
香港

　アメリカのヴォーグ誌で全米No．1に選ばれた皮膚科医、ハワード・ミュラドが
研究・開発したドクターコスメ「ミュラド（Murad）」。整肌成分AHAや抗酸化成分
を化粧品に応用、常に新しいスキンケア理論と技術を提案し、多くの人がいつまで
も健康的な美しい肌を保つことを願い、積極的に働きかける「攻めのスキンケア」
と呼ばれる。そんなミュラドから新しい商品をお届け。

　今回のピーリングマスク「Intensive-C Radiance Peel」は水に溶けやすいグリ
コール酸で環境ダメージを受けた肌からくすみを取り去り、ビタミンC、インドイチ
ジクなどの成分が豊富に含まれ、コラーゲンの再生が促進でき、肌色トーンを上げ、
顔色をより明るく輝かせる上に、使い方は簡単で、週1～2回使用するだけ。使用す
る際は目に触れないよう注意し、ゆっくりマッサージするように塗り、10～15分後
暖かい水で洗って暖かいタオルで水を拭く。

全米ナンバーワン！速効スキンケア
ミュラド Intensive-C Radiance Peel
全米ナンバーワン！速効スキンケア
ミュラド Intensive-C Radiance Peel

ハーバーシティーFaces
住所：Shop 202, 2/F., Harbour City, 3-27 Canton Rd., TST
電話：(852)2317-1009

編集部P使用後コメント☆
「使ってから肌がすぐ柔らかくなり、弾力もよくなりました。過剰な角
質も取れ、つるつるの肌に戻ります。夜に使えば、翌日の朝はもっと
化粧しやすくなるように感じます。6回ぐらい使ってみると、肌が健康
になり、特に両頬のところに明るい透明感を手に入れました！毛穴
が小さくなったのも肌の奥の細胞が働いているのだろうと思います。
もちろんメディカルコスメは頻繁に使うのを避けたほうがいいです
が、都会人の肌はいつも負担が多く疲れているので、最初は週に2～
3回程度の使用もOK。使用後も保湿するのをお忘れなく。」

香港

香港 香港
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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. コース提供時間は毎日の12:00～15:30となります。

www.pocketgourmet.com.hk

　天府人家　プレゼンツ

　豊かな自然と明媚な山水で、古くから「天府の国」
という美称を持つ四川。そんな土地から生まれてき
た四川料理は当地の食材を生かし、「麻」と「辣」が融
合される「麻辣（痺れる辛さ）」を基本とし、甘辛など
様々な辛さを追求してきた。そして香辛料を多様に
用い、中華四大料理の1つと呼ばれるまでに発展して
きた。
　そんな本場の味が楽しめる四川料理レストラン

「天府人家」が湾仔（ワンチャイ）に登場。入り口にあ
る中国の有名な文化人が筆を取った「天府人家」の
扁額と対聯から店内の優雅な雰囲気が伺える。高級
木材で作られた飾りに簡素な黄色い内装が彩りを添
えている。そして四川の有名観光スポットから命名さ
れた4つのプライベートルームは様々な宴会・パーティー
に利用できる。

　今回同店が届ける試食メニューは、「一菜一味、百菜
百味（一つの料理から一種類の味が味わえ、百の料理
なら百種類の味が味わうことができる）」という四川料
理の特長が見られ、3つの前菜、4つのメインディッシュ
と1つのデザートで構成されている。定番のチキンマリ
ネ、酸辛春雨、焼き餃子から、看板料理の覇王鮮牛肉ま
で味わうでき、さらにビーフジャーキーと野生キノコ、酸
菜桂花魚、チリとニンニクのカエル炒め、お豆とクレソン
のブイヨン煮などの四川グルメも。どれもプロのシェフ
が腕を振るい、厳選された食材を使用して作られ、食欲
を満足させてくれるはず。
　中華料理は丸テーブルを囲んでいただこう！と、今回
は1組4名様をご招待。また、同店の次回のメニューも乞
うご期待！

