
ライフ（香港・広東共通）
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深圳香港＆広州

（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK  (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグレー

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓
楽海岸

（備　考） 2013年の建築物件で、高級サービスア
パート、ジム、屋外プール

（月　額） RMB27,000～

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK 103㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い
（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ
（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  78㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 紫荊城ショッピングモール、花園城中心、蛇口体

育センター、四海公園、蛇口病院など，娯楽、生活
便利、Wal-mart、深圳湾口岸、日本人学校近く

（備　考） ジム、Wifi環境、24時間コンビニ
（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産

一間公寓  Apartment One
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,
15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号
中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産  TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号
広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205室
ライフパートナー TEL (86) 20-3848-6892
広州市天河区天寿路2-12号
朝暉商業中心2F225室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
嘉事和房地產代理有限公司 TEL (86) 20-3880-5837
広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階B
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路
江蘇大廈B座1013室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路
東方部天地広場D座1805室

深圳

香港＆広東



香港

●Pias Intercosmex (Hong Kong) Co., Ltd.　　サービス（美容サロン）

●広東真広企業管理顧問有限公司　　コンサルティング営業

●E/S JAPAN (HONG KONG) CO.,LTD　　エステティック・美容・理容

今週の新着求人一例

毎週更新中！毎週更新中！

広州 香港 広東
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香港スクール

　実家に帰ると両親から毎度の如く「ご飯ちゃんと食べてる？」「健康に気をつけなくちゃだめ
よ。」と言われませんか？親は子育てが終ってもまだ仕事が残っています。それは「子供を心配
すること」です。いくつになっても親から見ればあなたは子供です。親はあなたがいくつになっ
ても一生あなたの健康を心配し続けるでしょう。それはあなたには理解できないことかも知れ
ません。時にはウザいと思うかも知れません。そんな時、心の中で「あ、親としての仕事してるん
だなあ。」と考えるようにしてください。もしあなたが会社で仕事を任せられなかったらどうで
すか？仕事してもお客さんからウザいと思われたらどうですか？「心配してくれてありがとう。」
なかなか言える言葉ではありませんが、親にも気持ちよく仕事して貰いましょう。

２０１３年新企画

関西弁超訳論語～
      論語って素敵やん!

原文
孟武伯問孝、子曰、父母唯其疾之憂。

現代中国語訳
孟武伯问孔子什么是孝，孔子说：“不让父母为子女的安康担心。”

「僕はこれを学んだ！」

親の仕事？子供の健康を心配するんが
親の仕事なんや。
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日本語現代語訳
孟武伯、孝を問う。子曰わく、父母には唯(た)だ其の疾(やまい)をこれ憂えしめよ。

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲南省恵民郷八田
希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にアレンジした「関西弁超訳論語（アー
ルズ出版）」が2012年11月16日より全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

香港



香港

韓流大好き！
2013 TAKE FTISLAND IN HONG KONGライブレポート
　2007年に韓国でデビューし、さらに2010年に日本でもメ
ジャーデビューを果たした韓国5人組バンド「FTILAND」。
アジアで絶大な人気を有する彼らはアジアツアーを展開し
、ツアーのラストとして8月17日に香港で限定ライヴを開催
した。20曲も熱唱した彼らの姿に、ファンたちは魅了され、
最高の一夜を楽しんだ。
　冒頭は「LIFE」、「TIME TO」、「모두 다 사랑하리 / I'll 
Love Everything」など軽快なノリの曲で、ファンを盛り上
げ、人気ロックバンドの実力をも見せた。香港ライヴはツアー
の締めくくりなので香港ファンにスペシャルプレゼントとし
て日本語新曲「シアワセオリー」の韓国バージョンを披露し

13. FREEDOM
14. TOP SECRET
15. 좋겠어 / I Wish
16. 바래 / I Hope
17. 새들처럼 / Like a Bird
アンコール
18. LET IT GO
19. WANNA GO
20. FLOWER ROCK

た。メンバー自らで作詞した作品で、最高の贈り物だった。
次に演奏された「Hello Hello」、「love love love」、
「Freedom」などはファンと一緒に歌い、全員が一つとな
り雰囲気は最高調に達した。「I Hope」では、ベースのジェ
ジンが歌い、ファンを喜ばせた。17曲も演奏した濃厚な
ライブを終えたあと、アンコールに応えて、「Let it go」、
「Wanna go」、「Flower Rock」の3曲を熱唱。見事な圧巻
のステージだった。
　新アルバムの準備している最中にもファンを思い、アジア
ツアーを開催し成功させた。また彼ら次回のライヴも期待
したい。

