
香港

　香港はラクジュアリーブランドからファストファッションまで世界中から様々なファッションブランドが集まる。
そんなブランド激戦区の香港で、世界的に有名なラグジュアリーブランドを新品かつ圧倒的な割引きと豊富な品
揃えで提供するのが「ISSI Boutique」だ。2014年6月、代表のYiu氏と香港で40年以上イタリアブランドのブティッ
クを経営していた同氏の父が尖沙咀（チムサーチョイ）のCarnarvon Roadに同店の1号店をオープンした。現在
は香港で同店を2店舗、アウトレットモールの「ISSI Outlet」を2店舗、合計で4店舗を展開している。

ルア（INAMRA、）チッグ（ICCUG、）ダラプ（ADARPるれら知てしとドンラブーリアュジグラのパッローヨは店同　
マーニ）や現在話題となっているアメリカのMICHAEL KORS（マイケルコアース）など30を越えるブランドを取り
扱っている。また、アイテムもスーツからカジュアルウェア、バッグ、ストール、靴まで多岐に渡り、全身をトータル
コーディネートすることができる。そして、驚くべきはその「販売価格」であり、新品であるのにも関わらず平均で直
営店の35％から50％オフとなっている。これはYiu氏の父が製造元との間で長年にわたって築きあげた信頼によ
り、各ブランドの本社から仕入れが可能なためだ。
　また、ISSI Outletでは前述したブランド中で流行や時代に左右されない「定番もの」をメインとして取り扱って
おり、こちらは直営店の販売価格から最大55%オフで提供している。そして両店舗で使用可能なVIPカード

（HKD8,000以上の購入者に提供）を提示すればさらに5%値引きとなる。
　しかし、高級ブランドをここまで安く提供できるとなると、商品の真贋について
心配される方もいるだろうが、その必要はない。同店は香港知的財産局のNo 
Fakes pledge（本物保証制度）と香港政府観光局のQTS優良店認定制度の審査
により正規品販売店として認証されているのだ。現在は中国人を中心とした観光
客で連日客足は絶えず、一日最低でも300点の商品が購入されている。最近は韓
国やインドネシアなどのアジア圏のセレクトショップや通販サイトを経営するバ
イヤーへ卸売りも始め、今後は自社での通信販売も開始する予定だ。
　日頃頑張っている自分へのご褒美や大切な人への贈り物をする際は是非ISSI 
Boutiqueへ。きっとあなたもお財布も納得する素敵な品が見つかるだろう。

モノトーンを基調としたシックな店内

老舗ブティックオーナーが経営する
香港政府認可のラグジュアリーブランド専門セレクトショップ

！ フオ%06大最もりよ店営直

老舗ブティックオーナーが経営する
香港政府認可のラグジュアリーブランド専門セレクトショップ

！ フオ%06大最もりよ店営直

【Imperial Hotel店】
住所：1/F., & B/F., Imperial Hotel, 32-34 Nathan Rd., TST
電話：(852)2722-6002
【Carnarvon Plaza店】
住所：G/F., & B1., Carnarvon Plaza, 20 Carnarvon Rd., TST
電話：(852)2722-6809

【Causeway Bay店】
住所：Flat A1, G/F., - 2/F., 475-481 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2725-2022
【Kowloon Bay店】
住所： Shops 24-31, G/F.,  KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay
電話：(852)2725-1811

ウェブ：www.issi-boutique.com　　フェイスブック & インスタグラム：issiboutique
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不動の人気ブランドBurberry（バーバリー）の
トレンチコート

OUTLET

・商品のディスカウント価格からさらに5%割引
・通常はHKD8,000以上お買い上げの方のみにご提供
・発行の際、会員登録を行うためお一人様一枚まで

「PPWを見た」の一言で
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顔の幅と同じかもしくは少し小さいメガネを選ぼう
　メガネが大きいと見える面積が広くなるがだらしなく見えてしまう、小さすぎると顔の大きさが強調
されてしまうので、顔の幅を基準に選ぼう。

顔の輪郭とは違う形を選ぼう
　丸顔の人が丸いフレームを選んでしまうとより丸く見えてしまうように、輪郭と同じ形を選ぶと輪郭
を強調してしまう。輪郭とは違う形を選ぼう。

顔の輪郭別　相性の良いフレーム例

顔の面積の3分の1サイズ内で収めよう
　あまりサイズが大きいと、顔の輪郭のバランスが悪く見えることがある。眉からあごまでの長さの
1/3の長さのものが顔にあまり変化を与えないサイズ。

眉毛の形に合わせてフレームを選ぼう
　眉のラインとフレームの上縁ラインが似ている形を選ぶと、顔に馴染みやすい。自分の眉と違うフ
レームを選んでしまうとバランスが悪くなる。