天府人家
住所：3/F., One Capital Place,
         18 Luard Rd., Wanchai, Hong Kong
電話：(852)2205-0020

・口水鶏（チキンマリネのスパイシーソース）（半分）
・酸辣涼粉（酸辛春雨）
・野菌秏牛肉乾（ビーフジャーキーと野生キノコ）
・酸菜桂花魚（ケツギョの野菜煮込み）（半分）
・覇王鮮牛肉（牛肉とえのきのスパイスソース）（半分）
・銅盤獨蒜泡椒田鶏（チリとニンニクのカエル炒め）
・粗粮西洋菜（お豆とクレソンのブイヨン煮）
・生煎鍋貼（焼き餃子）（4個）
・是日甜品（デザート）

試食コース内容

約HKD1,000！約HKD1,000！

大将ごっつあんデス!!
ピリ辛ランチコース

先着1組4名様ご招待
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　サイワンホウ（西湾河）太安楼の屋台で30数年甘味店
を経営してきた「亜婆糖水」が、このほど「車仔糖水」と
名を変え、新たに店を構えた。新店舗はノースポイント（北
角）和富道のフードコート内にあり、交通の便もよく、
引き続き周りの住民たちに本格的な伝統甘味を提供する。
　「亜婆糖水」は1979年に開業し、30年余りの歴史を持
つ老舗甘味処である。現在、代々伝えられた秘伝のレシピ
で甘味を作っているのは三代目オーナーの葉さん。看板メ
ニューの「咋喳」、「緑豆沙」などの伝統甘味は西湾河周
辺に住む人々の胃袋を満足させてきた。もちろん、わざわ
ざ遠くから来るお客さんや、多くの香港セレブもこの店
の常連である。
　「糖水」とはお汁粉のような中華デザートのこと。心
をこめて作った「糖水」は気持ちを表すもので、広東地
区では古くから伝えられている、家庭で作る保健食品で
ある。体内の毒素を排出し、体にも美容にもいいと言わ
れている。オーナーの葉さんは父親の背中を見て育ち、

BAR BUONASERA
住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

車仔糖水 Trolley Dessert
住所：Shop 2A, G/F, Ngan Fai Bldg., 
             84-94 Wharf Rd., North Point
時間：12:00～23:00（日～木）
　　　12:00～24:00（金～月）
電話：(852)2512-0820

伝統デザートに特別な感情を持っている。それ故、祖母
が伝えてくれた秘伝のレシピをしっかりと守り、伝統的
な広東食文化をより一層輝かせている。
　「車仔糖水」が提供する伝統甘味の中では、「咋喳」
（雑穀、豆類で煮込んだお汁粉のようなデザート）、
「紅緑豆沙」（小豆または緑豆のお汁粉）、「紫米露」
（ムラサキコメのお汁粉）、「蛋白杏仁茶」（卵白杏仁
プリン）、及び「芝麻糊」（黒ゴマのお汁粉）などがとて
も人気だ。同店の看板メニューである「咋喳」はササゲ、
アズキ、ムギ、タロイモなどたくさんの材料を使い、更に
新鮮なココナッツの千切りを入れることによって香りが
豊かになり、温かくても冷たくても美味しい。また、
「南瓜雪耳露」はちょっと珍しいデザートだが、お勧め
である。南瓜の千切りに滑らかなココナッツミルクとサ
ッパリした白木耳が入っていて、甘くて体も心も潤う。
さらに、「蛋白杏仁茶」は杏仁の香りが強く、卵白が滑
らかな食感をもたらしてくれる。