セットリスト
1. INTRO
2. LIFE
3. TIME TO
4. 모두 다 사랑하리 /
 　 I'll Love Everything
5. 신사동 그 사람 / 
　 That Person in Shinsa-dong

6. 행복론 (시아와 세오리) / 
 　Happiness Theory <-- first release
7. PAPER PLANE
8. 그 길 / The Path
9. BLACK CHOCOLATE
10. HELLO HELLO
11. 지독하게 / Severely
12. 사랑 사랑 사랑 / Love Love Love

香港香港

香港 香港
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香港ヘルス＆ビューティー

香港

第125回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　
漢方パックできれいになる　～シワ予防におすすめ「真珠パック」編～

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。
中医美容教授・中医学博士。
日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火
をつけた第一人者。アジア各地において商品開
発から美に関するトータルプロデュースを手が
けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊
さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝
え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持
を得ている。
楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト
Repeque®-レピーク
www.yo-sachiko.com
香港ときどき海外発！
中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ
まっしぐら』@アメブロ
www.asian-cosme.asia

2013年6月発売の
「るるぶ香港・マカ
オ’14」（JTBパブ
リッシング）に漢方
化粧品と、開運の
ページに記事が掲
載されました。

≪パックのメリット≫
1．肌に迅速に栄養分を供給してくれる

パックに含まれる成分は、お肌をしっかりと包み込み、肌を外の空気
から遮断します。そして、表皮の角質層に水分を十分に補給し、パック
の内側の水分の流失を防止、真相細胞のコラーゲン質に水分を吸収。
肌を柔軟に、そして弾力を取り戻させます。

2．肌をしっかりと清潔にしてくれる
パックをするという行為は皮膚表面の温度を高めることにより毛穴を
拡張させ、汗の分泌を促進し、毛穴の中に詰まっている汚れ（ほこり、
化学汚染物質、細菌）を排除。表皮細胞の新陳代謝により生産された
ゴミや、皮脂などの物質をも排除します。

3．シワができるのを防いでくれる
パックが顔の上でゆっくり乾いて薄い膜を作っていく過程の中で、肌
は適度な収斂作用と張力の増加作用を受けます。それは肌に存在す
るシワをゆっくり伸ばしていってくれるのです。

4．吸収作用と循環作用を高めてくれる
しっとりしたパックを肌の上に載せている時間は、パックに含まれる
有効成分を皮膚の深層に浸透させてくれます。また、毛細血管の拡張
と血液の微循環を促進するので、パックに含まれる有効成分がより肌
に吸収されやすくなるのです。

≪最も効果的なパック方法≫
　パックの前には必ず洗顔をし、蒸しタオルを顔にのせ、しっかりと毛穴
を拡張させ、パックの有効成分を肌に吸収できる状態にしておくことで
す。また、ドライスキンの方は、パックの前にクリームを薄く塗りましょう。
目や口の周りの敏感部分には、アイクリームやリップクリームなどを塗っ
ておき、パック剤が直接肌につくことを防ぐようにして下さい。また、パッ
クは必ず均等な厚さに塗ることや、パック後のお肌には必ずクリームを
塗ることはお約束です。

≪パックの順序≫
　正しいパックの仕方は、のどから始まります。
のど→したあご→両ほほ→鼻→額→（再度）額→鼻→下あご→両ほほ
※目の周りと口の周り、鼻の穴付近は塗らないようにすること
パックの標準時間は20～30分です。そのあと、ピーリングするか、
ぬるま湯できれいに洗い流します。最後に必ず冷たい水で顔をパッティングし、
タオルで抑えるように水分を取り去った後にクリームを塗ります。

◆シワ予防におすすめ「真珠パック」◆　目安：週に1、2回
【材料】
真珠パウダー5g、卵白1個分
・真珠：コンキオリンアミノ酸が含まれている。肌細胞に含まれる天然 
   保湿因子NMFと相似しており、コラーゲン生成を促進する。
【使い方】
1. 卵白を角が立つまであわ立てる
2. 真珠パウダーを混ぜる
3. 寝る前に、ぬるま湯で洗顔した後、顔全体に薄くのばす
4. 乾いてから、そのまま寝る
5. 翌朝、ぬるま湯できれいに洗い流す

