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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

2021ミスハワイUSA＆ミスハワイ•ティーンUSAコンテスト
12/9•10 KHONとKHIIでテレビ放送/ライブストリーミング

ラグジュアリー・ロウがコンテストのタイトルスポンサーに
2021ミスティーンUSAに輝いたミスハワイ•ティーンのキラニ•アルーダも登場

【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、2021年度ミスハワイUSA & ミスハワイ•

ティーンUSAコンテストの冠 (タイトル )スポンサーとして、KHONとKHII でテレビ放送およびライブストリーミングされるショーをホスティングします。放

送は12 月9日にミスハワイ•ティーンUSA、10日にミスハワイUSAコンテストとなり、ラグジュアリ•ロウー館内から放送されます。

女性たちが個人的にも社会的にも、そして人道面においても人生のゴールを達成できるよう尽力するミスハワイUSAの使命を、ラグジュアリー •ロウが熱意

を持ってサポートします。

前年度2020年大会の参加スポンサーでもあったラグジュアリー•ロウは、コンテスタントらをシャネル、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各旗艦店に招待し、ラグジュアリーなショッピング体験を提供してきました。2020ミスハワイ•ティーンとなったキラニ •ア

ルーダは見事2021ミスティーンUSAの座に就き、2020ミスハワイのサマンサ•ネイランドは2021ミスUSAのトップ10に入りました。ラグジュアリー•ロウは、

彼女らに、心からの祝福を贈ります。

【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

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。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。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。
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Chanel 　シャネル
営業時間 12:00PM 〜 6:00PM

電話番号 : (808)923-0255
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
営業時間 12:00PM 〜 6:00PM

電話番号 : (808)921-1000

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着し、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率

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、イタリアのクラフト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

だわりを追求しています。

Moncler 　モンクレール
営業時間 1:00PM 〜 6:00PM ( 日曜 • 月曜休み )

電話番号 : (808)670-3508

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・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併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
営業時間 11:00AM 〜 5:00PM

電話番号 : (808)923-0800

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。

Saint Laurent 　サンローラン
営業時間 11:00AM 〜 5:00PM

電話番号 : (808)924-6900
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
営業時間 12:00PM 〜 6:00PM

電話番号 : (808)921-2901
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。
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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

Golden Goose 　ゴールデングース
営業時間11:00AM～7:00PM (日曜休み )

電話番号 : (917)733-7567
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。

* 各ブティックには日本語、中国語、韓国語対応スタッフがいます。

バレー·パーキング
毎日11:00am～6:00pm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。

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

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




