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ニュースリリース
NEWS RELEASE
ラグジュアリー・ロウ

そこはハワイで一番贅沢な
ワールドクラス・ショッピング・エリア

ラグジュアリー・ロウ・アット・2100 カラカウア・アベニュー・ワイキキ

Luxury Row 
At

2100 Kalakaua Avenue
Waikiki

2020年5月15日に再オープン
【ハワイ州ホノルル】ラグジュアリー・ロウ・アット・2100 カラカウア・アベニュー ( 以下ラグジュアリー・ロウ ) は、2020 年 5 月 15 日に再オープンします。シャネル、

グッチ、モンクレール、ボッテガ・ヴェネタ、サンローラン、ミュウミュウ、ゴールデングースと世界一流ブランドのフラッグショップ・ストアが優雅に立ち並

ぶワイキキのランドマーク、ラグジュアリー・ロウ。ファッションに敏感なお客様が、贅沢な気品溢れるスペシャルなショッピングタイムを過ごせる特別な場

所です。まず一部店舗が先行再オープンし、引き続き他店舗も 5 月中に再オープンしていく予定です。公式サイト www.luxuryrow.com で営業時間や安全

ガイドラインなど再オープンの詳細をご覧ください。

ラグジュアリー・ロウ主要オーナーであるメトロポール・リアルティ・アドバイザーズ Inc. のロバート・シーゲルは次のように述べています。「ラグジュアリー・

ロウは、世界の有名ブランドを擁し、最高レベルのパーソナルサービスで皆様に卓越したショッピング体験をご提供する、特別な場所です。米疾病対策セン

ター（CDC）の新型コロナウイルス拡散防止対策に準じ、清潔な衛生環境と安全を徹底して、皆様にスペシャルで思い出に残るショッピング体験をしていた

だきたいと思っています。迅速安全なカーブサイド・ピックアップ、無料バレー・パーキング、専用エントランス、プライベート・エレベーターをご用意してい

ます。また、隣接するディーン＆デルーカやリッツ・カールトンホテル内の高級レストランのフード・ドリンクをピックアップすることもできます」。

各フラッグショップ・ストアは、独特で優美なデザインの 3 階建てタウンハウス・ビル内にあり、全店舗のエントランスはカラカウア・アベニューに面していま

す。ワールドクラスの各店舗でお買い物を楽しみながら、屋外の広々とした歩道や開放的な芝地を散策できます。「私たちはラグジュアリー・ロウでの贅沢

なショッピング体験を、パリのアベニュー・モンテーニュはじめ、ロンドンのボンド・ストリート、ビバリーヒルズのロデオドライブ、ニューヨークのマジソン・

アベニュー、日本の銀座や六本木ヒルズ、そして表参道ヒルズなど、世界で最も素晴らしいファッション・ストリートに匹敵するものに成し得ています。過密

な都市やショッピングモールを抜け出して自由になれる最適な空間、それがラグジュアリー・ロウです。今回、再びドアを開き、お得意様や新しいお客様、

そして 200 人以上の各店舗スタッフや運営に携わるスタッフを歓迎できるのをとても楽しみにしています」とロバート・シーゲルは話しています。
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ラグジュアリー・ロウ内各店舗中でもシャネル、グッチ、サンローランは最大面積を誇り、広々とした空間でグラマラスなショッピングを楽しめます。ここで

過ごす一日は、家族や友人と特別な時間をシェアすること。購入した服やアクセサリーを身につけるたびに、ラグジュアリー・ロウでのユニークなショッピン

グ体験を思い出すことができるのです。ホノルルのワイキキ・ビーチリゾート地の中心に位置するため、徒歩でも簡単にアクセスできる上に、お車でも、カピ

オラニ大通りを介せばワイキキの人混みや交通を迂回して楽にアクセスできます。その際は、リッツ・カールトンホテル入り口のラグジュアリー・ロウ VIP バレー・

パーキングをご利用ください。およそ 111,000 平方フィート ( 約 10312 平方メートル ) に及ぶ敷地内にワールドクラスのブランドが並ぶラグジュアリー・ロウは、