香港

香港

お問い合わせはアジアンコスメオンライン
info@asian-cosme.asia(渡辺)までご連絡お待ちしております。

おすすめアイテム　"簡単"養顔珍珠美顔粉パック
オールスキンタイプで肌にやさしい天然成分100%
安心安全の化学成分・科学保存料・香料無添加です。

パックは真珠約30粒入り！
内容量45gのうち、真珠粉末が
18g含まれています。
18gというと、冠婚葬祭用の真珠
ネックレスの珠の大きさの真珠で、
およそ30粒分です。



香港

香港

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の
方はwww.pocketpage.infoへア
クセスし、クラシファイド申込みか
ら行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応は
しておりません。）

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制で
講師の指名も可能なので、自分のペース
で語学をマスターできます。ただ今、英
語/北京語/広東語の30分間の無料授業
が体験できます。詳しい内容については、
日本語でお気軽にお問い合わせくだ
さい。
電話:(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ:www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場は
オープンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語生徒大募集中
日本人のための語学学校が、プライベー
トレッスンを提供致します。経験豊富な
教師が丁寧に教え、生徒様のご要望に
あわせ日本語で教える事ができます。
テーラーメイドレッスンも可能です。
リーズナブルな学費、平日の日中に特典
は有ります。まず無料体験をしてみませ
んか。詳細はホームページをご覧くださ
い。
ウェブ：www.wdllanguage.com
電話：(852)8100-0514
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中国語教室
オンラインで中国語を教えます。中国語先
生：Ms.Wong　「北京語言大学」の中国語
教師の資格を持つ北京出身の先生です。
多くの日本人生徒さんへの指導を豊富に
経験しており、特に日本語を使っての授業
は 好 評 を 頂 いております。詳 細 は
http://echinese.freevar.com ご覧下さい 。
或はMs.Wongまでご連絡下さい。連絡電
話番号：(852)9078-6978
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネ
イルレッスンを始めました。セルフネイル
にご興味がある方、好きな時間に無理な
く個人レッスンを受けてみませんか？ジェ
ルネイル初心者の方、大歓迎です。自宅サ
ロンですので、静かな場所＆ゆったりとし
た雰囲気でレッスンを楽しんで頂けます！
また、通常のジェルネイルのご予約も承っ
ております。 お気軽にお問い合わせくだ
さい。
電話：(852)9684－0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日

（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：http://ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広東語を教えます
広東語を学んでみませんか。香港のこと
を知るお手伝いをさせていただきます。
授業料：HKD120/時(Skype、教室)、
HKD230/時(出張)。無料体験お気軽に。
(852)9315-2017またはxezlg@yahoo.co.jp
(チェリー)まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アロマセラピー基礎クラス
「ニールズヤードレメディーズ・アロマセ
ラピー基礎クラス」では、英国の老舗ニー
ルズヤード 製品を用いた実習を交えなが
ら、アロマセラピーの基礎知識を、日本語
で楽しく学ぶことができますので、全くの
初心者の方にもおすすめです。
また、この基礎クラスには日本アロマ環境
協会（AEAJ)検定1・2級のカリキュラムも
含まれていますので、同協会の検定試験を
考えている方や将来アロマセラピー関連の
資格取得を希望されている方にも最適です。
基礎クラス修了時には、ニールズヤード・
ジャパンの修了証明書を発行いたします。
開講予定日：
①2013年10月24日（木）～毎週木曜日
10:00～12:00　（全6回）
②2013年10月26日（土）～毎週土曜日
10:00～12:00　（全6回）
詳細は：http://ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp (大和田まで）

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思って
いる方は、どなたでもご参加頂ける会と
なっております。香港在住者がメインです
が、中国在住の方もご参加頂けます。参
加目的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、
いずれもOKです。奇数月の隔月開催で
す。お気軽にお問い合わせください！宴
会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「財テクを考える会」
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日 本 人 ビ ート ル ズ バ ンド 、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com

