デ

HOTEL OPENING

●タイ（プーケット）
キーマラ

Keemala
オープン

15 年秋予定（38 室）

TEL (66)76-358-777
FAX (66)76-358-778
keemala.com

●シンガポール

ホテル・ジェン・オーチャードゲートウェイ・シンガポール

Hotel Jen Orchardgateway Singapore
オープン

14 年 9 月（502 室）

TEL (65)6708-8888
FAX (65)6831-4332
www.hoteljen.com/orchardgateway

●スペイン（バルセロナ）

コットン・ハウス・ホテル
Cotton House Hotel

オープン

15 年 2 月（83 室）

TEL (34)93-450-5045
FAX なし
www.hotelcottonhouse.com

ビ

ュ

カ タロ グ

ー

●トルコ（イスタンブール）

●イギリス（ロンドン）

Soho House Istanbul

The Laslett

ソーホー・ハウス・イスタンブール

オープン

15 年 3 月（87 室）

TEL (90)212-377-7100
FAX なし
www.sohohouseistanbul.com

ザ・ラスレット

オープン

15 年 8 月（51 室 )

TEL (44)20-3474-4140
FAX (44)20-7792-6699
www.thelaslett.co.uk

構成・文

●アメリカ（ニューヨーク）

ザ・ニューヨーク・エディション
The New York EDITION

オープン

シャングリ・ラよりリーズナブルな
姉妹ブランド、トレーダースが「ホ
テル・ジェン」ブランドへリブラン
ドしているが、こちらは新しく建て
られたホテル。オーチャード・ロー
ド 沿 い で、MRT サ マ セ ッ ト 駅 や、
ショッピングモール、オーチャード
ゲートウェイに直結していて便利。
客室は 4 タイプあり、27 〜 66 平米
の広さ。一番上のカテゴリー、プレ
ミア・パノラマはクラブラウンジを
利用できる。クラブラウンジでは、
チェックイン＆アウトをできるほ
か、朝食やドリンク＆スナック、イ
ブニングカクテルなどを頂ける。
飲食施設は、レストランやラウンジ、
デリカウンターなど 4 軒。フィット
ネスセンターは 24 時間オープン、
ルーフトップのプールからはマリー
ナ・ベイ・サンズまで見渡せる。
以前のトレーダース・シンガポール
は、現在は「ホテル・ジェン・タン
グリン・シンガポール」に。

独立系ホテルを扱うマリオット傘下
のブランド、オートグラフコレク
ションのホテル。エイシャンプル
地区に位置する。綿織物財団の本部
だった場所にあり、織物業の最盛期
にカタルーニャのブルジョアのオー
ダーによって造られた 19 世紀のネ
オクラシカル様式の建物を改装。
インテリアを任されたのは、他にも
ホテルを手掛けたことのあるスペイ
ン人デザイナー、ラザロ・ロザ・ヴィ
オラン氏。螺旋階段や寄木細工の床、
装飾の美しい天井など、オリジナル
を保つよう改装された。パブリック
エリアは豪華で歴史を感じさせる
が、軽やかな雰囲気も持ち合わせる。
対して、客室はモダン。館内のイン
テリアでは、綿花の写真や造花、綿
花をモチーフとした照明など、コッ
トンにまつわるものが目を惹く。
ホテルの施設は、バー＆レストラン、
パティオ、ライブラリー、ルーフトッ
プの屋外プール、ジムなど。

(C) Nikolas Koenig

イアン・シュレイガ—氏が手掛け、
マリオットが運営するエディション
がついに NY 上陸。マディソン・ス
クエア・パークに位置する、メトロ
ポリタン生命保険会社のビルとして
親しまれた時計塔がホテルに。1909
年築のビルは、ヴェネツィアのサン
マルコ広場の鐘楼を真似たもの。
客室はシンプルなインテリアだが、
上質の素材を使った家具を配する。
飲食施設は、バー 2 軒とレストラン
「クロックタワー」
。オランダの巨匠
フェルメールにインスパイアされ、
レストランのヴェルヴェットのチェ
アーにはレッド、グリーン、ブルー
のカラーを採用。壁の上部一面には
写真が所狭しと掛けられている。料
理は、スペインの「エル・ブジ」や
ロンドンのセレブシェフ、ゴードン・
ラムゼイ氏の元で腕を磨き、自らも
店をもちミシュランスターシェフと
なったイギリス人のジェイソン・ア
サートン氏がディレクションする。

