
店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
88ティーズ ショップ ファッション 10%引き 通常価格の商品10％割引
ABCストア ショップ コンビニ $100以上でプレゼント
H&M ショップ カジュアルウェア 20%引き(1点のみ)
T&C サーフ・デザイン ショップ サーフショップ 20%引き(T&Cのアパレル・アクセサリー）
Tギャラリア BY DFS ショップ 免税店 $200以上でプレゼント ゴディバチョコレート（２個⼊）
アイランド・ヴィンテージ・コーヒー ショップ カフェ/スイーツ $35以上で100%コナコーヒー1杯
アイランド・スノー ショップ スポーツ⽤品 $50以上で15%引き
アイランド・スリッパ・ストア ショップ サンダル 商品をお買い上げの⽅にギフト
アイランド・ソープ＆キャンドル・ワークス ショップ ルーム⽤品 $25以上お買い上げでギフト
アイランド・ソール ショップ 靴/ビーチサンダル $50以上でプレゼント
アイランド・ソール・メイツ ショップ 靴/ビーチサンダル $50以上でプレゼント
アウアナ・キルツ ショップ 雑貨/キルト $50以上で15%引き
アカクラ・ハウス ショップ 靴 5%引き
アクア・ブルー・ハワイ ショップ バッグ $350以上でプレゼント
アクセンツ ショップ おみやげ %50以上で$5引き
アップ・アンド・ライディング ショップ ファッション $50以上で15%引き
アニメーション・マジック ショップ 雑貨 「Little Miss」シリーズＴシャツを2枚購⼊で、Ｔシャツを1枚
アビステ ショップ 宝飾雑貨 ＄100以上お買い上げの⽅に、ギフト ♥フリーギフト プレゼント♥
アラウンド・ザ・パール ショップ アクセサリー サンライズシェル ネックレス が$25で！
アリゾナ記念館ブック＆ギフトストア ショップ おみやげ $25以上でプレゼント
アルア・スイムウエア ショップ ⽔着 10%引き 通常価格の商品10%割引。
アルター・エゴ ショップ カジュアルウェア 10%引き ショップオリジナル商品10％割引
アンテプリマ・ワイヤーバッグ ショップ バッグ $1000以上でプレゼント
イオラニ ショップ アロハシャツ ＄100以上お買い上げの⽅にギフト
ヴィヴィアン・ウエストウッド ショップ ファッション $400以上でプレゼント
ヴィズメ ショップ アパレル $100以上のお買い上げでオリジナルトートバッグ
ヴィム＆ヴィガー ショップ 健康⾷品/サプリメント 通常価格の商品10％割引。さらに＄75以上お買い上げの⽅にハワイアンエコバック。 ♥全商品♥ 10% OFF
ウェスタン・クラシックス ショップ 靴 商品10％ OFF！/モカシン・キーホルダー進呈
ウクレレ・ハウス ショップ ウクレレ $50以上でプレゼント
ウクレレ・ぷあぷあ ショップ ウクレレ $250以上でプレゼント $250以上のウクレレをお買い上げの⽅にウクレレギグバッグ ウクレレバッグプレゼント！！

エンジェルズ・バイ・ザ・シー・ハワイ ショップ ファッション $50以上で$10引き
＄50以上お買い上げの⽅に＄10引き。
さらにオリジナルショッピングバッグをプレゼント。

オアシス・ラフスタイル ショップ インテリア/雑貨 $100以上で$10引き
オーマイソール ショップ 靴 アメリカ限定や⽇本未発売モデルをゲット！/$50以上の商品をお買い上げの⽅にもれなく！
オールド・ネイビー ショップ ファッション 10%引き
オメガ・ブティック ショップ 時計/ジュエリー $6,000以上でプレゼント
オリーブ・ブティック ショップ 婦⼈服/アクセサリー 全ての商品10％割引
オリバー・メンズ・ショップ ショップ 紳⼠服/アクセサリー 全ての商品を10％割引
オリビア・ハワイアン・エアルーム・ジュエリー ショップ ハワイアンジュエリー オリジナル・ハワイアンジュエリー20% OFF！/Gucci、Luminoxなど10% OFF！
カハラ ショップ リゾートウェア 通常価格の商品10％割引
カハラ・スポーツウェア ショップ ファッション $75以上で10%引き
カハラモール ショップ ショッピングモール VIPショッピング・パスポート
カルバン・クライン ショップ ファッション $200以上で$20引き
キプリング ショップ バッグ $100以上で$20引き
ギャップ ショップ ファッション $100以上で$25引き
キューブ・コスメティックス ショップ 化粧品 5%引き
クラークス ショップ 靴 $100以上で20%引き
グリーン・ルーム ショップ ギャラリー/セレクトショップ ＄50以上お買い上げの⽅にギフト
ケイト・スペード・ニューヨーク ショップ ファッション 10%引き(1点のみ) 通常価格の商品15％割引（1アイテムのみ）
コール・ハーン ショップ ⾰製品 10%引き
ココ・コーブ ショップ コンビニ $50以上で$5引き
コナ・コーヒー・バター ショップ お菓⼦ 3個以上購⼊で 10%OFF
ザ・クッキー・コーナー ショップ お菓⼦ $100以上でプレゼント ＄50以上お買上げの⽅にクッキー
ザ・コーヒ・ビーン＆ティーリーフ ショップ コーヒー/紅茶 アイスコーヒSを$1で
ザ・コンプリート・キッチン ショップ 台所⽤品 $30以上でプレゼント
ザ・ビタミン・ショップ ショップ サプリメント $50以上で$10引き
ザ・ボディ・ショップ ショップ コスメティック 10%引き
ザ･シークローゼット ショップ 婦⼈服 ご利⽤代⾦より10%割引
サーフ・アンド・シー ショップ サーフショップ 15%引き(オリジナル商品・レンタル代⾦) SURF-N-SEAオリジナルアイテム15％割引
サンド・ピープル ショップ インテリア/⼩物/ジュエリー $30以上でプレゼント
サンリオ ショップ 雑貨 $25以上で10%引き
ジャパハ・インターナショナル ショップ 腕時計/アクセサリー 腕時計20％割引
シャビー・ルーム ショップ 雑貨/ギフト $50以上お買い上げで$5引き
スプラッシュ！ハワイ ショップ ⽔着 10%引き 通常価格の商品10％割引
セドナ ショップ 雑貨 商品10％割引 商品10％オフ！有名なスピリチュアルストアで/トートバックをプレゼント！
ソーハ・リビング ショップ 雑貨 15%引き
ダウン・トゥー・アース ショップ サプリメント/薬/健康⾷品 $50以上でプレゼント
ダウンタウン ギフティングス ショップ お⼟産 通常価格の商品10％割引