香港青学会
紫におう西郊の森、夢さめやらぬ緑が
岡の、霧にそびゆ、わが白亜城、青山学
院卒業生の皆様は、お気軽にご連絡く
ださい！
メール：aogakuhk@gmail.com
フェイスブック：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
法政チャイナ香港華南支部は、定期的
に例会、クリスマスパーティ、他校OB会
との交流イベントを開催しております。
法政大学および付属校、大学院にゆか
りのある方、当校に留学経験のある方、
ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
 （事務局）

尖沙咀BARでスタッフ募集！
9月末(予定)にNew Openする尖沙咀の
バーでは、一緒に楽しく働いてくれる方
を募集しております。条件は料理が得意
な事と、オーナーより綺麗な方（笑）です。
フルタイム・パートタイムどちらも可。独
立支援あり。お気軽にお問合せください。 
電話： (852)6089-1803 マキまで
メール：mkiki7@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ募集
医療サービスを行っている会社です。10
月より働いていただけるパート1名を募
集します。難しい仕事ではありませんが
、広東語、英語が日常会話程度できる方
を希望します。月曜日から金曜日まで、なる
べく長い時間働ける方。詳細についてはメー
ルまたは電話でお尋ねください。
メディポート　堀　(852)2577-1568　
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆ワ
ーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プ レスランゲージセンター：
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベビー
シッターを募集しています。新しい綺麗
なオフィスで、一緒に働きませんか？履歴
書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホールス
タッフを大募集しております。どんな国
籍でも歓迎。パートタイムからフルタイ
ムまで、勤務地や給料等は応相談です。
お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解を深めること。
丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国人
に教えた経験を持ち、教師資格とビザを
お持ちの方を募集しています。詳細は面
談にて。まずは履歴書を下記までお送り
ください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河 お気軽
にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラーメンチャンピオン
ジョーダンMTR地下のラーメンチャンピ
オンにて、ホールスタッフ、マネジャー。その
他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com

パート・アルバイト募集中！
銅鑼湾に移転したHal’sキッチンでは、
パートさんを募集しております。主婦の
方や、ワーホリさんも大歓迎です。まず
は、お気軽にご連絡をください。
電話(852)2523-2524 春田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
日本語を使いながら中環でお仕事しま
せんか？ホール・調理補助など。詳細は
下記までお電話ください。
(852)9367-7705（沙羅まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ
の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。電話
(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
急募！営業・管理職を探しています！

炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近くの
香港オフィスで、商品の仕入れや日本へ
の輸出業務を行っております。①フルタ
イム：2～3年以上の職歴をお持ちで英
会話（日本語）能力のある方。やる気を
重視致しますので、上記の条件を満たし
ていれば男女問わず大歓迎！給料
HKD12,000以上（面談の上決定）、ビザ
サポート有り。②パートタイム：2～3年
の職歴。日常会話程度の英語能力。明る
くて真面目な性格の方。時給HKD60～。
香港にて面接を行いますので、まずはお気
軽にお問い合わせください。
LGF Hong Kong Co., Ltd
電話：(852)2570-2040
メール：ohno@lifis.co.jp

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニングバー
(Sowelu)ではスタッフを募集しています。勤務
時間・曜日は応相談です。詳しくは小泉まで。
電話：(852)2777-1171
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語能
力がある方。土、日勤務不要。ビザサポー
ト不要の方。ご興味ある方は履歴書を以
下までadmin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集
しています。日本人の方及び香港人の教
師も急募しています。まず履歴書をファ
クスまたはEメールで送りください。詳細
はお電話にてお問い合わせいただけま
す。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール:swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
セントラル（中環）の日本料理店枡では
フルタイムで入れるホールスタッフを募
集しています。日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:2537-7787（Ms. Rabina）

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド

香港
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香港ヘルス＆ビューティー

香港

　さまざまなトレンドと女性たちのニーズに
敏感であり続けるランコム（Lancôme）。発売
以来世界中の女性から強い支持を受けてい
るエイジングのトータルケアのヴィショネア
シリーズからかつて無い完璧な目元を実現で
きる｢ヴィショネア アイゾーンセラム｣とファン
デーションとコンシーラーが一つになった新
しいメイクアップデュオ｢タン ヴィジョネ｣が
発売。