シェラトン・グランデウォーカーヒル (82)2-455-5000

フォーシーズンズ・リゾート・マウイ・アット・ワイレア (1)808-874-8000

ホテルゴシップ

モアナ・サーフライダー・ウェスティン・リゾート＆スパ (1)808-922-3111
アウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コオリナ・ハワイ (1) 714-520-7001
箱根・翠松園 (0460)86-0852 モンタージュ・ビバリーヒルズ (1)310-860-7800 ジョルジュ・サンク (33)1-4952-7000

ハリウッド女優ジュリア・ロバーツ
が主演した映画「ノッティング・ヒ
ルの恋人たち」の舞台となったエリ
アに、かわいらしい街並みにぴった
りのホテルが誕生した。
ホテルは５軒のビクトリア様式のタ
ウンハウスを占める。客室は、イギ
リスの家具ブランド、ピンチやレー
ス・ファーニチャーなどのモダンな
ものを置き、壁には写真やアート
ワークが飾られる。バスアメニティ
は、ニールズ・ヤード・レメディーズ。
ホテル内の「ヘンダーソン・バー」
ではロンドンの人気レストラン「ク
ラークス」の女性シェフ、サリー・
クラークス氏の料理を味わえる。
地下鉄ノッティング・ヒル・ゲート
駅から徒歩 1 分なので、中心部に出
やすい。オックスフォード・ストリー
トやナイツブリッジまで地下鉄で 10
分。ホテル周辺では、人気のフリー
マーケット、ポートベロー・マーケッ
トが開催される。

▼ ア マ ン リ ゾ ー ツ の 日 本 進 出 第 二 弾 は、
三重県の伊勢志摩に来春にオープン予定
の「アマネム」
。アマン三十軒目となるプ
ロパティは、スイート二十四室、２ベッ
ドルーム・ヴィラ四室のすべてに温泉風
呂が備えられる。来年のＧ７サミットは
志摩市賢島で開かれるので、前後にアマ
ネムに滞在する首脳もいるかも？！▼ヨ
ン様ことペ・ヨンジュンが女優のパク・
スジンと七月下旬に結婚披露宴を行っ
た。場所はソウルの『シェラトン・グラ
ンデウォーカーヒル』のＶＩＰ用ヴィラ、
アストンハウス。〇一年にヨン様がドラ
マ「ホテリアー」を撮影した場でもある。
ファン思いで知られるヨン様だが、日本
からホテルに駆け付けたファンやマスコ
ミに飲み物を差し入れたという。披露宴
はマスコミ対応もなく秘密裏で行うはず
だったのに、二人がキスする動画が流出。
飲料を担当したスタッフが許可なく撮影
し、ネット上にアップしたらしい…。二
人は翌日から新婚旅行に出かけたが、場
所は慶尚南道の南海。
「サウスケープ・ス
パ＆スイート」という高級ゴルフリゾー
ト。所属事務所の芸能人やスタッフも招
いているとか。今後、このリゾートにも
日本人が押し寄せるかも？！▼元宝塚の
トップスター、和央ようかがアメリカ人
作曲家のフランク・ワイルドホーン氏と
ハワイのマウイ島で挙式・披露宴を行っ
た。場所は『フォーシーズンズ・リゾート・
マウイ・アット・ワイレア』
。昨夏、同リ
ゾートに二人で泊まった際に、そこで式
を挙げようと盛り上がり予約したのだと
か。▼しばしば離婚危機もささやかれる
モデルの西山茉希と俳優の早乙女太一夫