店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
タジ・クラブハウス ショップ ⼦供服 お買い上げの⽅にギフト
トゥルノー ショップ 時計 $1,000以上で$250引き
トリ・リチャード ショップ ファッション $100以上で10%引き 通常価格の商品10％割引
トレーディング・ポスト ショップ ハワイアン雑貨 ＄30以上お買い上げの⽅にオリジナルハンドメイドグッズ
ナル・ハワイアン・スピリット ショップ ファッション プレゼント エコバッグ＋NALU ステッカー 進呈！
ネオ・プラザ ショップ 健康サプリ/化粧品 $10以上でプレゼント
ノースショア・ソープ・ファクトリー ショップ スキンケア/バス⽤品 $35以上お買い上げの⽅に素敵なギフト
ノベルT・ワールド ショップ Tシャツ 通常価格の商品10%割引。
ハーゲンダッツ ショップ アイスクリーム 10%引き
パイナップル・カウンティ ショップ 婦⼈服/アクセサリー 通常価格の商品10％割引
パイナップル・プリンセス・ランジェリー ショップ レディスウェア 通常価格の商品10%割引&ギフト
ハウオリ・ワイキキ ショップ おみやげ/ギフト $100以上で$10引き
ハッピー・ハレイワ ショップ ファッション/おみやげ 10%引き
ハナ・ホウ・ヴィンテージ ショップ ビンテージウェア/雑貨 $50以上お買い上げの⽅に10％割引
ハパ・スタイル ショップ Tシャツ $40以上ご購⼊の⽅
ハミルトン・ブティック ショップ 雑貨 ストラップ5個購⼊で1つプレゼント

ハレハナ・ワイキキ ショップ クラフトレッスン
①⼿作り体験$5引き（スペシャルレッスンを除く）。
②商品10%割引（⼀部商品を除く）。

ハワイアン・アイランド・クリエーションズ ショップ サーフショップ 15%引き 定価商品を$50以上お買い上げの⽅15%割引
ハワイアン・キルト・コレクション ショップ 雑貨/キルト $50以上で15%引き ＄30以上お買い上げの⽅10％割引
ハワイアン・サウス・ショア ショップ サーフショップ ギフト
ハワイアン・ハッピー・ケーキ KCCファーマーズマーケット店 ショップ お菓⼦ 8OZ以上のケーキを2つ以上購⼊で、パンケーキミックス
ビッグ・アイランド・キャンディーズ ショップ お菓⼦ $100以上でプレゼント ＄100以上お買い上げの⽅にギフト
ビッグアイランド・ディライツ ショップ お菓⼦ 全ての商品15%割引
ピュアストーンショップ ショップ ジュエリー 全ての商品10%割引
ヒロ・ハッティ ショップ お⼟産 ＄25以上のお買い上げの⽅にチョコレートを⼀箱
ファイティング・イール ショップ ファッション 10%引き
プアラニ ショップ ⽔着 通常価格の商品をお買い上げでオーガニックトートバック 15%OFF
ファンクション・サーフ ショップ サーフショップ 限定Tシャツプレゼント！/manaブレスレット進呈！
フィリップ・リカード・ホノルル ショップ ジュエリー $250以上でプレゼント
フォリ・フォリ ショップ アクセサリー/時計/バッグ プレゼント ＄100以上お買い上げの⽅にギフト
ブティグルーヴ ショップ 婦⼈服/紳⼠服 ＄25以上お買い上げの⽅にオリジナルステッカー
フリップフロップ・ワークショップ ショップ サンダル 正規料⾦でサンダルを購⼊いただくと１パーツ
プリンセス・タム・タム ショップ レディースウェア 10%引き
ブルー・ハワイ・サーフ ショップ サーフショップ $100以上でプレゼント
ブルー・ハワイ・ライフ・スタイル ショップ カフェ 特定のメニューでコーヒー1杯 2品ご注⽂の⽅にコーヒーを1杯サービス
プロアマ・ゴルフ・ショップ ショップ ゴルフ⽤品 20%引き
ベアミネナルズ ショップ 化粧品 $75以上でプレゼント

ベルビー ショップ 化粧品 $20以上でプレゼント ＄50以上お買い上げで＄10引き
⼈気のコスメ「ハワイアン・ボタニカルス・シリーズ」！
★KauKauクーポン★/ʻAʼALAシリーズ$30以上お買い上げの⽅に

