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 ショッピング（香港・広東共通）

alice + olivia
住所： Shop 3078B, IFC, 8 Finance St., Central 
電話：(852)2234-7253

夢みる少女 alice＋olivia
寒くなる前にクローゼットに新しい1着を
　アメリカ発のアパレルブランド「alice + olivia」
は3ヶ月前、世界初の単独専門店を香港のIFC
にオープン。同店はジュエリーをコンセプトのヒ
ントにしており、今シーズンは「パリファンタジー
スタイル」をテーマにしたスタイルを展開して
いる。
　デザイナーのStacey Bendetさんが思い描
くalice＋oliviaガールは独立した人格を有し、
幻想的＋華やかな雰囲気の持ち主。そのため、
彼女たちの身につけるものも派手でランドマー
ク的だ。今冬のコレクションの目玉は、ボールガ
ウンにアフタースキーニット、飾りボタン付のレ
ザージャケット。また、シンプルながらスタイリッ
シュなレース付フレアスカートと縞模様のミニ
スカートは可愛い子には必要な１着になるは
ず。シルクのブラウスにも、今シーズン流行のレ
ザージャケットにも良く似合う。一方、デザイナー
は大人の女性らしさも忘れてはいない。彼女た
ちが持っている大人の雰囲気を表現しながら、
可愛い要素も加えている。色鮮やかなワンピー
スの上に、花をモチーフにした上着を着れば、
殺風景な冬でも活気を感じることができる。さ
らにデザイナーはドレスデザインにも長けてい
る。レースのついた黑いドレスはセクシーで、女
性の曲線美を良く表現している。小ざっぱりし
たメイクに合せれば女性の柔らかさをアピール
でき、濃いアイメークではゴシック女王に変身
できたり、人によって違う雰囲気を出すことが
できる。

　alice + oliviaガールズはお出かけスポット
も多様で、ライフスタイルも多様であるはずと
いうデザイナーの考えに基づき、コーディネー
トしやすいバッグや靴を多く発表した。目玉商
品は水晶モチーフの「Olivia」バッグ、トラ柄バッ
グ、綿入り合皮ロングブーツなどがある。その
中でも気になるのはpre-fallシリーズの中の赤
い靴。かかと部分についているリボンに、靴と同
じ赤いストーンがあしらってあるが、石の大き
さがバラバラで、本来単調になりがちなフラッ
トシューズのアクセントになっている。可愛く履
き心地が良いため、毎日履いても疲れない。ま
たalice＋oliviaのハンドバッグは他ブランドよ
り小さい古典的なクラッチバッグで、装飾もた
くさんでかわいらしいので様々な洋服に合わせ
やすい。
　可愛らしさと精巧さをひとつにした同ブラン
ドだが、新ショップでは同ブランドの洋服、ドレ
ス、靴及びバッグのほか、Stacey Bendetさん
が心をこめて選んだ骨董品、Dylan's Candy 
Barのスナック、Lele SadoughiとLulu Frost 
by Lisa Salzerのアクセサリー及びTop Secret
の女性用下着も扱っている。
　秋がこっそりとやってきている。そろそろ秋
冬用衣料を買いたいあなた、alice＋oliviaへ足
を運んでみてはいかがだろうか？クローゼット
にロマンチックな一着を増やし、寒い空気の中
で甘い雰囲気を醸し出そう！

香港香港

　今年で2回目となる佐賀酒試飲商談会in香港
2013（佐賀県、同県酒造組合、JETRO香港主催）が、
コーズウェイベイ（銅鑼湾）の日本人倶楽部にてこ
のほど開催された。当日は、香港でレストランを経
営するオーナー、バイヤー、サプライヤーが総勢
100名ほど集まり商談が行われた。
　佐賀のお酒をもっと香港の販売店やレストラン
に広めていきたいという趣旨のもと、佐賀県より
酒造蔵元（7社）を集め、A5ランクの佐賀牛も提供
され、会場は終始和やかなムードに包まれて大盛
況の内に終わった。