　毎日のパソコンやスマートフォンの使用の
増加、睡眠不足などにより暗い印象の目元に
なりがち。特にクマ、小じわや均一性の欠如
の悩みを抱えている女性は多いのではない
だろか。そんな悩みを解決してくれる目元専
用美容液が｢ヴィショネア アイゾーンセラム｣。
目元のざらつきや肌密度に働きかけ瞬時に
ぱっと晴れやか、ふっくりとした目元を作って
くれる。人間工学に基づき開発されたシリコン
アプリケーターにより有効成分を肌の奥まで
届かせることができる。

　同時に発売されたヴィショナリシリーズの
ファンデーションとコンシーラーが一つになっ
たメイクアップデュオ｢タン ヴィジョネ｣。ビ
タミンCGを配合したカバー力の高いコン
シーラーが気になる部分をカバー。高いカ
バー力はタトゥーまでも隠してくれるという。
アイゾーンセラムと同様、独自の先鋭成分
[LR2412 ]・2配合のリキッドファンデーション
が肌を驚くほど滑らかに。同系色で揃えた新
しいメイクアップデュオが美質｢カバー力｣と
｢ナチュラル仕上げ｣を同時に表現できるし
てくれる。スキンケア成分配合なので使うた
びに肌を明るく滑らかに。

　さあ、あなたもその凄さを体験してみては？
肌の密度があがり、ざらつき、肌ムラが改善
され潤い際立つ均一に整った肌。近づいて
も安心な艶やかな肌をゲットしたいあなた、
早速お店まで足を運んでみよう。

香港

香港

ランコムの大人気ビショネアシリーズから
ハリ美肌を作り出す新商品発表。

上水店
住所：Shop 232, Landmark, Sheung Shui
エレメンツ店
住所：Shop 2112, Elements, Kowloon Station
テルフォードプラザ店
住所：Shop G4, Telford Plaza 1, Kowloon Bay
屯門店
住所：Shop 1121-23 & 1125, Tuen Mun Plaza Phase 1, Tuen Mun

ウェブ：www.lancome.com.hk/zh/index.aspx
将軍澳店
住所：Shop G31-32, Popcorn, Tseung Kwan O
沙田店
住所：Shop 379, New Town Plaza, Phase 1, Sha Tin
九龍塘店
住所：G18, Festival Walk, Kowloon Tong

タン ヴィジョネ

ヴィショネア
アイゾーンセラム
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香港グルメ

　美味しいお酒と料理を、友人と共に味わうのは日々楽しみ
のひとつである。epicureanグループの高級広東料理で名高い
「Joy & Joy 喜双逢」はビルの二階に店を構え、セントラル
（中環）地域では珍しいアート雰囲気満点のレストランであり、
まさにそんな楽しみを提供してくれる場と言えるだろう。

　店内は格調高いデザインで赤と黒のトーンでまとめられ
ている。リアルな龍と鳳彫刻のデザイン、中国と西洋の融
合をコンセプトとしたインテリアは、オリエンタルファン
タジーとシックさを感じさせ、食事だけでなく店内のイ
ンテリアも一緒に楽しめる。複数の独立したボックス席と3
つのVIPルームも完備し、完全プライベート空間で食事が落
ち着いて出来るようになっているので接待や会議などの場
所としても最適である。

　同店では厳選された、魚の浮き袋、フカヒレ、鮑、燕の
巣などの高級食材を使った極上の広東料理のメニューから
お気軽な麺類、点心までシェフが腕をかけ、その味は多く
の顧客の舌を満足させる。「食前にスープを飲めば薬がい
らず、食後に飲めば、消化を助け、健康維持になる。」と言われるほど、多くの中国人は伝統的なじっ
くり煮込まれたスープを好む。同店でも伝統的な調理法で作られる中華スープにこだわり、化学調味
料はいっさい使用せず、からだにも良いと定評がある。その他のメニューにもコレステロールなど、
健康に気を遣った食材が選ばれ、杏汁花膠炖白肺湯（魚の浮き袋と豚の肺アーモンド風味スープ）、
濃湯鶏煲翅（鶏肉とフカヒレスープ）、蜜汁叉燒皇（蜂蜜タレチャーシュー）、生磨杏仁蛋白茶（アー
モンド茶）、杏汁餐包（アーモンド風味パン）などが人気メニュー。グルメの広東料理といえば脂っこ
いイメージだが、ここでは安心してヘルシーに頂ける。