ホール・フーズ・マーケット ショップ スーパーマーケット $50以上でプレゼント
ホノルル・クッキー・カンパニー ショップ クッキー $25以上でプレゼント
ホノルル・チョコレート・カンパニー ショップ お菓⼦ 通常価格の商品10％割引。
ホノルル・ハーレー・ダビッドソン ショップ ファッション 10%引き 通常価格の商品15％割引。
ポルシェ・デザイン ショップ ファッションウェア/腕時計/バッグ/アクセサリー 15%引き
ホワイト・ハウス・ブラック・マーケット ショップ ファッション 10%引き
マーティン＆マッカーサー ショップ おみやげ $100以上で$10引き ＄100以上お買い上げの⽅＄10引き
マウイ・ダイバーズ・ジュエリー ショップ ジュエリー $150以上でプレゼント
マウイ・ダイバーズ・ジュエリー・デザイン・センター ショップ ジュエリー プレゼント
マキシ・ザ・ハワイアン・ラグジュアリー・デザイン ショップ ジュエリー $10引き(シルバー製品) ☆移転セール☆ゴールド10%OFF シルバー15%OFF

マキシ・ハワイアン・ジュエリー ショップ ハワイアンジェリー
シルバー商品15%割引、ゴールド商品10%割引。
※ゴールド商品、$500以上お買上げの⽅は15%割引。

マツモト・シェイブ・アイス ショップ 雑貨/かき氷 10%引き(オリジナルTシャツ)
マヌヘアリイ ショップ ファッション $50以上でプレゼント
マリーズ・ヘルス・フード ショップ おみやげ/サプリメント $30以上で5%引き 全ての商品５％割引
マリエオーガニクス ショップ コスメティック シャンプーまたはコンディショナー 進呈
マリノ・ハワイ ショップ 雑貨 $100以上で10%引き
マリブ・シャツ ショップ カジュアルウェア Tシャツ3枚でプレゼント
マルラニ・ハワイ ショップ パワーストーン ＄100以上お買い上げの⽅にモキハナブレスレット
ミューズ・バイ・リモ ショップ ファッション/婦⼈服 $70以上でトートバッグ ＄70以上お買い上げの⽅にオリジナルギフト
ミューズ・ルーム ショップ ファッション/雑貨 $70以上でトートバッグ
メイシーズ ショップ 百貨店 割引優待カード お買い上げ合計から10%割引、さらにギフトをプレゼント。
モニ・ホノルル ショップ ジュエリー 25%引き(ハワイアンジュエリー) お買い上げの⽅に⽇焼けスヌーピーステッカー 25％ＯＦＦ
モンブラン ショップ 時計/万年筆 刻印サービス
ユニバザー ショップ 婦⼈服 通常価格の商品10%割引
ラウレア ショップ ジュエリー/ハワイアンジュエリー/雑貨 ジュエリー50%引き、キルト40%引き
ラキ・ハワイアン・デザイン ショップ ハワイアンジェリー 通常価格の商品10%割引
ラニカイ・バス＆ボディ ショップ 化粧品 $20以上でエコバッグ ＄25以上お買い上げの⽅にオリジナルトートバッグ



店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
ラパルマドール パティセリー ショップ 洋菓⼦ ＄35以上のギフト品をお買い上げの⽅5%割引
ラブルネッサンス ショップ コスメ ＄300のスワネスコレクション（5点セット）を＄100で
ラリン ショップ コスメ ①ミニスクラブ２つ購⼊で １つ（$20相当） 無料進呈！/②$30 以上ご購⼊した⽅に！ギフト

リリー＆エマ ショップ 婦⼈服/アクセサリー
①＄50以上お買い上げの⽅にオリジナルエコバッグをプレゼント。
②＄100以上お買い上げの⽅は10％割引とエコバッグをプレゼント。

ルピシア・フレッシュ・ティー ショップ お茶/紅茶/茶器/茶道具 $50以上で10%引き
ルワナハワイ ショップ ファッション プレゼント ☆オリジナルギフト進呈☆
レアノグチ ショップ 絵画/⼯芸品 $100以上でプレゼント
レイレイ・ハワイアン・ジュエリー ショップ サンダル 通常価格の商品10〜20%割引
レイン・スプーナー ショップ ファッション $150以上で10%引き
レザー・ソウル ショップ 靴 $400以上でプレゼント ＄400以上お買い上げの⽅に、ギフト
レッド・バンブー ショップ インテリア/雑貨 通常価格の商品10%割引。
ロイヤル・セレクション ショップ 陶磁器 $200以上でプレゼント
ローカル・プロモーション ショップ サーフショップ $100以上でプレゼント
ロノ・ゴッド・オブ・ピース ショップ アクセサリー $200以上でプレゼント ＄200以上お買い上げの⽅にギフト
ワードビレッジ ショップ ショッピングモール VIPパスポート
ワイケレプレミアムアウトレット ショップ アウトレットモール VIPクーポンブック($5相当)
ワイパフ・ラケット・ショップ ショップ スポーツ⽤品 全ての商品15%割引、$30以上お買い上げでPropennテニスボール
源 吉兆庵 ショップ ジュエリー $30以上で10%引き
博⽂堂 Hakubundo ショップ 書店 10%OFF

VIPカーレンタルズ その他 レンタカー

①コンパクトカーレンタル、１⽇$49.95（税抜）!!
②コンパクトカーレンタル、３⽇$121.85（税抜）!!
③コンパクトカーレンタル、１週間$199（税抜）!!
④中型⾞レンタル、１⽇$59.95（税抜）!!
⑨ミニバンレンタル、１週間$399（税抜）!!
１ヶ⽉以上のレンタルで＄１５オフ

