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MODERN LUXURY 

DISPATCH  NOW IN HAWAI‘I

SWEET 
SUMMERTIME

Summer is in full swing and so are the islands. From luxury boutique openings 
to big news on the culinary scene, here’s everything you need to know. 

BY THE EDITORS WITH MELANIE MEDRANO

JET SET Two hospitality powerhouses combine forces as Four 
Seasons Hawaii Resorts and Jet Edge launch their exclusive partnership. 
With service to and from Four Seasons properties on the islands—
including Four Seasons Resort Maui at Wailea; Four Seasons Resort 
Oahu at Ko Olina; Sensei Lanai, A Four Seasons Resort and others—
travel in style aboard a Jet Edge large-cabin private jet. From takeoff, 
top-notch Four Seasons and Jet Edge pampering begins with specially 
designed on-board experiences, personalized service on arrival and 
access to exclusive offers. fourseasons.com/hawaii; flyjetedge.com

From left: Four 
Seasons Resort 
Maui at Wailea; 
a Gulfstream 
GIV-SP jet 
ready to whisk 
you away to a 
Four Seasons.

ジェットセット　ホスピタリティー企業２社であるフォーシーズンズ｠ハワ
イリゾーツとジェットエッジが合同で、独自のサービスを開始しました。フ
ォーシーズンズ｠リゾート｠マウイ｠アット｠ワイレアやフォーシーズンズ｠リ
ゾート｠オアフ及びセンセイ｠ラナイ、ア｠フォーシーズンズ｠リゾートなど
ハワイ諸島にあるフォーシーズンズの敷地内から、ジェットエッジの大型
キャビンプライベートジェットに乗ってスタイリッシュに往来できます。ト
ップレベルであるフォーシーズンズとジェットエッジが特別にアレンジし
た機内での体験、到着時のパーソナライズされたサービス、さらには特
別オファーの利用まで、離陸直後から豪華なサービスを堪能できます。｠
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DRESS Recently opened in 
the Royal Hawaiian Center, Saint 
Laurent’s new storefront—its 
second in Hawai‘i—reads like 
modern art. From the mirror-
polished stainless-steel and Bateig 
Azul limestone exterior to the 
white statuario and black marble 
fl oors and walls, it is the picture of 
elegance—much like house founder 
Yves Saint Laurent himself. Within 
its two stories is a treasure trove 
of minimalist style, including 
men’s and women’s ready-to-wear, 
leather goods, shoes, jewelry and 
sunglasses. Among the fashion 
standouts, don’t miss the reclaimed 
wooden benches, which were 
constructed from past Saint 
Laurent runways. 2201 Kalakaua 
Ave., Honolulu, ysl.com

Saint Laurent seashell 
charm necklace

Saint Laurent 
classic Sac 
de Jour

Saint Laurent shark-
collar shirt in tropical 
silk crepe de chine

From top: A guest room 
at Waikiki Beachcomber 
by Outrigg er with ocean 
views; Hawaiian Aroma 
Caff e, located in the 
lobby, serves Kona coff ee 
and acai bowls.

STAY Dubbed Hawai‘i’s fi rst and only “craft  hotel,” Waikiki 
Beachcomber by Outrigg er is already turning heads. With modern 
Waikiki as their muse, 12 local artists and infl uencers, including 
Abigail Romanchak, Margo Ray and Marques Hanalei Marzan, 
curated a stunning original exhibition of artwork through 
Beachcomber Originals, and with it introduced a new genre of hotel. 
Featuring large-scale works from underwater surf photographer 
Zak Noyle, which can be experienced to the melodic tunes of a 
custom soundtrack by Makana, the installation is unlike any other. 
Beyond the artful initiatives, Waikiki Beachcomber is home to 
instagrammable Hawaiian Aroma Caff e and Maui Brewing Co’s 
massive indoor bar, as well as sunrise yoga, “dive-in” movies by the 
pool and more. 2300 Kalakaua Ave., Honolulu, waikikibeachcomber.com

ステイ　ハワイ最初の“クラフトホテル”と呼ばれるワイキキ・ビ
ーチコマーbyアウトリガーは今や注目の的です。ワイキキの今の
ミューズとして、マルケス・マルザン、エマ・ウォー、ハア・ケアウラ
ナといった地元アーティストやインフルエンサー１２人が「ビーチ
コマー・オリジナルズ」で素晴らしいオリジナルのアートワークを
展示し、ホテルの新しいジャンルを切り開きました。水中写真家
ザック・ノイルの大規模な作品の数 と々共に、マカナによる心地よ
いカスタムサウンドトラックと共に体感できるインスタレーション
は、他に類を見ることができません。芸術的独創性の他、ワイキ
キ・ビーチコマーには、インスタ映え間違いなしのハワイアン・ア
ロマ・カフェや大規模屋内バーがあるマウイ・ブリューイング・カン
パニー、サンライズヨガにプールサイドでの“ダイブイン”映画鑑
賞会など盛り沢山です。