インターナショナル・トラベルの “ マスト・ディスティネーション ” です。

【 本 件 に関 するお 問い合 わ せ】

Nashimoto & Associates
1833 Kalakaua Avenue, Suite 201
Honolulu, Hawaii 96815 
Phone: (808)955-9361
Fax: (808)955-9742
Email: info@nashimoto.com

Luxury Row
Laurie Akau / Management Office
2100 Kalakaua Avenue
Honolulu, Hawaii 96815
Phone: (808)922-2246
Email: laurie.akau@cbre.com

虹のかかる透き通った青い空、どこまでも続くマリンブルーの海、椰子の葉が海風にそよぐ、楽園のリゾート、ハワイ。ワイキキのカラカウア・アベニューに
広がるラグジュリー空間、『2100 カラカウア・アベニュー』は、世界一流ブランドのフラッグショップ・ストアが優雅に建ち並ぶ、ワイキキのランドマークです。

『2100 カラカウア・アベニュー』が創り出す、贅沢な気品溢れるスペシャルな時間を、ぜひ体験してください。

Chanel 　シャネル
世界のトップファッションブランド、シャネル。上品でラグジュアリーなレディ・トゥ・ウェア、アクセサリー、シューズ、ファインジュエリー、ウォッチ、フレグランス、
コスメティックが並びます。

Gucci 　グッチ
ファッション業界を牽引し、革新的で、進歩的であるグッチは、ファッションに対する現代的なアプローチを再考します。クリエイティブ・ディレクター　ア

レッサンドロ・ミケーレの新たなビジョンのもと、21 世紀のラグジュアリーを再定義し、世界で最も魅力的なファッションブランドの一つとしての地位を確立

しています。折衷的、コンテンポラリー、ロマンティック—グッチ製品は、イタリアのクラフツマンシップを体現し、最高の品質と徹底したディテールへのこ

だわりを追及しています。

Moncler 　モンクレール
モンクレールは 1952 年にフランスのグルノーブル郊外に位置する、モネスティエ・ドゥ・クレルモンで設立され、現在はイタリアに本部を置いています。 本

格的なアウトドアに対応する高い機能性と圧倒的な技術力による品質の高さ、そして伝統的かつ革新的なファッション性を合わせ持つアイテムを幅広く展開

し、長年にわたり世界中の人々を魅了し続けています。

Bottega Veneta 　ボッテガ・ヴェネタ
ボッテガ・ヴェネタの新しい 4800 平方フィートのブティックでは、プレタポルテ、ハンドバッグ、宝飾品、靴、皮革製品やテーブル用品を含むメンズおよび

レディースそしてホームコレクションのフルラインを取り扱っています。ボッテガ・ヴェネタは 1966 年にイタリア・ベニス近くで設立され、今や世界的に有名

な高級ブランドです。主任デザイナーであるトーマスマイヤーの創造的才能からインスピレーションを得て、現在ではボッテガ・ヴェネタは控えめなエレガン

スと卓越した品質の代名詞となりました。
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 お 問い合 せ
マーケティング＆セールス

Miles Kinoshita

ラグジュアリー・ロウ

電話 : (808) 372-0503

Email: mtkmarketing@hawaii.rr.com 

管 理 事 務 所
Laurie Akau

ラグジュアリー・ロウ

Phone: (808) 922-2246

Email: laurie.akau@cbre.com 

 リースについて
Metropole Realty Advisors, Inc.