佐賀酒試飲商談会in香港2013
2013 Saga Prefecture Sake Tasting in Hong Kong



Alice Hama ワインコンサルタント
慶應義塾大学卒。UCLA大学ワインプログラム卒業。

CMS認定ソムリエ、JSA認定ワインエキスパート、

SWE認定ワインエデュケーター、SSI認定利き酒師

日本ワインを愛する会米国アンバサダー、西海岸ワイン族役員

公式FB：https://www.facebook.com/WINEderland

Vol.21 Girasole Vineyards

ネやピノノワールの栽培がさかんな地域を述べよ、という
問いであった。天空の島とは、実にロマンチックなネーミン
グだなと思った記憶がある。
　最初に飲んだメンドシーノのワインは、Gi r a s o l e 
Vineyardsのシャルドネだった。Girasoleとは、エチケットに
描かれているように、イタリア語で「ひまわり」という意味で
あるが、冷涼な地域であるにも関わらず、夏の花とは、その
ギャップに不思議な親近感を感じた。ワイナリーの創設者は
優良なワインの生産地として知られるイタリア・ピエモンテ
州からの移民。シャルドネやピノノワールなどの主要品種に
加え、サンジョベーゼなどのイタリア品種のワインもリリース
している。California Certified Organic Farmersの認定を受
けているオーガニックワインのパイオニアの一人として高く
評価されており、葡萄そのものの味わいを最大限に生かし、

クリーンでピュアなワイン造りに力
を入れている。和食をはじめ、様々な
お料理との相性が良いことから、レ
ストランのワインバイヤーからも評
判が高い。
　昔のブログを読み返してみた。「メン
ドシーノのヒマワリのような場違い
キャラながら、心優しい人に囲まれ
て、3年間、素敵なお勉強をさせてい
ただきました。ちょっと羽を休めて、
また新しい空へ飛び立ちます。」と書
いてあった。この5年間を回想しなが
ら、ふと、またあのシャルドネを飲ん
でみたいと思った。

　初めてのワイン資格を取得してから、5年が経とうとしてい
る。東京のOL時代に、趣味で勉強を始めたワインが仕事にな
るとは、当時は全く想像していなかった。この5年間の間に、様
々な資格試験に挑戦してきたが、その中でも特に印象に残
っているのが、カリフォルニアの北部、メンドシーノに関する
出題だった。通称「Island in the Sky」と呼ばれ、非常に高度
な地域に葡萄畑が位置することから、カリフォルニアでは珍
しく、非常に冷涼で、旧世界を彷彿とさせる繊細なシャルド 写真のエチケットは

思い出深い
旧デザイン版
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香港グルメ

香港

今週の
モニターさん
試食コース

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写真1枚と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. コース提供は月～木の間で1日指定とされます。

www.pocketgourmet.com.hk

　Pico　プレゼンツ

　数多くのスペインレストラン、タパスバーのオープン
が続く香港。香港在住者にとってスペイン料理が気
軽に楽しめるようになってきている。そんな中、ホテル
が多く立ち並び、食事時には多くの観光客や近辺で
働くビジネスマンなどで賑わうチムサーチョイイース
ト（尖沙咀東）のEmpire Centreのグランドフロアに
｢Pico tapas wine bar｣は店を構えている。店内に飾ら
れた写真は、昔スペインで営んでいたときのもの。歴
史を感じる写真はどこか懐かしくアットホームな雰囲
気を感じることができる。バーの名に恥じない、おす
すめのシャングリアは白ワインベースと赤ワインベー
ス共にフルーツたっぷりですっきりとしている。その
他ワインの種類も豊富。
　アットホームに楽しめる｢Pico｣からお得なコース
のプレゼント！定番のスペイン料理から同店オリジナ