アクア・ネイルズ その他 ネイルサロン $50以上でプレゼント ⽉替わりデザインジェルスペシャル20%割引など
アバサ・ワイキキ・スパ その他 スパ 5%引き(50分以上のスパトリートメント利⽤時) ご利⽤代⾦から10％割引
アラモ・レンタカー その他 レンタカー ⾞種アップグレード、または⽇本語GPSをサービス
アラモアナ・ビーチ・サーフレッスン その他 サーフィン ハワイのキレイな海でサーフィン！
アリゾナ記念館 その他 博物館 ⽇本語ツアー参加者にポストカードセット
アロマ・アット・ホーム その他 スパ JALOALOだけの2時間スペシャルパッケージ＄130
アンプ サーフレッスン その他 サーフィン レッスン料⾦が最⼤で$20 OFF！＆無料送迎！
イオラニ宮殿 その他 史跡 ガイド付きツアーを$16.75で、オーディオガイド付きツアーを$11.75で

イリカイ・マッサージ・スパ その他 スパ
♥カップルロミロミ(60分)2名様♥が$199に！
⼤⼈気！スリミングパッケージが$99！/ロミロミ+1カ所スリム(75分)が$99に！

ウェット・アンド・ワイルド・ハワイ その他 ウォーターパーク アイランド・アドベンチャー・ゴルフを体験できる券のプレゼント
エバ・ビーチ・ゴルフ・クラブ その他 ゴルフ場 プレーのみ＄120、送迎付き＄125、プレーのみツーサム＄165
オアシス・スパ・フット・リフレクソロジー その他 スパ 全コース10%割引
オロマナ・ゴルフ・クラブ その他 ゴルフ場 プレーのみ＄95、送迎付き＄105
カフナ＆マナマッサージ その他 スパ お⼀⼈様 ロミロミ60分 $55！
カポレイ・ゴルフ・コース その他 ゴルフ場 ショップの買い物でプレゼント、レストランで10%引き プレーのみ＄170、送迎付き＄185
カワイイ・ハワイ・ツアー その他 ツアー 貸切ツアー♥３０分無料♥
キューブ・コスメティックス その他 スパ 10%引き(スパトリートメント料⾦から)
コ・オリナ・ゴルフ・クラブ その他 ゴルフ場 18ホールプレーでロゴ⼊りボール プレーのみ＄195、送迎付き＄215
コーラル・クリーク・ゴルフ・コース その他 ゴルフ場 1ラウンド利⽤で$30引き
ザ・カハラ・スパ その他 スパ トリートメント利⽤時、商品購⼊代から10%引き
ザ・スパ・アット・トランプ その他 スパ 15%引き(スパサービス)、10%引き(商品購⼊代)
サイクル・パラダイス・ハワイ その他 レンタサイクル ロコな⽳場で撮る★写真5枚進呈★
サンシャイン・マッサージ その他 スパ 全てのマッサージ 60分 75ドルが
シー・ライフ・パーク・ハワイ その他 アトラクション 10%引き(レストランでの⾷事代、おみやげ品の価格)
ジャルパック・トロリー その他 トロリー レインボートロリー（アラモアナルート限定）が乗り降り⾃由
ジュジュべ・ホリスティッククリニック＆サロン その他 スパ 『クレオパトラ・ラップ』が10%OFF ($165→$149)芸能⼈・モデルさんがリピート!
スパ・カカラ その他 スパ 5%(50分以上のスパトリーメントで) ご利⽤代⾦から10％割引
スパ・ピュア その他 スパ ペアスペシャル２.5時間お⼀⼈様＄160
スパ・ラ・キュール その他 スパ リカバリー$20引き、セレニティ$30引き
スワットガンクラブ その他 射撃 射撃コース30%オフ!!
戦艦ミズーリ号 その他 博物館 20%引き(⼊場料)

ゼン・リラクゼーション・ハワイ その他 スパ 65分以上のトリートメン利⽤で⾜マッサージサービス

ロミロミ+アロマボディトリートメントが＄４０オフ！
痩⾝リンパデトックス+ロミロミがなんと$75オフ！
⼥優の古村⽐呂さんが絶賛メニューが$53オフ！

潜⽔艦ボウフィン号 その他 博物館 33%引き(⼊館料)、10%引き(ギフトショップ)
タートルベイ・リゾート（アーノルドパーマー） その他 ゴルフ場 プレーのみ＄170、送迎付き＄185、プレーのみツーサム＄210、送迎付きツーサム＄250
タートルベイ・リゾート（ジョージファジオ） その他 ゴルフ場 プレーのみ＄125、送迎付き＄160、プレーのみツーサム＄145、送迎付きツーサム＄180
太平洋航空博物館パールハーバー その他 博物館 プレゼント
たっちゃん・シャトル・サービス その他 シャトル 特別価格！ たっちゃんと回るゴルフツアー！/☆ホテル〜空港への送迎☆
ダラーレンタカー その他 レンタカー JALOALO特別優待料⾦をご⽤意、JALマイルも加算できます
チアーズウェディング その他 ウェディング ♥スペシャルプラン（ウェディング）＄680♥



店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
チェイス・ハワイ・レンタルズ その他 レンタバイク オートバイすべて20％OFF！！
チャーリーズ・タクシー その他 空港送迎タクシー 空港送迎タクシーサービス 特別料⾦

ティアラ・フェイシャル・スキンケア その他 スパ
よくばり酸素導⼊フェイシャル 60分 $150⇨$99
リンパドレナージュ 60分$180→$99/コスメ全商品30％オフ！