　一方、日本から輸入した3.6牛乳で作ったアイスクリー
ムに「紫米露」を合わせたり、氷山シリーズ・西瓜シリー
ズなどの新しいデザートを作り出すなど、葉さんは店の看
板である伝統甘味を守りながらも、お店に若い息を吹き
込んだ。氷山シリーズは「氷山」の中にタピオカ、仙草
ゼリー、新鮮なフルーツが入って、まだまだ暑い香港の
秋にはもってこいの一品。また、西瓜シリーズの中で珍
しいのは、「車仔西瓜盃」だ。中身をくり抜いた小ぶり
の西瓜の皮を器にし、中に仙草ゼリー、かき氷、西瓜、
マスクメロン、ハミウリ、タピオカ、アイスクリームな
ど様々な食材を入れ、見た目も涼しげでおいしい。
　このほか、同店では消化に良い「酸甜蘿蔔」（大根の
酢漬け）、「酸甜木瓜」（パパイヤの酢漬け）など自家
製の果物の甘漬けや酢漬けも出している。

デザートの老舗が北角に出店
　　　　　　　　       30年間変わらぬ味　溢れ出る人情
デザートの老舗が北角に出店
　　　　　　　　       30年間変わらぬ味　溢れ出る人情

咋喳

紫米露
車仔西瓜盃

芒果味冰山

香港 香港
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　国際色豊かな香港ではさまざまな国のレスト
ランがある。そのどれもが本格的。しかし、忙
しい毎日を過ごしていて食事にゆっくり時間
を掛けていられないという人も多いのでは。
忙しいからこそヘルシーで体に良いものを取
り入れたいもの。最近では香港でもヘルシー
志向の人が増えている。そんな人にうれしい
テイクアウトメインのモダンメキシカンレス
トラン「Little Burro」がコーズウェイベイ
（銅鑼湾）に堂々とオープン。

　同店は大人気プライベートキッチン「Magnolia」
のオーナー兼エグゼクティブシェフのRoger
さんとセレブリティシェフJasonさんがタッグ
を組んで手掛けたもの。メキシコ料理とニュー
オリンのフレーバーをミックスし、アメリカ
のサンフランシスコで食べられているストリー
ト系Mission-styleブリートそのままの味を
カジュアルプライスで提供している。体に優
しく、財布にもやさしい新感覚のファースト
フードだ。

　Mission-style Burritosは、1960年代にラテン
系アメリカ人が多く住むサンフランシスコの
Mission地区のタケリーア(タコス料理店)が発
祥とも言われている。通常のブリートとは異 BAR BUONASERA

住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

Little Burro　
住所：G/F.,125 Leighton Rd., CWB
時間：11:00～22:00
フェイスブック：
www.facebook.com/pages/
Little-Burro-Hong-Kong/393072404148252

なり、たっぷりの野菜にメキシコ料理の味付
けをした米と、鶏肉や牛肉などの肉類、そし
ていんげん豆にサルサをたっぷり足して、小
麦粉でできたトルティーヤで巻いたもの。ア
ルミホイルで巻いているので手を汚さず食べ
ることができるのも良い。約10種類の具材が
入っているので、ぜひその食のメルティング
ポットを味わってほしい。

　食材はすべてローカルオーガニックファー
ムから仕入れ、肉類もアメリカ産やオースト
ラリア産にこだわって使用。こだわりの食材
と名シェフによる料理は、高くておいしいの
は当たり前。しかし同店では、安くてもおい
しく食べられることを証明してくれる。

　ブリートの他には同じ具材でソフトタコス
やサラダもメニューに並ぶ。ベジタリアンメ
ニューにもアレンジ可能。また、ビールやワ
インなどもあるのでブリートと一緒にドリン
クを楽しみながら外のテラス席でゆっくりす
るもよし、さくっと店内のイートインスペー
スで食べるのもよし、またはテイクアウトで
楽しむもよし。

　さあ、さっそく足を運んでみては？

チキンソフトタコス

タコサラダ

チキンブリートとトルティーヤチップス

オーナーのRogerさんオーナーのRogerさん

ブリートを作っているところ ブリートを作っているところ 

香港 香港
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　美味しいお酒が飲みたい。食後にゆっくりとした時間を楽しみたい。
気の置けない友人や恋人と語り明かしたい。そんなひとにおすすめしたい
のが、お酒と会話を楽しむことのできる落ち着いた雰囲気が魅力のバー
「Buonasera(ボナセーラ)」だ。