ル料理までずらっと並んだラインナップを味わう事がで
きる。コース内容は、ホタテ貝のハモン・セラーノ（スペ
イン産生ハム）巻き、ガーリックとチリ海老、そしてパプ
リカ・ハーブ・ポテトサラダとフルーティーなオリーブオ
イルを添えた蛸のグリル。さらに8オンス アメリカ産牛肉
テンダーロインと玉ねぎのソテーとカズラレスチーズ、
そしてスペイン料理にかかせないじっくり煮込んだソースと
チキン・海老・ムラサキイガイ・野菜の創作パエリア。
　これだけいただけばお腹も心も満たされるだろう。さ
らにデザートプレート（2人用）とシャングリア（or ソフト
ドリンク 2人用）付き。さあ、今すぐ気の合う友人を誘って
応募しよう。

Pico tapas wine bar 
住所：G23-27, G/F Empire Centre,
           68 Mody Rd., TST East
電話：(852)2366-8355
営業時間： 月～日 12:00～Late
ウェブ：picotapaswinebar.com.hk

・ホタテ貝のハモン・セラーノ（スペイン産生ハム）巻き
 ガーリックとチリ海老
・パプリカ・ハーブ・ポテトサラダと
 フルーティーなオリーブオイルを添えた蛸のグリル
・8オンス　アメリカ産牛肉テンダーロインと
 玉ねぎのソテーとカズラレスチーズ
・じっくり煮込んだソースとチキン・海老・
  ムラサキイガイ・野菜の創作パエリア
・デザートプレート（2人用）
・シャングリア（or ソフトドリンク　2人用）

試食コース内容

約HKD1200！
約HKD1200！

大将ごっつあんデス!!
スペイン料理が堪能できる
                   スペシャルコース

先着1組2名様ご招待
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　ローカルエリアでありながらインターナショナ
ルな雰囲気で外国人も多く住むエリアサイインプン
（西営盤）。ここ最近、お洒落なレストランやお
店が次々とオープンし、話題のエリアだ。その一角
の街市を上がったところにお店を構えている、コ
ーヒーが自慢の「Corner Cafe」。

 　小さい店ながらも、そのコーヒーの味を求めて
毎日お客さんが絶えないのだという。それもその
はず、同店で使用している豆はオーストラリアで
最も美味しいコーヒーブランドの一つといわれ、
多くのファンを持つ「Vittoria Coffee」の高品質
のイタリアンロースト・アラビカコーヒー。香り
豊かで味わい深い味はコーヒー愛好者にはたまら
ないだろう。

 その他には、ペイストリーシェフとして18年の経
歴を持つChuさんの作るパイ、ケーキ、マフィン、
クッキーなどの絶品ペイストリーもおススメ。見

た目もかわいく、美味しいのでコーヒーのお供
には最適。

　種類豊富なケーキの中でもおススメは、リッ
チな味わいのバターチョコレートをレイヤーし
たケーキ「Rich Valrhona Chocolate Cake」だ。
シェフ自慢の「Chef’s own carrot cake」、定番
の「Italian Tiramisu」、大人にも子どもにも人
気の「Cashew Brownies」やチョコレートや
オートミールクッキーもぜひ。また、軽食にピッ
タリなサンドイッチや毎日お店で焼き上げるクロ
ワッサンもある。誕生日や記念日にはオーダーメ
イドのケーキやクッキーで大切な人を驚かせる
のもいいだろう。

　コーヒーを片手に道行く人を眺めたり読書に
ふけて一人の時間を楽しんだり、友達との会話
を楽しんだりと、あなたなりのゆっくりとした
時間を過ごしてみるのも良いのでは。
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Corner Cafe
住所：56 Center St., Sai Ying Pun
電話：(852)3480-8436
営業時間：9:00～19:00
ウェブ：www.eatmycakes.com.hk

こんなカフェ探してた！
コーヒーが自慢のお洒落なカフェ
こんなカフェ探してた！
コーヒーが自慢のお洒落なカフェ
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香港グルメ香港グルメ

　週末になると、友人や恋人と一緒に夕飯を食べ
た後、チムサーチョイ（尖沙咀）のナッツフォー
ド・テラスでお酒を楽しむ人は少なくないだろ
う。こちらはたくさんのバーが集まり、どのお
店もとても良い雰囲気。先日、カップルにとっ
て最高なデート場所となるであろうロマンチッ
クなレストラン「AMICO」を見つけた。こちら
はたくさんの人が集まってわいわい騒ぐだけの場
所ではなく、カップルにとっても良い選択肢で
ある。