ドール・プランテーション その他 おみやげ 15%引き
ドール・プランテーション・パイナップル・エクスプレス その他 列⾞ツアー 10%引き

トリニティ・ハワイ その他 スパ

ブライダル集中DX90分＄25オフ
全⾝ロミロミ&⼩顔コース90分が＄34オフ
ブライダル集中DXカップルコース90分＄65オフ！

ナ・ホオラ・スパ その他 スパ 10%引き(スパトリートメント料⾦/商品購⼊代) 時間限定でロミロミも20%OFF！/限定商品10％オフ！/時間限定で20%OFF！
ニッポンレンタカー その他 レンタカー ⼀般料⾦より＄10割引 1⽇⽬⇒7ドルOFF!!/安⼼＆お得！ハワイでレンタカーなら【ニッポンレンタカー】
ネイル・サロン・アイ その他 ネイルサロン $50以上ご利⽤で10%割引、2⼈同時ペディキュアで10本アート2⼈⽬無料など
ネイル・サロン・ココ その他 ネイルサロン $50以上でプレゼント $50以上のサービスでオリジナルネイルケアグッズをプレゼント KauKau限定★Cコース★$125/KauKau限定★Aコース★$100/【$50以上ご利⽤で】$5オフ
ネイルラボ その他 ネイルサロン 30%引き(ハンドネイルアート10本で) マニキュア⽤アート 30%割引、ペディキュア⽤アート $45、$50以上ご利⽤でギフト
ノア・フライング その他 スカイダイビング ⾶⾏後にログブックを進呈★
ハーツ・レンタカー その他 レンタカー 特別優待料⾦に加え、レンタル料⾦最⼤1⽇分無料！
パシフィックスカイダイビング その他 スカイダイビング ①約4300m以上の保証で ⇨$179+消費税/②約2440m〜約3050mの保証で⇨$149+消費税
ハッピー・ツアー その他 ツアー シンプルプラン＄320/スペシャルプラン＄585

ハナタクシー その他 タクシー
ワイケレ⽚道＄55/往復＄100（チップ込）or コオリナ⽚道＄80
往復＄160（チップ込） or カイルアビーチ⽚道＄55/往復＄100（チップ込）

ハワイ・プリンス・ゴルフ・クラブ その他 ゴルフ場 1ラウンド利⽤で15%引き プレーのみ＄105、送迎付き＄125
ハワイ・ラグジュアリー・カーレンタルズ その他 レンタカー 全商品10％OFF
ハワイVIPツアー その他 ツアー フライボードツアー30分コース/ワイケレシャトル送迎/ダイアモンドヘッドの⽇の出ツアー
ハワイＶＩＰツアー（ワイケレシャトル） その他 シャトル 断然に安い！
ヒーリングセラピー・グループ その他 スパ ロミロミ＆指圧 ６０分 ＄95→＄70
ビショップ・ミュージアム その他 博物館 20%引き(⼊場料)

フェイシズスタジオ アンド サロン その他 サロン

ハイビスカス・プラン♡ $599♡
カメハメハ・プランB♡$899♡
カメハメハ・プランA♡$799
Bath & Body Works のハンド・サニタイザー1個プレゼント❤
アロハ・プラン♡$399♡

プランツ・ビューティー その他 フェイシャルマッサージ バイオプランタ・トリートメントを$240で(通常$400)
プロジェクト エム その他 ウェディング ビーチフォトプラン☆/ガーデンウエディングフォトプラン

ペダル・ハワイ その他 レンタサイクル
①レンタル⾃転⾞ 10% OFF/③ホノルルツアー：３時間/$76→$68.4
④ノースショアツアー：７時間/$142→$127.8

ホク ワイヤレス その他 モバイル 激安Wi-Fiレンタル１⽇＄９→＄７！！
ホク・クラフト その他 アクティビティ レッスン$25以上受講の⽅にプレゼント進呈
ホノルル・オート・レンタル その他 レンタバイク スポーツトラック
ホリスティックガーデン その他 スパ ⾜ツボ/ボディ 20％ＯＦＦ（40分$36！）
マークフォトファクトリー その他 アクティビティ ベーシックプラン/スペシャルプラン/★専属カメラマンが撮る、ファミリー＆お友達プラン★
マカハ・バレー・カントリー・クラブ（イースト） その他 ゴルフ場 プレーのみツーサム＄90、送迎付きツーサム＄105
マンダラ・スパ その他 スパ 20%引き トリートメント20%割引
ミハナビューティー＆スパ まつげ本舗 その他 スパ まつエク80本 初回限定！$80→$55
メア・アロハ その他 アクティビティ ギフト♥無料進呈♥
モアナ・ラニ・スパ その他 スパ スパサービスが10%割引、商品10%割引

モアナ・ラニ・スパ その他 スパ

オリジナル⼟産 ５つお買い上げのうち、１つ無料進呈！
スパ1⽇パス 通常$45→$35に！
スパメニュー10％OFF
⼈気のヘブンリースパ・シグニチャー50分＆80分のコースが10％OFF
ライスフォースハイドラフェイシャル $221.73→$203.40
ロミ・ホオキパ 50分＆80分のコースが10％OFF
フェイシャルトリートメント  80分のコース10％OFF

モバイルセンターUSA その他 モバイル WiFiルーターレンタル⼀⽇$7.80!!