　極上の広東料理を優雅な店で味わいたい方にはオススメである。

オリエンタルとウェスタンが融合するレストランで
いただく極上の広東料理

時間：
ランチとティータイム　11:00～16:00
ディナー　　　　　　　18:00～23:00
ウェブ：www.epicurean.com.hk

Joy & Joy 喜双逢
住所：Shop 211, 2/F, Melbourne Plaza,
             33 Queen’s Rd. Central
電話：(852)2810-5366
ファックス：(852)2810-5189

▼杏汁花膠炖白肺湯

▲蜜汁叉焼皇▲濃湯鶏煲翅

▲鮑 ▲魚の浮き袋

▲鳩焼き

香港 香港
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香港グルメ香港グルメ

　多くの観光客や買い物客で溢れるチムサーチョイ
(尖沙咀)のオーシャンターミナルに7月末、南カリ
フォルニア料理レストラン｢LUCQUES Tavern｣が
堂々オープン。同店は｢Fresh(新鮮)・Healthy
(健康)・Light(軽い)｣をテーマにし、厳選した食材
を使用している。

　アメリカ料理と聞くとハンバーガーやピザなど
を想像するかもしれないが、南カリフォルニア料
理とは厳選した食材に極力手を掛けず、素材の持
ち味を最大限に引き出し、フレンチやイタリアン
の技法を生かした料理に仕立てたもの。

　シンプルながらもおいしくて楽しい、そして個
性のある料理。さらに食べれば食べるほどカラダ
に良いと言われている最高品質のオリーブオイル
とビネガーをふんだんに使用する事でヘルシーに
仕上げてる。　

　店内は178席あり、温かみのあるモダンで開放
的な空間。レンガと鉄筋をモチーフに木製のテー
ブルと椅子を合わせた内装はアメリカの雰囲気を
醸し出している。すぐ右手にはハッピーアワーや
食事の前にドリンクを楽しむ事が出来る広いバー
が併設されている。仕事やショッピングの後の一
杯にもピッタリ。

LUCQUES Tavern
住所：Shop OT315, level 3,
　　　Ocean Terminal, Harbor City, TST
電話：(852)2735-6111
ウェブ：www.lucquestavern.com

新鮮・ヘルシー・ライトをテーマにした
香港では新しい南カリフォルニアレストランオープン
新鮮・ヘルシー・ライトをテーマにした
香港では新しい南カリフォルニアレストランオープン

　編集部おすすめは季節限定｢Summer Salad｣。
ゴートチーズ、新鮮なピーチ、キヌア、チキン、
そしてグリーンをミックスしたあっさりながらも
塩気、甘み、クリーミーさを味わえる。また、その
サイズにもびっくりの｢Tomahawk Rib Eye Steak｣。
2人前だそうだが4人位で分けて食べるのにも良い
だろう。肉汁がたっぷりで驚くほど柔らか。岩塩
をつけても良し、そのままでも十分味わい深い。
デザートには名前を聞くだけでもハッピーになれ
る｢Every day is Sunday｣。ブラウニー、マシュマ
ロ、アイスクリームが一皿に乗ったデザートは、
テーブルに運ばれてくるを見るだけで、顔に笑顔
があふれる。誕生日ケーキのようにキャンドルを
灯して運ばれてくる演出は子供に限らず大人も心
が躍る。

　子供連れにも優しくキッズメニューもあり、子
供も楽しめて大人もゆっくり食事が出来るように
子供用の塗り絵やゲームなども常備している。さ
あ早速、カリフォルニアの雰囲気を味わいに足を
運んでみては。

     

Every day is Sunday

Summer SaladsSummer Salads

Tomahawk Rib Eye SteakTomahawk Rib Eye Steak
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香港グルメ