ドレス　ロイヤル・ハワイア
ン・センターに先頃２店舗目
をオープンさせたサンローラ
ンの新しい店舗は、まるで現
代アートのようです。鏡面仕
上げのステンレススチールと
アズールバティック石灰岩の
外観、スタッチャリオと黒大
理石の床と壁はエレガント
な絵画のようであり、ブラン
ド創業者イヴ・サンローラン
彼自身のようでもあります。
２フロアある店舗では、メン
ズとウィメンズのプレタポル
テ、革製品、シューズ、ジュエ
リー、サングラスなどを取り
扱っています。傑出したファ
ッションの中でも、サンロー
ランのランウェイから再利用
した再生木材で作られたベ
ンチをお見逃しなく。｠
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MW Restaurant’s  
Michelle Karr-Ueoka  

and Wade Ueoka  
have been announced  
as Hawaiian Airlines’ 
new executive chefs.

The new Giorgio 
Armani store at 

Ala Moana Center 
showcases Armani/

Casa furnishings.

Beyond Van Gogh: The 
Immersive Experience comes 
to Honolulu in July.

DINE Hawaiian Airlines taps MW 
Restaurant’s Wade Ueoka and Michelle  
Karr-Ueoka as its new executive chefs for 
onboard cuisine. The husband-and-wife  
team will craft menus for first-class meals  
on flights inbound from the mainland,  
Japan, Australia and New Zealand, and 
outbound flights to South Korea. “We greatly 
value our community and the culture we  
grew up with in Hawai‘i,” the chefs say.  
“The onboard menus feature local-style 
comfort foods, mixing together different 
cultural cuisines that make our islands 
special.” hawaiianairlines.com

SHOP Joining the luxury shops at Ala Moana Center, Giorgio Armani 
bows in Honolulu. Designed by Mr. Armani himself alongside his team of 
architects, the store greets brand loyalists with dramatic panache. Behind 
the Onyx Velluto marble-effect facade and among the overtly sophisticated 
interiors—complete with textured wallcoverings, galvanized metals and 
Armani/Casa furnishings, naturally—spot the latest from the Italian 
fashion designer, including beauty, accessories, high jewelry and bespoke 
services, as well as the spring/summer 2021 men’s and women’s ready-to-
wear collections. 1450 Ala Moana Blvd., Honolulu, armani.com

EXPERIENCE Beyond Van Gogh: The Immersive Experience is an 
art lover’s dream come to life through state-of-the-art technology and 
architecture. Located inside the Hawai‘i Convention Center in Honolulu, 
the traveling exhibit mesmerizes with its blend of film and visual arts. 
Projected in grand, all-encompassing scale, Van Gogh’s “Sunflowers”  
and “The Starry Night” are featured works that, when combined with  
a pure and ethereal score, deliver an immersive moment under the stars. 
July 2-Aug. 15, 1801 Kalakaua Ave., Honolulu vangoghhonolulu.com

ショップ　アラモアナセンターのラグジュアリーショップに加わり、ジョル
ジオ・アルマーニがハワイにグリーティング。アルマーニ自身が建築家チーム
と共に設計したこの店舗では、壮厳にブランドのロイヤリティ顧客をお迎え
します。マーブル模様のファサードに、テクスチャー加工の壁紙、亜鉛メッキ
加工金属やアルマーニ/カーザ家具といった洗練されたインテリアの店内で
は、美容、アクセサリー、ハイジュエリー、オーダーメイドサービスといったイ
タリアのファッションデザイナーの最新アイテムを発見できる他、メンズとウ
ィメンズの２０２１年春夏プレタポルテコレクションも取り扱っています。｠

エクスペリエンス　「ビヨンド・ファン・ゴッホ：イマーシブ・エクスペリエ
ンス」は、最先端の技術と設計によって、芸術愛好家の夢を具現化した
イベントです。ホノルルにあるハワイ・コンベンション・センターでの没入
体験型展示会では、フィルムとバーチャルアートの融合の虜になること
でしょう。壮大なスケールで投影されたゴッホの「ファンゴッホの寝室」
と「星月夜」は、星空の下でこの世のものとは思えない組み合わせを、
没入体験で可能にした注目の作品です。

ダイニング　ハワイアン航空で
は、MWレストランのウェイド・ウエダ
とミッシェル・カー・ウエオカを機内
食の新たなエグゼクティブシェフとし
て迎えました。 アメリカ本土、日本、
オーストラリア、ニュージーランドから
の到着便と韓国への出発便のファー
ストクラスでの機内食を夫＆妻チー
ムが監修します。「私たちはハワイで
育まれたコミュニティと文化をとても
大切にしています」とは２人のシェフ。
「多種多様な料理を組み合わせたロ
ーカルスタイルのホッとできる機内食
を特徴としています」。