ラ・アケア・スパ その他 スパ
美容鍼治療50分 3回で$300/美容鍼治療80分 3回で$600/ロミロミ$130（50分）⇒ $99
⼩顔マッサージ （$65相当/20分）無料♪/KauKau限定☆コスパ⾃慢ロミロミ

ラウレア・スパ その他 スパ
リフレ・ハワイ その他 スパ 30%引き 通常料⾦より30%割引
ロイヤルクニア・カントリー・クラブ その他 ゴルフ場 プレーのみ＄110、送迎付き＄130、送迎付きツーサム＄135
ロータス・ハワイ その他 スパ 30%引き
ロバーツハワイ その他 空港送迎シャトルバス 空港送迎シャトルバス3-18％割引、8名様以上でチャーター便で送迎
ロミノ・ハワイ その他 スパ ご夫婦限定で$20割引
ロミロミ・ハナリマ・ヒーリング・センター＆スパ その他 スパ 60分以上のサービスで15分間のスチームバスが無料
ワイキキ・ランドロマット その他 クリーニング ⽔洗いが嬉しい♪お洗濯サービス
ワイキキトロリー その他 トロリー 10%引き(チケット代) 4⽇間4ライン乗り放題チケット、2枚⽬半額
ワイケレ・カントリー・クラブ その他 ゴルフ場 プレーのみ＄115、送迎付き＄135、送迎付きツーサム＄175
ワイケレ・プレミアム・アウトレット シャトルバス その他 シャトルバス シャトルバス特別料⾦＄16で送迎、アウトレット割引クーポンプレゼント
Izakaya レストラン 恒 レストラン ⾷べる 17:00〜22:00にご来店の⽅ 10%オフ/22:00〜深夜2:00にご来店の⽅ 20%オフ
ＪＪビストロ＆フレンチ・ベストリー レストラン ケーキ、スイーツ 店内のお⾷事で、お⾷事とお飲物代⾦から10%割引



