:00、日：12:00〜18:00）

△

インターナショナルマーケットプレイス店（金〜日：11:00〜19:00）

△

アウトリガーワイキキビーチリゾート店（11:00〜20:00）

△

ロイヤルハワイアンセンター店（11:00〜19:00）

△

サンドアイランドリテールストア（月〜金：10:00〜16:00）

×

その他店舗は休業中

IOLANI

イオラニ

△

10:00〜17:00（予約制案内）

Island Slipper

アイランド・スリッパ・ストア

△

ロイヤルハワイアンセンター店（11:00〜19:00）

△

アラモアナセンター店（月−木：11:00〜19:00、金土：11:00-20:00、日：11:00-18:00）

×

ロイヤルハワイアンセンター店

△

ダウンタウン店 火−金（12:00-16:00）

△

カカアコ店（11:00〜17:00）

△

ワイキキ店 (月−木:13:00~21:00、 金: 12:00-21:00 土日13:00〜21:00）

△

ハレイワ店 (10:00〜18:00）

△

12:00-17:00 定休：日曜

Island Soap & Candle

アイランド・ソープ＆キャンドル・ワークス

Kahala

カハラ

Kapalili Hawaii

カパリリハワイ

休業中

Kate Spade

ケイト・スペード・ニューヨーク

△

アラモアナセンター店（月〜木：11:00〜19:00、金土: 11:00-20:00、日：12:00〜18:00）

△

ロイヤルハワイアンセンター店（11:00〜19:00）

〇

9:00-15:00、土・日定休

Koaloha Ukulele

コアロハ ウクレレ

Kula & Ko

クラ＆コー

×

Lanikai Bath&Body

ラニカイ・バス＆ボディ

△

月-金（10:00-17:00) 土・日（10:00-16:00）

Leather Soul

レザー・ソウル

△

営業時間（11:00-19:00）

LeSportsac

レスポートサック

〇

Lilly & Emma

リリー＆エマ

×

オンラインショップのみ

Macys

メイシーズ

〇

月〜金：11:00-20:00、土：10:00-20:00、日：10:00-19:00

Maleko Coffee & Pastries

マレコ・コーヒー＆ペストリー

△

5:00-12:00 日定休

MALULANI

マルラニ・ハワイ

△

オンラインショップのみ

Marie's Health Foods

マリーズ・ヘルス・フード

△

電話注文またはオンラインショップのみ

Mark & Lona

マーク アンド ロナ ハワイ

×

Martin & MacArthur

マーティン＆マッカーサー

〇

店舗により

Matsumoto Shave Ice

マツモトシェイブアイス

△

10:00-18:00

Maxi

マキシ・ハワイアンジュエリー

△

12:00-17:00 日曜定休

Moni

モニ・ホノルル

〇

11:00~19:00

my pet designs

マイペットデザインズ

△

10:00-17:00、日曜定休

Nalu Hawaiian Spirit

ナル・ハワイアン・スピリット

x

オンライン営業

Northshore Soap Factory

ノースショア・ソープ・ファクトリー

△

月〜金 10:00-15:00、土 8:30-13:00

Old Navy

オールド・ネイビー

〇

10:00-21:00(曜日により閉店時間が19時や20時もあり）

Olive

オリーブ・ブティック

〇

10:00-16:00

ワイキキ店3月末に閉店

Oliver

オリバー・メンズ・ショップ

〇

10:00-16:00

ワイキキ店3月末に閉店

Pacific Harley Davidson

パシフィック・ハーレー・ダビッドソン

〇

IMP＆RHC 11:00~19:00 ヒルトン店オープン未定

Phiten Hawaii Official Retailer

ファイテン ハワイ オフィシャル リテイラー

△

10:00-17:00

Pineapple County

パイナップル・カウンティ

×

店舗改装中

Pure Stone Shop

ピュア・ストーン・ショップ

×

Red Bamboo

レッド・バンブー

〇

火−土（10:30-17:00）、日（11:00-15:00） 定休：月曜

Reyn Spooner

レイン スプーナー

〇

アラモアナ店 日〜水 (11:00~18:00) 木〜土 (11:00-19:00)

Splash Hawaii

スプラッシュ・ハワイ

△

カイルア店 (9:00-17:00)

△

ハレイワ店 (9:30-19:00)

△

カハラ店 月〜土(10:00-21:00) 日(10:00-18:00)

x

アラモアナ店

RHC店 月―土(11:00-19:00) 日(12:00-18:00)
アラモアナ店

(11:00-19:00)