電話 : (212) 980-2427 

ファックス : (212) 980-2428

Email: info@metropolerealty.com 

 プレス＆メディア
Nashimoto & Associates

電話 : (808) 955-9361 

ファックス : (808) 955-9742

Email: info@nashimoto.com

Saint Laurent 　サンローラン
フランス・ファション界の大御所、イヴ・サンローラン・リヴ・ゴーシュ。鋭いファッションセンスのデザイナーとして、またトレンドセッター、贅沢なオ—トク
チュールのブランドとして根強い人気を誇ります。

Miu Miu     ミュウミュウ
ミュウミュウは 1993 年にミウッチャ・プラダにより設立。官能的であり、洗練されていながら、どこか飾らないスタイルを体現するミュウミュウ。独創的で知的、
独立心にあふれ、強い個性を備えた女性をイメージしています。

Golden Goose 　ゴールデングース
21 世紀の始まりと共に誕生したゴールデングースは、イタリアの熟練した職人の手仕事によって創られる製品を世に送ることで、最も成功しているイタリア
の独立系ブランドの 1 つとなりました。生活感や人生のあらゆる側面に寄り添っていることを表現するような靴や衣類の素材が特徴的です。 ゴールデングー
スの製品は、一つひとつイタリア職人の手仕事によって創られたもの。革新と永遠を信じているからこそ、クラシックを見直し、新しいクラシックを構想し
ながら、ブランドに取り入れ続けています。使用している素材は革の中でも最高品質を選定。細部まで注意を払うきめ細やかさにより、全てのスニーカーが
ユニークな仕上がりとなっています。 当ブランドのスニーカーは、特別なブラシ、トリートメントそしてクラフトマンシップにより、お客さまの好みに寄り添っ
た他とは一味違うユニークな形となるよう創られています。

営 業 時 間
10:00am 〜 10:00pm

バレ ー・パー キング
毎日 10:00m 〜 10:00pm の間、カライモク通り沿い正面車寄せで駐車係による無料のバレー・パーキングサービスを提供しております。

セルフ・パー キング
毎日 9:30am 〜 11:00pm の間、カライモク通りを渡った先にある、キングカラカウアプラザの駐車場をご利用いただけます。
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名称 : ラグジュアリー・ロウ

所在地 : 2100 カラカウア・アベニュー

 ホノルル、ハワイ 96815 

   

お問い合せ : Laurie Akau | ジェネラル・マネージャー

 電話 (808) 922-2246

ウェブサイト : www.LuxuryRow.com

ブティック : シャネル

 グッチ

 モンクレール

 ボッテガ・ヴェネタ

 サンローラン

 ミュウミュウ 

 ゴールデングース

営業時間 : 10:00am 〜 10:00pm   

   

パーキング : バレー・パーキング　毎日 10:00m 〜 10:00pm

 セルフ・パーキング　毎日 9:30am 〜 11:00pm　キングカラカウアプラザの駐車場

専属ブローカー : Metropole Realty Advisors, Inc. 

メトロポール・リアルティ・アドバイザーズ Inc.
ワイキキのラグジュアリー・ロウはじめ、カリフォルニア州ビバリーヒルズのロデオドライブ、ニューヨーク市５番街のマジソン・アベニューなどにある高級商

業施設の所有開発が専門で、35 年以上に渡る実績があります。ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス、ボストン、フロリダ、ハワイ、サンフランシスコを含

む米国主要都市の高級不動産の取得、開発、仲介、建設が主な事業で、クライアント / テナントのためにテナントのアカウントで最高の立地を取得すること、

世界クラスのブランドや開発業者のアドバイザーとして活動することを主眼としています。

ワールド・クラス・ショッピング

ワイキキの中心に位置するラグジュアリー・ロウ・アット・2100 カラカウア・アベニューは、世界一流ブランドが一同に会し、中には世界最大級のフラッグ

シップショップを展開しているブティックもある。シャネル、グッチ、モンクレール、ボッテガ・ヴェネタ、サンローラン、ミュウミュウ、ゴールデン・グースの

エレガントなブティックがあり、高級感あふれ、落ち着いた雰囲気をかもしだしている。

* 日本語、中国語、韓国語スタッフあり