「丸顔」の人
「スクエア」や「ナイロール」を選ぶと、

童顔の人や、顔のラインを引き締め

たい人の顔立ちをシャープにみせてく

れる。

「面長顔」の人
縦幅がある「逆ナイロール」や「ボス

トン」、「ウェリントン」がオススメ。縦幅

が狭いものを選ぶと、目元が凝縮され

たようになり、面長をより強調してし

まうので注意するとよい。

「三角顔」の人
気になるアゴのラインを強調せずに、

バランスよく見せるには、「オーバル」や

「ナイロール」など、顔幅の最も広い部

分に近い幅のメガネを選ぶのがベスト。

「四角顔」の人
「オーバル」や「フォックス」、「ボス

トン」など、丸みのあるフレームで柔ら

かさを出すのがオススメ。角ばったフ

レームは逆効果になってしまうので避

けよう。

レンズの素材は好みで選ぼう
プラスチックレンズは軽く・割れない・種類が豊富な点がメリット。一方、ガラ
スレンズのメリットはプラスチックよりも薄くでき、キズ・熱に強いこと。現在の
主流は、軽くて割れないことから、8割方プラスチックレンズが選ばれている。
　　
メガネの使用用途に合わせてレンズを選ぼう
パソコンを使うときだけ掛けるならブルーライト対応型、本やテレビを見る時
だけに使用するなら中近両用型など用途に合わせて選ぶのがよい。屋内では
透明レンズだが、屋外では紫外線の量に反応してレンズに色がつきサングラ
スのような役割をするレンズも出ている。

東京メガネ
住所：11/F., Sogo Dept Store, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2833-8271（担当 福島、溝部）
時間：10:00～22:00 (SOGO HONG KONGの営業日時に準じます。)

フレーム選びの4つのポイント レンズ選びの2つのポイント

東京メガネSOGO店では、11月11日（金）～20日（日）まで
メガネ20％OFF（一部除外あり）
サングラス　レイバン30％OFF、その他20％OFF

11月21日（月）～27日（日）まで
メガネ20％ OFF （一部除外あり）
サングラス全品　30％ OFF
東京メガネでは、レンズの在庫があれば、
1時間程度※でつくることができる。喫茶も本屋も隣にあるので、楽しみながら待つ
ことができる。
また、日本に帰国された際のメンテナンスも各店舗で対応可。
※混雑具合にもよる
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。
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品質には一切の妥協を
許さない「さぼてん」。そ
のこだわりは、トンカツ
に使用する揚油、パン粉、

お米に至るまで徹底してい
る。メニューの中で一番お薦めするのは「特
上ロースかつ御膳」。純度の高い混じりっ気
のない油を使用し、サクサクの特製生パン粉に肉厚で柔らかいジューシーなお肉
は、ごはんとの相性も抜群だ。それをさぼてん自慢のオリジナルソースをからめて食
べると、もう他のトンカツは食べられなくなってしまうかも。また、今秋には期間限定
で「カキフライ定食」を提供中。毎年この季節恒例のメニューで、広島産の大粒の牡
蠣を贅沢に使用し、食べごたえのある一品だ。御膳のごはん、味噌汁、キャベツは全
ておかわり自由なので、お腹いっぱいになるまで食べられるのも嬉しい。

［販売代理］PRIME MARKET (H.K.) LTD.
 電話：(86)2515-2200（キタノ）
  ウェブ：http://primemarket.com.hk/

［製造元］久保田米業（香港）有限公司
 電話：(86)3184-0918（リリアン）
 ウェブ：http://kubota-rice.
　　　  com.hk/

とんかつ 新宿 さぼてん
［尖沙咀店］ 
住所：1F., Tern Plaza, 5 Cameron Rd., TST 
電話：(852)2295-3116
時間：12:00～15:30　18:00～23:00

［銅鑼湾店］ 
住所：Lower GF.,  Henry House, 42 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2895-4111
時間：12:00～15:30　18:00～23:00

現在、尖沙咀店と銅鑼
湾店では、2016年7月よ
り、久保田米業より購入した
新鮮な日本産米を使用している。さぼてんが
今回、久保田米業のお米を選んだ理由が、よ
り新鮮なお米をお客様に食べて頂きたいと
いう思いからだ。その点、久保田米業のお米
は、香港で一般的に販売されているお米とは
違い、鮮度の維持に適した玄米の状態で日
本から香港に輸送されるので、精米したての
お米が手元に届き、最高の状態で食べられ
るのが他にはない魅力だと言う。

お米への
こだわり

×

「さぼてん」は、今年12月で創業50周年を迎える老舗。日本国内はもちろん、韓国・中国・台湾・シンガポール・タイ・香港・マカ
オ・フィリピン・カナダにも出店するネットワークを誇る名店だ。店名の由来は「いばらの道にも花が咲く生命力の強い植物」
である“さぼてん”にあやかって名付けられた。日本では500店舗以上展開しており、海外でも100店舗を越える規模を誇
る。香港には2011年に進出し、今年で6年目を迎える。

食欲の秋、到来！
サックサクのとんかつに
おいしい日本米

食欲の秋、到来！
サックサクのとんかつに
おいしい日本米

おすすめ
メニュー
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