　大阪・阿倍野で21年間以上にわたりバーテンダーとして活躍してきた
森川さんによる同名のバーが、昨年香港にもオープンさせたのが同店だ。
13年にわたり腕を磨き続けた森川さんのバーテンダーとしての知識と
実力は、当然ながら確かなもの。その長年の経験に基づいて、同店で
はビール、ウイスキー、カクテルなど定番から珍しいものまで豊富なド
リンクを揃えており、オープンから1年足らずにも関わらず、多くのひ
とが夜な夜な通い詰めている。

　人気の秘密は、香港では珍しい「オーセンティックバー」の風格だ。
正統派という意味に相応しい店内の雰囲気。ウッド調のバーカウンター
にダークレッドの椅子が並び、絵に描いたようなバーの内装が顧客を迎
えてくれる。また広すぎることのない店内だからこそ、隠れ家的なプラ
イベート感があり、少人数でじっくり会話を楽しむにはまさに最適な場
所だ。ウィスキーも世界各地、日本の銘柄が多種多様に並んでおり、ど
れを飲むのかを森川さんに相談して選ぶのもいいだろう。カクテルでも、
「こういうものが飲みたいんだけど、おすすめは？」と聞けば、あなた
にぴったりの一杯を作ってくれる。こんなお酒の楽しみ方ができる正統
派バーでありながら、そこは敷居の高さを感じない、気軽な雰囲気も兼
ね備えているのが他店との大きな違い。初めて行ってもひとりで行って
も気負いしない空気が流れているのが嬉しい。何よりも、森川さんの絶
妙なトークや人柄に惹かれて、同店に足を運ぶひとも少なくない。

　季節は秋。秋の夜長に相応しい大人のための時間を、雰囲気・お酒と
もに抜群の「Buonasera」で、じっくり一杯味わいながら過ごしてみて
はいかがだろうか。

秋の夜長にオーセンティックバーで過ごす大人のための時間秋の夜長にオーセンティックバーで過ごす大人のための時間

BAR BUONASERA
住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

BAR BUONASERA
住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

香港

香港香港
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広東ピックアップ 

サンドアートの魅力
視典沙画

広州市越秀区視典沙画表演公司
8:00～18:30
www.douban.com/event/19296384/
www.shahua.com.cn/index.html
無料

広州

独創的な描き方が新鮮！
　古くから「砂絵」の歴史はあるが、現在の「サンドアート」はこれまでのものと一味違う。
描き方が普通の絵画と大きく異なり、それが魅力となっている。作品は瞬時に変化し、表
現方法も千差万別だ。巨匠たちが作品を制作する過程は優美で、それ自体が人々を引き
つける。
　「視典沙画」は砂絵専門の演出チームで、10名以上の砂絵技師で構成されている。どん
なテーマにしても砂でうまく表現できる技術を誇り、多くの経験と実績を持つ実力者が
揃う。このほど、同チームがサンドアートの体験キャンペーンを開催！参加費無料で5人
の少人数から開講。友達を連れて一緒にサンドアート職人になろう！

10月10日上映
Now You See Me
　マジシャンチーム「フォー・ホースメン」はラスベガスでショーを行うの
と同時に、パリの銀行から金を盗み出そうとする。 FBI特別捜査官のディ
ラン・ローズとインターポールが彼らの犯罪を阻止しようとするが、失敗。

グランド・イリュージョン
深圳公開！

    

監督
ルイ・ルテリエ
出演
ジェシー・アイゼンバーグ
マーク・ラファロ
ウディ・ハレルソン
メラニー・ロラン

一体彼らの目的は･･･予測不能の犯罪計
画、あなたも騙される？

10月4日10月8日まで

今週の広東ピックアップ

広州市東山区二沙島晴波路33号
星海音楽ホール室内楽演奏ホール
10:30～、15:30～
 (86)4006-228-228（チケット予約）
www.228.com.cn/ticket-45867432.html
RMB200