　ちょうど今はポルチーニが旬であり、AMICO
では10月中旬までポルチーニキャンペーンを開催
する。前菜に「Porcini Tartare and Raw Scallop 
on a bed of Zucchini Cappaccio」、メインディッ
シュに「Home-made Fettucine with Fresh Porcini 
and touch of cream sauce」のコースはいかがだ
ろうか？前菜は新鮮な胡瓜の上に北海道より直輸
入したホタテと、軽く炒めたポルチーニ。ポルチ
ーニとホタテの刺身は意外と良く合う。ホタテ
の甘さがポルチーニの独特な香りを引き立て、
一方ホタテの生臭さはポルチーニの強い香りで
感じなくなってしまう。下の胡瓜はただの飾りで
はなく、あっさりした食感をもたらしてくれる
。香り豊かで、甘くてさっぱりするこの一品はフ
レッシュな食感が食欲をそそり、前菜としての役
目をしっかりと果たしてくれる。メインディッ
シュに登場するポルチーニはクリームフェット
チーネと一緒になると、また違う味に。ポルチ
ーニをワイン、バター、塩、胡椒で炒めること
で、含まれていた水分が飛ばされ、食感が柔らか

AMICO Italian Wine Bar & Restaurant 
住所：7/F, 1 Knutsford Terrace, TST
電話：(852)2311-2368
時間：月～金12:00～15:00、18:00～26:00

ロマンチックなレストランで
旬のポルチーニをいただこう
ロマンチックなレストランで
旬のポルチーニをいただこう

くなる。最後に少しだけクリームを入れると、
コクのあるパスタソースに仕上がる。「このソ
ースは味が濃いから、パスタでもフェットチー
ネにすれば濃さがちょうど中和され、こってり
感を全く感じなくなる。」とシェフのHim 
Cheungさんは説明してくれた。

　パスタが普通すぎると言うならば、ミシュラン
の伝統料理「Veal Milanese with Sicilian Cherry 
Tomato and Arugula Salad」はどうだろう。子
牛のお肉に衣をつけてを揚げたものだが、とて
もジューシー。使われているお肉は全部6ヵ月未
満の子牛から取った柔らかなもので、淡いピン
ク色をしている。シェフの手によって、外がパ
リパリ、中が柔らかい仕上がりになっている。そ
の食感はとんかつ好きな人には、とてもお勧め
である。

　レストランの雰囲気はとてもロマンチックで、
伝統的なデザートのティラミスでしめれば完璧
なディナーになる。同店のティラミスは古くか
らのレシピを厳格に守り、ゼラチンやクリーム
を使わず、卵、砂糖、マスカルポーネチーズ、イ
タリアンエスプレッソ、フィンガークッキー及
びココアだけで滑らかで、クリーミーなティラ
ミスに変身する。また、ワインを一緒に飲むの
もおすすめ。イタリア直輸入の「Ch i an t i 
Classico Riserva 2008、Castello di’ Ama」、「
DOCG AAA」などは値段が手頃で美味しい。もし
くは、こちらで満腹になった後に、また違うお
店で一杯を楽しんでもいいのでは。

     