2021年4月-9月
$100以上のお買い上げの方に通常のオリジナル
ギフトに加えて別に期間限定でシーズン別ノベ
ルティもプレゼント

営業時間もバラバラ IMP 月~金（11:00~17:00) 土日 (12:00~18:00)
オンラインショップ 25%オフ

閉店

Surf n Sea

サーフアンドシー

△

月-金（9:00-17:00）土・日（9:00-19:00）

Tori Richard's

トリ・リチャード

△

アラモアナ店 月〜土(11:00-19:00)、日(12:00-18:00)

△

ヒルトンハワイアン店(11:00-19:00)

△

ロイヤルハワイアン店（11:00-19:00)、月・木（12:00-18:00)

△

アウトリガー店(11:00-20:00)
11:00~19:00

Ukulele Puapua

ウクレレ・ぷあぷあ

〇

Unibazar

ユニバザー

×

VIM N'VIGOR

ヴィム＆ヴィガー

〇

オンライン特典あり

月〜木(9:00-19:00)、金・土(9:00-20:00)、日(11:00-18:00)
オアフ島・美容

店舗名

営業状況

営業時間

Aqua Nails

アクア・ネイルズ

△

10:00-17:00 日定休

Abasa Waikiki Spa

アバサ・ワイキキ・スパ

△

11:00-19:00(完全予約制）

Mandara Spa

マンダラ・スパ

〇

10:00-18:00

Nail Salon Ai

ネイル・サロン・アイ

〇

9:00-21:00 （19:00以降は完全予約制）

Refle

リフレ・ハワイ

△

10:00-22:00

オアフ島・サービス

店舗名

営業状況

Hawaii Palms English

ハワイ・パームス・イングリッシュ・スクール

Box Jelly

ボックスジェリー

JAL ABC

ジャル・エービーシー

JCL KEITAI HAWAII

JCL携帯ハワイ

Muumuu Rainbow
Poppins Keiki Hawaii

営業時間

〇

授業の時間はコースにより異なります。直接お問い合わせください。

ムームーレインボー

△

10:00-18:00

ポピンズ

△

プログラムにより異なりますので直接お問い合わせください。

日によりますので事前に確認お勧めします

オアフ島・交通

店舗名

営業状況

営業時間

Charley's

チャーリーズ・タクシー

〇

4月1日より空港―ホテル間、定額料金快晴

Roberts Hawaii

ロバーツ・ハワイ

△

混乗送迎再開だが定員の50％までの利用、オプショナルツアーは無し。プライベート送迎有り

オアフ島・体験

店舗名

営業状況
△

営業時間

Dimamond head

ダイヤモンドヘッド・ビジターセンター

6:00-16:00 (入山)、水定休

Lucky Strike

ラッキー・ストライク・ソーシャル

×

Missouri

戦艦ミズーリ記念館

△

火〜土 (8:00-16:00)

Pacific Memorial Park pearl harbor
パールハーバー・ビジター・センター

△

7:00-17:00（シアターのみ閉鎖）

Sealife park

シーライフ・パーク

△

金土日のみ営業

Waikiki Aquarium

ワイキキ水族館

×

Waikiki Trolley

ワイキキトロリー

△

パールハーバーツアーのみ予約受付
ハワイ島

店舗名

営業状況
△

営業時間

Big Island Candies

ビッグアイランド・キャンディーズ

月-金（9:00-16:00）土（9:00-17:00） 日（10:00~16:00）

Hawaiian Quilt Collection

ハワイアン・キルト・コレクション

×

King Shops

キングス ショップス

〇

Malibu Shirt

マリブシャツ

×

Reyn's

レイン スプーナー

△

Rays on the Bay

レイズ・オン・ザ・ベイ

×

Romano's Macaroni Grill

ロマノズ・マカロニ・グリル

△

日〜木(11:00-21:00) 金・土(11:00-22:00)

Sheraton Hoola Spa,

ホオラスパ

△

9:00-18:00

Tiffany

ティファニー

△

10:00-18:00

Tommy Bahama

トミーバハマ

△

11:00-18:00

Tori Richard

トリ・リチャード

△

10:00-17:00

UCC

UCC ハワイ

△

ショップ（9:00-16:00 土日定休）ツアーは前日までに予約要

Waikoloa Beach Resort Golf

ワイコロア・ビーチ・リゾート・ゴルフ

〇

9:30-21:30
金・土(11:00-18:00) 日(11:00-17:00)

ジュエリークリーニング特典一時中断

期間限定30%オフ特典ー詳細はお問合せ下さい