今週の
モニターさん
試食セット

お申込方法及び条件
1.  美食サイトぽけっとグルメにアクセスをして、新規登録から新規会員（無料）の手続きをして、IDアカウントをゲットしてください。

2. メールでzets_ppw@pocketpage.com.hkまで、お名前（本名。招待券をお送りする為）、電話番号、

　ぽけっとグルメのIDアカウントをご記入（2名分の情報。登録名はニックネーム可）の上、お申込の旨をお送り下さい。

3. 各ご招待者様には、後日ぽけっとグルメにて、このモニターの感想をクチコミとして200文字以上の書込みをお願いします。

また、そのクチコミが弊紙週刊PPWなどにも掲載されます。表示名はニックネーム可です。

4. 事前にご予約が必要となりますので、招待状が届き次第、レストランに直接ご予約下さい。

www.pocketgourmet.com.hk

プレゼンツ

　チムサーチョイイースト(尖沙咀東)とコーズウェイベイ(銅鑼湾)に店を構えている「酒処ほかほか」から新たなディ
ナーがスタート。利き酒師の資格を所有するオーナーが自ら日本酒に合うディナーメニューを考案。今回オーナー
が選んだのは｢無の心 大吟醸｣。米の風味が豊かで濃厚な日本酒だ。そんなお酒と一緒に楽しんでほしいと考え抜か
れたメニューの数々を試食してきた。

　そこでその一部を紹介。

　今回のメニューはお酒を飲みながら料理を食べるというよりも、料理と一
緒にお酒を口に含んでほしい。お酒と料理が一体になった瞬間こんなにも味
に変化があるという事を教えてくれるメニューばかりだ。お酒を含んだ時と含
まない時の味の違いを比較してみても楽しいかもしれない。日本酒に精通し
たオーナーだからこそ生み出すことができたペアリングディナーは、まさに新
世界だ。お酒や料理に対する考え方が変わる料理の数々を是非味わって頂き
たい。今回の企画に応募して是非「新世界」に浸ってみよう。

酒処ほかほか
銅鑼湾店
住所：9/F., Kyoto Plaza,
　　  491-499, Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2892-8899

前菜　　　　海の幸の酢の物
お造り　　　九州産クロマグロ　北海道産帆立
酒肴盛合せ　れんこんの明太子和え
　　　　　　蟹肉と胡瓜のかき揚げ
　　　　　　酒盗豆腐　タタミいわし　焼き銀杏
お魚料理　　銀鱈西京焼
お肉料理　　牛肉のサイコロステーキ　ニンニク風味　
お食事　　　炙り牛タン丼
日本酒　　　無の心300ml 1本
                  （プラス300HKDで
　　　　　　 無の心720mlに変更可）　

試食セット内容

お2人で
HKD980相当！！

お2人で
HKD980相当！！

酒処ほかほか

大将ごっつあんデス!!
酒処ほかほかの
　日本酒ペアリングディナー

先着2組4名様ご招待

お食事
　〆の炙り牛タン丼はご飯を多め
に口に含んで食べてほしい。酒の味
がご飯の甘みを引き立たせ炙り牛
タンの旨みを存分に感じることがで
きる。胡椒の辛さも味のアクセント
となりフルボディのお酒と実にマッ
チする。

お魚料理
　銀鱈西京焼は柔らかく程よく油が
のっていてとにかく美味い。そのま
まで食べても美味いのだがこちらの
メニューは是非お酒を口に含みな
がら食べてほしい。お酒の渋みが西
京味噌を引き立て後味がぐんと伸
びる。これがとても不思議な感覚で
その余韻が食べている人を虜にし
てしまう。銀鱈の柔らかさと上品な
味わいを感じられる一品だ。

酒肴盛合せ
　れんこんの明太子和えはれんこん
のサクサク感がたまらない。そこに
お酒を含むとれんこんに甘みが出
て、酒の酸味から明太子の辛味が引
き立つ。一緒に出てくる蟹肉と胡瓜
のかき揚げも絶品だ。中に入った紅
生姜がアクセントとなり酒の香りを
生み出す。それと同時にお酒がかき
揚げの甘さを生み出し紅生姜の辛
さを良い具合に際立たせる。醤油等
はつけずにいただくのがおすすめ。

産地： 福井県
蔵元： 越の磯
タイプ： 醇酒
香り： 米の甘みを感じさせる香り。
アタック： バランスよく濃厚だが、その中に湧き水のような清涼感もある
味わい： 甘みと渋みのハーモニー
余韻： 辛さがきめ細かく、渋みのある余韻
総評： 米の風味が豊富で、大吟醸ながら濃厚濃醇な珍しいタイプ

お酒情報
無の心　大吟醸
MUNOKOKORO　DAIGINJYO

酒肴盛合せ銀鱈西京焼

私が試食しました。
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