店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
P.F.チャン レストラン 中国料理 15%引き ご利⽤代⾦から15%割引 メイン料理を２⽫注⽂で、前菜１⽫無料進呈！
アイホップ・ハワイ レストラン パンケーキ他 10%引き IHOPロゴ⼊りマグカップをプレゼント！
アイランド・ヴィンテージ・オーガニック＆ナチュラル レストラン カフェ $35以上でオーガニックティー1杯
アサヒグリル レストラン ハワイアン料理 お⾷事をご注⽂の⽅にソフトドリンク１杯をサービス
アトランティス・シーフード＆ステーキ レストラン インターナショナル ご利⽤代⾦から10％割引
アヌエヌエ・ティー レストラン カフェ カフェメニュー 10%オフ
アランチーノ・アット・ザ・カハラ レストラン イタリア料理 コースメニューでマカロン 4コースまたは5コースディナーご注⽂でウェルカムドリンク1杯ご提供
アランチーノ・ティ・マーレ レストラン イタリア料理 朝⾷のクレープにドリンクバー クレープをオーダーされた⽅は朝⾷15％割引 【KauKauクーポン】★アランチーノ・ディマーレ店限定★
アロハ・コーヒー・カンパニー レストラン カフェ ♥お会計♥ 10% OFF
アロハ・サラダ レストラン テイクアウト ＄9.95コンボミールお買い上げでソフトドリンクを1杯サービス
アロハ・テーブル・ワイキキ レストラン 創作ハワイアン料理 10%引き ご利⽤代⾦から10％割引
アロハ・ブリトー・ショップ レストラン メキシコ料理 トルティーヤチップス 進呈
いやす夢 レストラン おむすび専⾨店 伊藤園のお茶1⽸、またはお⽔1本をプレゼント
イル・ルピーノ レストラン イタリアン スペシャルサラミアペタイザーをサービス
ウルフギャング・ステーキハウス・バイ・ウルフギャング・ズウィナー レストラン ステーキ メインディッシュ2⽫でデザート 2つ以上のメインディッシュをご注⽂でデザートをサービス
えぞ菊 レストラン ラーメン メインディッシュ2つ以上のご注⽂で餃⼦を1⽫進呈
エッグスン・シングス レストラン パンケーキ 特製デザート  1つ進呈
エッジ・オブ・ワイキキ レストラン レストランバー お⾷事代⾦から15% 割引
オーガニック・カフェ レストラン カフェ/サプリメント 5%引き
オーガニックカフェ レストラン ヘルシーフード 全商品5％割引
オーシャナリアム レストラン インターナショナル ご利⽤代⾦より15%割引
陰陽カフェ レストラン アメリカ料理 20%引き
お好み焼き千房 レストラン お好み焼き メインディッシュにデザート 特選鉄板焼コース2名で$75!
カイ・マーケット レストラン ビュッフェ 15%引き お⾷事代⾦から15% 割引
カイワ レストラン ⽇本料理 10%引き ウェルカム・シャンパンまたはビールとアペタイザーをサービス ランチ★10% OFF★/ディナー★10% OFF★
カカアコキッチン レストラン プレートランチ プレートランチを10%割引
カフェ・グレース レストラン カフェ、パンケーキ ＄8 以上のお⾷事で、2品⽬のお⾷事代25%割引
カフェ・ジュリア レストラン カフェ 20%引き ⼣⾷時にお⾷事代のみ25％割引
カフェ・プルメリア レストラン レストラン&シェイブアイス ご利⽤代⾦から10％割引
カフェ・ミロ レストラン カジュアルフレンチ コースメニューでハウスワインorソフトドリンク コースメニューご注⽂でグラスワインかソフトドリンクをサービス
カライ・クラブ レストラン シーフード ⾷事代⾦から10%割引
キムカツ レストラン ⽇本料理 5:00PM前はソフトドリンク/デザート、以降のディナーは10%引き
⽜⾓・ワイキキ レストラン 焼⾁ 15%引き ソフトドリンク無料!!/キリン⽣ビール99セント!!
キリン・レストラン レストラン 中国料理 デザートサービス
グーフィ・カフェ＆ダイン レストラン ダイニングカフェ 10%引き
クーロンII レストラン ベトナム料理 ご利⽤料⾦から10%割引
クックー・ココナッツ・ワイキキ レストラン ハワイアン料理 ⽣ビールが１杯＄3！DFS隣にハワイ村出現！
クラッキン・キッチン レストラン シーフード、ケイジャン ご利⽤代⾦から１０％割引（フードのみ） お⾷事代１０％オフ！「もやさま」でも話題の/今だけ！テイクアウトなら 15% OFF！
グランド・カービング・ステーション レストラン プレートランチ 10% OFF！
コーヒー・ビーナリー レストラン コーヒー 朝⾷サンドウィッチ購⼊で 飲み物 $1 オフ/ドリンク10%OFF
ゴリラ・イン・ザ・カフェ レストラン カフェ ＄30以上お買い上げで特製ゴリラヘッドペンをプレゼント
ザ・ウィローズ・レストラン レストラン ハワイアン料理 ビュッフェランチ、またはビュッフェディナー代⾦から10%割引
ザ・コーヒービーン&ティーリーフ レストラン カフェ [KauKau]レギュラードリンクを＄0.50オフ！
ザ・ベランダ/ ビーチハウス・アット・ザ・モアナ レストラン レストラン デザート⼀⽫進呈
サーフ・ラナイ レストラン アメリカンパシフィックリム・フュージョン ランチ時メインディッシュ2⽫でデザート
サクラ・テラス レストラン カフェ 昼・夜全品10％オフ/アイスクリーム 無料サービス
サレントス・アット・ザ・トップ・ジ・イリカイ レストラン イタリア料理 メインディッシュ1⽫でデザート1⽫
シーサイド・グリル レストラン インターナショナル ご利⽤代⾦から10%割引
シーフード・ヴィレッジ レストラン 海鮮中華 ご利⽤代⾦から10％割引 ⾷事代⾦12%OFF
ジェイド・ダイナスティ・シーフード・レストラン レストラン 中国料理 デザートサービス
シャカ ポケ レストラン ハワイアン料理 ボトルウォーター1本進呈
ジャペンゴ レストラン パシフィックリム ご利⽤代⾦から10％割引 ディナー15% オフクーポン！ハイアットのメインダイニング「ジャペンゴ」で
ジャンバ・ジュース レストラン ジュース うれしい♥全商品20％OFF♥
ショア・バード・レストラン・アンド・ビーチ・バー レストラン バーベキュー 4:30PM以降のディナーのメインディッシュにデザート
⽥中・オブ・東京 レストラン 鉄板焼き 10%引き ⼣⾷時お⾷事代のみ10%割引
タオルミーナ・シシリアン・キュイジーヌ レストラン イタリアン メインディッシュ2⽫でデザート ランチ営業時間（11:00〜15:00）のご来店の際２０％の割引
チャート・ハウス・ワイキキ レストラン アメリカ料理 10%引き(メインディッシュの料⾦) メインディッシュ15%割引 お⾷事代 10%オフ！
チャンピオンズ・ステーキ＆シーフード レストラン ステーキ すべてのメニューが10% OFF！！
チョコハウス レストラン ⽇本居酒屋 ⽣ビールを＄1でご提供（最初の1杯）
つくね家 レストラン 和⾷ お⾷事をされた⽅に、エコバッグをプレゼント
ティープレッソ・バー レストラン カフェ 飲み物代⾦合計⾦額より25％OFF（スナック・⾷事除く）
テディーズ・ビガー・バーガーズ レストラン ハンバーガー ⼈気のテディーズで/朝⾷10％オフ！⼈気のテディーズで朝⾷！
トップ・オブ・ワイキキ レストラン アメリカ料理 15%引き お⾷事代10%OFF★絶景レストランクーポン★
トニーローマ レストラン バーベキューリブ メインディッシュ2⽫で前菜 お得なパーティープラン(お⼀⼈$30)＋⼤⼈気のオニオンローフ進呈！ご家族や幹事にうってつけ！
とんかつ銀座梅林 レストラン 和⾷ ⿊豚、ヒレカツ、または厚切りロースカツご注⽂で季節のアイスをサービス さっぱりデザート進呈！
箱根レストラン レストラン ⽇本料理 10%引き
パイズ デリ レストラン テイクアウト アーモンドクッキー進呈
パイナップル・ルーム・バイ・アラン・ウォン レストラン パシフィック・リム 4:00PM以降のディナー時メインディッシュ2⽫でデザート