Tiramisu

Porcini tartare and
raw scallop on a bed of
zucchini cappaccio

Home-made fettucine
with fresh procini and 
touch of cream sauce

Veal Milanese with
Sicilian Cherry Tomato and
Arugula Salad

Porcini tartare and
raw scallop on a bed of
zucchini cappaccio

Home-made fettucine
with fresh procini and 
touch of cream sauce

Veal Milanese with
Sicilian Cherry Tomato and
Arugula Salad

香港
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広東ピックアップ 

裸の王様
あやつり人形劇に転生！

深圳福田区深圳少年宮劇場
10:30～12:30
www.piao.com
RMB200、RMB160、RMB120、RMB60

広州

「王様は裸だよ！」
　新しい服が大好きな王様の元に、ある日二人組の詐欺師が布織職人という触れ込み
でやって来た。彼らは何と、馬鹿な人や自分にふさわしくない仕事をしている者には見え
ない、不思議な布地を織る事が出来るという。実際は誰にも布が見えず、王様も家来も褒
めるしかなかった。新しい服が出来上がった日に、王様は見えもしない衣装を身にまと
いパレードに臨む。見物人も馬鹿と思われてはいけないと、同じように衣装を褒め称え
るが、その中の小さな子供の一人が「王様は裸だよ!」と叫んだ。それにつられ見物人が
「王様は裸だ」と叫ぶなか、王様一行はただただパレードを続けるのだった。誰でもきっ
と読んだ事のある、デンマーク童話「裸の王様」。今回は中国の数少ない子供向けあやつ
り人形劇団「中国木偶劇団」が、深圳少年宮劇場にて上演する。乞うご期待！

11月23日まで
10年来の20大ヒット作品
　クラスメイトと語学を学ぶ以外にも方法が！南山英語クラブが開催す
るのは、楽しく学べる企画だ。厳選された10年来の大ヒットハリウッド映
画を見ながら、フランス、アメリカ、オーストラリア、スペインなどの国から

大ヒットハリウッド映画で
英語を学ぼう！

    

深圳南山区后海名苑2265号Romanee会所
月～金　14:30～17:30、19:00～21:00
(86)186-7636-5528
www.douban.com/event/18141148
RMB15/回、RMB100/月

やってきた人々と交流しよう！友人の
輪を広げ、英語力をアップするチャン
ス！

10月1日～10月5日11月24日

今週の広東ピックアップ

English Corner
語学で暮らしを豊かに

深圳南山区学府路
深航飛行員公寓北楼12F
土　19:30～21:00
(86)769-8779-9888
www.douban.com/event/19624138
RMB10

ただの語学勉強会ではない、深い交流をしよう！
　英会話の能力を上げる。有意義な交流をし、暮らしを豊かにする。そし
て、馬が合う友人を探す。これら全てがクリアできるよう、「English 
Corner」は開催されている。たったRMB10で、ドリンクとおやつ付き。場所
は狭いが、交流の場としては最適だ。毎週土曜日に開催するので、ぜひ参
加してみては。

11月16日まで

広州市海珠区閲江中路380号
中国進出口商品交易会琶州展館A区 
9:00～17:00
(86)20-8767-4997
(86)20-8767-4966
gz.bendibao.com/tour/2013731/
ly131194.shtml

穗港澳ACG動漫遊戯展
アニメ・ゲームフェス開催

中国華南地区のアニメ文化を感じてみよう！
　2007年から毎年開催されている「穗港澳ACGアニメ・ゲーム展」は中
国華南地区では最もよく知られたアニメの祭典だ。主に広州・香港・マカ
オ発信の最新アニメ事情を紹介する。ご存知の通り、ここ中国でも若い

広
州

世代を中心にアニメの人気は高く、大
勢のアニメ好きが集まる。有名な漫画
家やアニメーター、新進の作家の活動
に触れるチャンスだ！

東莞 深圳

深
圳

深
圳

深
圳

ジブリ音楽コンサート
千尋楽団広

州

    10月19日

広州市白雲区二沙島晴波路33番
星海音楽ホール
19:30～21:00
(86)40-0880-2880（チケット予約）
www.douban.com/event/19400148/?icn=list-shopitem
RMB266～551

オーケストラが奏でるジブリ音楽の美しい調べ
　アニメ好きなら知らない人はいない、スタジオジブリの作品。そのジブ
リ作品に欠かせないのが美しい音楽だ。アニメファンでなくとも、そのメ
ロディーを耳にしたことがあるのでは？オーケストラによって奏でられる

「となりのトトロ」、「もののけ姫」などの
人気作品のテーマ。聴く者を引きつけ、
疲れた心を癒してくれる。
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広州