ファミリー・コメディーで一緒に笑おう！
　「国境なきピエロ団」北米代表のモシェ・コーエン。難民キャンプなどを
訪ねてパフォーマンスを行い、戦禍の国々に出掛けては笑いを届けてき
た彼の中国初公演！モシェの笑いに対する哲学と東洋的要素が融合して
表現されるピエロ、今までのピエロとは違った世界観を見せてくれるは
ずだ！

10月19日

コンサート　TEN 我唱
広州大学城で開催！広

州

    10月12日

広州市番禺区市橋清河東路319号
広州大学城体育センター
20:00
 (86)4006-228-228（チケット予約）
www.228.com.cn/ticket-45852807.html
RMB880、RMB680、RMB480、
RMB380、RMB280

ステフィー・タンなどのスターに会える！
　若さあふれるコンサート、そう、みんなのためのコンサート！広州大学
城で元気で明るい若者向けのコンサートが催される。ステフィー・タン
（鄧麗欣）、アレックス・フォン（方力申）、ジャスティン・ロー（側田）、ディー

プ・ン（呉浩康）、ケン・ホン（洪卓立）、な
ど、名立たる10人の香港スターたちが
共演。

広州市越秀区人民北路875号
広州少年宮蓓蕾劇場
10:30～12:00、15:30～17:00
 (86)400-108-8808（チケット予約）
www.ticket-easy.cn/utsvInternet/internet/action/
event.do?actionFwd=eventDetail&event=22519
RMB400、RMB160、RMB120、RMB90、RMB60

グリム童話人形劇
ヘンゼルとグレーテル

中国人形芸術劇院が心を込めてお届け
　世界中で愛されてきた「ヘンゼルとグレーテル」。大人たちは幼いころ
の思い出の中へ、子どもたちは純粋な童話の世界へと案内してくれる。
親子一緒に鑑賞できるこの名作、改めてみると、困難を克服することの大

広
州

コメディー　ピエロの休日
Moshe Cohen 公演広

州

広
州

切さをはじめ様々な教訓を学べる。人形劇
と侮るなかれ、舞台では夢の「おかしの家」
が見事に再現される。

東莞

深
圳



広東ピックアップ

ウォーターショー
深藍秘境

Exhibition 猟仇者
血まみれの復讐劇
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広東

広東

広東

世界で有名な帽子アトリエと連携！
　ザ・リッツ・カールトン深圳から「帽似」アフターヌーンティーをお届
け。新赴任シェフALANさんがデザインしたメニューは伝統的なものの
中に新しい要素を加え、一口ごとに一つのサプライズ。その上、今回コ
ラボレーションしたイギリス王室のキャサリン妃も愛用しているエリザ
ベート・コッホ帽子店の帽子もその場で試着OK！王室御用達の帽子を
身につけながら、アフタヌーンティーを楽しめば、気分はまさにイギリ
ス貴族！

    

深圳市福田区福華三路116号
14:30～17:30
www.ritcarlton.com/zh-cn/
Properties/Shenzhen
RMB238/一人

（15%サービスチャージ除く）

自然と一体となる不思議な演出！
　歓楽海岸紅樹木の奥にある理想郷「深藍秘境」には、自然を大切に
する人々が暮らしている。しかしそこに火魚王が現れ、深藍秘境の生態
を維持する役割を持つ鳥を誘拐した。深藍秘境に再び色彩を戻すた
め、主人公の菲菲は冒険へ出発！深圳歓楽海岸水秀劇場から届く最新
ウォーターショーをお見逃しなく！

    

深圳南山区歓楽海岸城
20:00～21:00（月曜定休）
 (86)755-8885-8282
http://www.douban.com/
event/19715997/
RMB98

（120cm以下の子供は入場無料）

ザ・リッツ・カールトン
帽似アフターヌーンティー

一期一会
　写真で大事な一瞬を記録する人はたくさんいるだろう。今回、20人以
上の写真家が10月13日までポラロイド写真会を開催し、ポラロイド写
真の美しさを改めて人々に提供する。デジカメが流行る前に現れ、デジ
カメの便利さを優先し一時忘れかけてしまったが、現在はその不安定
さで逆に人気を集め始めたポラロイド。その魅力を堪能してみては。 