妻。しかし、危機説もなんのその、六月
末にはハワイ・ワイキキの『モアナ・サー
フライダー・ウェスティン・リゾート＆
スパ』のチャペルにて挙式した。ここで
もスターウッド系強し。式の後は披露宴
が催され、西山茉希の親友と言われてい
るモデルの山田優も夫の俳優・小栗旬と
日本から出席した。西山茉希夫妻は、ちょ
うど結婚二周年。▼ハワイは芸能人の挙式
の場所のみならず、旅先としても今なお
人気。少年隊の東山紀之と女優の木村佳
乃夫妻はふたりのお嬢さんを伴ってゴー
ルデンウィークにハワイへ旅行したそう
だが、今回はお嬢さんたちのために『ア
ウラニ・ディズニー・リゾート＆スパ コ
オリナ・ハワイ』に泊まったようだ。こ
こでは朝食のときにミッキーやミニーに
で清純派と
会うことができる。▼ AKB48
手
いう立ち位置だった柏木由紀と NEWS
越祐也の浴衣抱擁写真が週刊誌に出たが、
宿泊したとされる旅館は、
『箱根・翠松園』
。
手越が着ていた浴衣から、どこの旅館か
わかってしまったとか。▼くっついたり
離れたりを繰り返しているジャスティン・
ビーバーとセレーナ・ゴメス。七月には
ビバリーヒルズのホテル『モンタージュ』
のプールで一緒にいるところを目撃され
たが、甘い雰囲気ではなく、復縁したと
は見られていないようだ。でも。二人の
ことだから今後も何があるかわからない。
▼ サ ウ ジ ア ラ ビ ア の ア ル・ ワ リ ド 王 子。
三百二十億ドルほどの全資産を慈善事業
に寄付するという。パリのラグジュアリー
ホテル『ジョルジュ・サンク』の実質的
なオーナーでもあるが、寄付のため、同
ホテルの株やディズニーランド・パリの
株を売却するという。
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1995 年 に ロ ン ド ン で 設 立 さ れ た
ソーホー・ハウス。元は会員制クラ
ブだが、今では世界中にレストラン
やスパ、ホテルを抱えるまでに成長。
新市街のベイオール地区にオープン
したホテルは、４つの建物からなる。
コルピ館は 1873 年にジェノバ人
の船のオーナーによって建てられ、
1906 年にアメリカ大使館に、1937
年に領事館となった。改装の際には、
往時の輝きを取り戻すよう修復され
た。オリジナルのフレスコ画、カッ
ラーラ産の大理石の床、階段の手す
りの細かな装飾などを見ていると、
歴史的な観光名所にいるかのよう。
客室は、新築のグラス館と元々アメ
リカ大使館の別館だったアネックス
館に入る。イタリアンレストランが
入るチャンセリー館も新築。スパ、
ジム、ルーフトッププールはグラス
館にある。
コルピ館は会員用だが、ホテルゲス
トも滞在中は利用可能。

15 年 5 月（273 室）

TEL (1)212-413-4200
FAX なし
www.editionhotels.com

(C) Soho House Istanbul

まずは建築デザインに目を奪われる
が、コンセプトもユニーク。架空の
4 部族を作り上げ（部族名までつけ
るほどの凝りよう）
、各々の生活様式
に合わせて 4 種のヴィラを用意。
農業のリーダーだった部族という設
定の「クレイ・プール・コテージ」
に、遊牧民をイメージした「テント・
プール・ヴィラ」
。2 階建ての「ツ
リー・プール・ハウス」は、森羅万
象を崇拝、空に近い木からぶら下
がって住むことを選んだ部族という
ストーリーで、ヴィラは木からぶら
下がっているようなデザイン。
「バー
ド・ネスト・プール・ヴィラ」の部
族は、他より豪華な生活を送ってい
たとし、インテリアも他のヴィラよ
り豪華に、プールも 30 平米と広く。
リゾート内にはメディテーション・
ブリッジなるものがあり、近くには
小さな滝も。共有プールもあるが、
全ヴィラにプライベートプールが付
く。14 歳以上限定のリゾート。

上野奈穂
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