広州

深圳

深圳

最大600人受入れ可能、宴会に最適な大型ルーム
　宴会や接待をする際にはやはり中華料理。東莞にある花園ホテル内
の「花園海港大酒楼」は、600人を受け入れることができる大型ルーム
が自慢。オシャレな内装、上質な料理、そして親切なサービスで多くの
ビジネスマンに利用されている。そして20を越える個室は、どれもヨー
ロッパ調にリフォームされ、各種パーティーにもぴったり。

    

東莞市樟木頭鎮南城広場
(86)769-8779-9888
www.dggardenhotel.com

9月30日までに予約するとお得
　広州天河区という好立地に位置する「広州マンダリンオリエンタ
ル」。現代の豪華さと独特な優雅さを融合したデザインで知られてい
る。今回は期間限定の宿泊キャンペーンを開催。低価格に加え、無料朝
食、ワイヤレスネットワーク使い放題などのお得なサービスが付いて
いるため、近くに出張する際にはぜひ利用したい。

    

広州市天河區天河路389 号
 (86)20-3808-8888
www.mandarinoriental.com.hk/
guangzhou  
RMB1,680～

中華料理
花園海港大酒楼

ママにもお子さんにもうれしいサービス
　広州・深圳・東莞で5校を展開している「新語翔中国語学校」は、特別
授業のクラス、中国運転免許試験前コンサルティング、家庭教師派遣な
ど様々な嬉しいサービスを提供している。今回、福田校では新たにキッ
ズルームを開放！さらに、授業に参加する方は、お子さんの一時預かり
の利用料金が20%オフとなるキャンペーンも。

福田COCO-PARK校
深圳市福田区福華三路
星河国際C2棟8B室
(86)755-8344-6661
(86)137-5114-7475
(張 日本語可)
www.classic-mandarin.com

新語翔中国語学校
福田校キッズルーム開放

9月20日～10月9日

11月30日まで    

アフター5はジョギング！
ついでにちょっと遊ぼう

「ジョギング」は新たな社交の場
　最近では、「ジョギング」はただのトレーニングにとどまらず、社交の
場ともなっている。コミュニケーションの輪を広げたい！耳よりの情報を
交換したい！そんな方は、まず「Team Fun」の主催するはジョギングに参
加してみよう。まず、下記ウェブサイトから「参加する」をクリック。次に、
「微信」（WeChat）で名前と人数を「Team Fun」へ送信しよう。

広州市海珠区 地下鉄赤崗塔駅B出口
火　19:30～21:00
www.douban.com/event/18665765
無料

広
州

東
莞

深
圳

ウィーン少年合唱団
Wiener Sängerknaben公演広

州

広
州

    10月6日

10月14日～11月5日

広州市天河区珠江新城珠江西路1号
広州大劇場 オペラホール
20:00～
 (86)40-0622-8228（チケット予約）
 www.228.com.cn/ticket-46291570.html
RMB880、RMB680、RMB480、RMB380

清らかな「天使の歌声」に感動！
　2013年広州芸術祭の「ウィーン少年合唱団」公演。「天使の歌声」と命
名されたことでも有名なこちらの合唱団、創立は1498年。世界の数ある
少年合唱団の中でも抜群の人気と実力を誇る。メンバーは全員アウガル
テン宮殿で生活し、日々練習に励んでいる。彼らの清らかな歌声は多くの
人々に感動を与えてきた。天使の歌声を間近で鑑賞しよう！

    

長隆ホテル
恒温水会館

アジアで最も大きな恒温プールの一つ！
　カナダの水上設備業界屈指のWhite Water West Industriesと連携し
オープンした「長隆恒温水会館」。通年26℃～28℃の水温を維持し、斬
新な水浄化システムとアメリカから輸入した自動消毒システムで、水の
中で快適に泳ぐことができる。そのほかに水底音楽システム、スパなど
の設備があり、リラックス効果も期待できる。

広州市番禺区迎賓路
8:00～23:00
(84)786-8386-0328
www.chimelong.com/activity/
2011shg/index.shtml

広
州
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