店名・サービス名 カテゴリ 分類 JCB JALOALO カウカウ
ハウス・オブ・ウォン・レストラン レストラン ハワイアン料理 お⾷事代 10% OFF
ハウツリーラナイ レストラン カフェ ディナー限定メイン料理 15% OFF
パニオロ レストラン メキシコ料理 ブリトー、タコス、またはボールをご注⽂の⽅にチップスをサービス
ハパス・ピザ レストラン イタリアン お⾷事代から15％割引
パラダイスシーフード・マーケット＆レストラン レストラン シーフード お会計より
ビーチウォーク・カフェ レストラン カフェ ①サンドウィッチ ⼜はパニーニ/②12個マカロン購⼊で １個進呈
ビルズ・シドニー レストラン パンケーキ他 10%引き
ビルズ・ワイキキ レストラン インターナショナル、パンケーキ ご利⽤代⾦より10%割引 全メニュー 15% OFF （11:00am以降）
プーケット・タイ レストラン タイ料理 メインをご注⽂の⽅に、タピオカデザートをサービス お会計より10% OFF
フォー・ファクトリー レストラン ベトナム料理 フォーファクトリー、カレーカフェ共通★レギュラードリンク進呈★
フォーティ・キャロッツ レストラン 創作料理 お⾷事代 10％ OFF
フラグリル・ワイキキ レストラン シーフード料理 メインディッシュにデザート
プリマ レストラン イタリア料理 10%引き
プリンスコート レストラン ビュッフェ 10%引き ビュッフェご利⽤代⾦から10%割引
ブルーウォーターシュリンプ＆シーフードマーケット レストラン ガーリックシュリンプ ⼈気のガーリックシュリンプなど＄２割引き！
ブルーハワイ・ライフスタイル レストラン カフェ 『ライオンコーヒー』を無料進呈 Sサイズ１杯（$3.50）
プルメリア・ビーチ・ハウス レストラン インターナショナル ご利⽤代⾦から10%割引
フレスコ・イタリアン・レストラン レストラン イタリア料理 ディナーのメインディッシュ2⽫でシャーベット
ヘブンリー・アイランド・ライフスタイル レストラン オーガニック/アイランド・スタイル 10%引き
ホクズ レストラン パシフィック・リム ご利⽤代⾦から10%割引 ※ビュッフェメニューも含む
ボドナムチプ レストラン 韓国料理 チャプチェ１⽫進呈
ホノルル・バーガーカンパニー レストラン ハンバーガー 10%オフ ＋ オリジナルＴシャツ  $3オフ
マイラン レストラン ベトナム料理 お⾷事をされた⽅にフルーツをサービス
マック・トゥウェンティーフォー・セブン レストラン パンケーキ 名物特⼤パンケーキも20%OFFに！
マリポサ レストラン パシフィック・リム 5:00PM以降ディナー時メインディッシュでデザート ⼣⾷時メインディッシュをご注⽂でデザートをサービス
まるかめうどん レストラン うどん うどんのオーダーでソフトドリンク⼀杯無料サービス
都レストラン レストラン ⽇本料理 10%引き ご利⽤代⾦から10％割引
メキシコ・カンティーナ レストラン メキシコ料理 10%オフ！オーシャンビューテラスが⾃慢
メンチーズ・フローズンヨーグルト レストラン フローズンヨーグルト ご利⽤代⾦から10％割引
モートンズ・ザ・ステーキハウス レストラン ステーキ メインディッシュにデザート メインデッシュ2⽫ご注⽂でレモンスフレをサービス
モーニング・ブリュー・コーヒー・ハウス＆ビストロ レストラン カフェ お⾷事・飲み物代⾦から20％割引
ユッチャン・コリアン・レストラン レストラン 韓国料理 AセットかBセットご注⽂でソフトドリンクを1杯サービス
ヨーグル・ストーリー レストラン カフェ メインディッシュをご注⽂で２つ⽬が半額
ライアンズ・グリル レストラン アメリカ料理 10%引き
ラニカイ・ジュース レストラン ジュース スムージーボールお買い上げで1トッピングプレゼント
ラムファイヤー レストラン インターナショナル お⾷事代⾦から15% 割引
ルースズ・クリス・ステーキ・ハウス・ハワイ レストラン ステーキ メインディッシュ2⽫で前菜 メイン・ディッシュを2⽫以上ご注⽂でアペタイザーをサービス
レイジング・クラブ レストラン シーフード お⾷事代が 10％OFF (上限$100までが割引対象）
レインボー・ドライブ・イン レストラン プレートランチ カウカウ読者限定★エコバッグ進呈！
レストラン・サントリー レストラン ⽇本料理 ランチにメインディッシュでデザート、ディナーで10%引き ディナー10％割引
レストラン吉家 レストラン ⽇本料理 10%引き
レッド・スタンド・カフェ レストラン カフェ お会計より
ロマノズ・マカロニ・グリル レストラン イタリア料理 メインディッシュ2⽫でデザート メインディッシュを2⽫以上ご注⽂でデザートをサービス
ロンギーズ・アラモアナ レストラン イタリア料理 5:00PM以降ディナー時メインディッシュ2⽫でデザート
ワイオル・オーシャン・ビューラウンジ レストラン インターナショナル料理 20%引き
⼀⼒ レストラン 和⾷、鍋 お鍋2個以上注⽂されたテーブルにデザートサービス
喫茶店カフェ レストラン カフェ お⾷事・飲み物代⾦より20%割引（イートイン・テイクアウトも対象）
紅花オブ東京 レストラン 鉄板焼き 創業50年の本格鉄板焼レストラン！
焼⾁ 吉 レストラン 焼⾁ ★無料送迎★ 団体様でもOK/③US和⽜セットコース ＄140→＄130
甚六パシフィック レストラン 鉄板焼き・お好み焼き ⽩⽟あずき・特製ミルクプリン・コーヒー のいずれか1品をサービス！
⼤阪鉄板焼 河野 レストラン 鉄板焼き おつまみ ４種盛り ＋ ⽣ビールSET $12.45 →$9.99！！
⼤衆鮨居酒屋・ちょこ レストラン 和⾷ お⾷事代⾦10％オフ！ローカルが集う居酒屋
茶の間 レストラン 和⾷ 合計⾦額から15％割引
北京（ベイジン） レストラン 中華料理 ウェディング北京ダックBディナー＄45/コースを選ぶプラン☆8名以上で個室無料予約
踊⼦ レストラン 和⾷ お⾷事代⾦ 10％OFF
六⾓浜かつ レストラン とんかつ アイスクリーム進呈
和さび レストラン 和⾷ デザート 進呈
餃⼦の王将 レストラン 餃⼦ お⾷事代⾦10%オフ！やっぱり王将！/餃⼦・枝⾖・ビールセットが$9.99/餃⼦1⼈前無料！時間限定