広州北京路314号聯合書店
10:00～22:00
入場無料

THE MOMENT THE ONE
ポラロイド写真会

11月30日まで

10月13日まで

    

国慶節キャンペーン
買い物をお得に！

深圳に暮らしている方に朗報！
　多くのブランドショップやショッピングモールがある深圳。今回は各
店舗の割引情報をお届け！歓楽頌購物中心、COCO Parkなど南山区、羅
湖区、福田区にある多くのデパートはもちろん、Massimo Rebecchiや
G2000のような店舗では国慶節キャンペーンを開催している。お得に
買い物できるチャンス！

www.szonline.net

深
圳

深
圳

深
圳

ダニエル・パウター
広州コンサート開催！広

州

    11月7日

11月4日まで10月10日

広州越秀区星海音楽庁交響楽演奏庁
20:00～22:00
(86)400-185-8666
www.juooo.com/zhuanti/2013dp/
RMB580、RMB480、RMB280、RMB180、
RMB100

都市に暮らす人々の心に響くピアノの音
　カナダのミュージシャン、ダニエル・パウター。「Bad Day」で世界中の人々
を魅了し、日本での公演ではたくさんの日本人の心を癒した。「都市ピア
ニスト」と呼ばれる彼が、初めて中国へ進出！今回の公演では新作を聴く
こともできる。都市生活に疲れたあなたも、ダニエルの演奏を聴けば
きっと活力を取り戻すことができるだろう。 

    

復讐に狂う一人の男の衝撃的な結末！
　娘と静かに暮らしている作家楊言（フランシス・ン）。何年も前の事件
に娘が巻き込まれた上、妻も殺された。愛妻の仇を討とうとする楊は、
事件の犯人がついに刑務所から開放されることを耳にし、復讐の計画
を立てたが、実際に本物の犯人はまだ･･･香港ぺテラン俳優フランシ
ス・ンの演技を楽しもう！

監督
伏羲
出演
フランシス・ン
ルイス・ファン

広
東

広
州
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 広東ページ

Prim Hair 
住所：深圳市南山区蛇口太子路33号振興大廈A座2階A5（海上世界駅C出口すぐ）
電話：(86)755-2686-2463
メール：resavation@prim-hairmake.com
時間：9:00～18:00（ご予約の方は20時まで対応可能、月曜定休）
ウェブ：www.prim-salon.com

　日本人スタイリスト中島氏がプロデュースする「Prim  Hair」蛇口店が移転リニューアルオープン！旧店舗ではできなかった、ヘッ
ドスパ、ネイル、フットマッサージができるようになり、10月から4週にわたり各メニューを詳しく紹介しよう！

軟水＆炭酸泉
　髪を切りに行くだけではなく、髪のケアもできるヘアサロン作

りを心がける中島氏。移転リニューアルオープンした同店は、木

目調の内装で整えられゆったりと落ち着いた時間がながれる。

今までには無かった新たなサービスや機材を揃え、顧客に満足

いただけるサービスを提供する。

　中国で一般的に使用されている水は硬水だということは既に

ご存知の方も多いはず。髪が硬くなったり、ゴワついてしまうの

もこの硬水が原因。Prim Hairでは新しく軟水機を導入し、日本と

同じ水質で髪の毛にかかる負担を少しでも軽減する取り組みを

行っている。軟水で洗うと、しっとりとしたつややかな髪になり、

振興大廈に移転リニューアルオープン！！
新しく生まれ変わった「Prim Hair 」をご紹介♪
振興大廈に移転リニューアルオープン！！
新しく生まれ変わった「Prim Hair 」をご紹介♪

カラーやパーマもかかりやすくなる。クセ毛でお悩みの方もこの

軟水で洗うことで、改善が期待できる。

　また、日本のタカラベルモント社製の炭酸泉発生器も導入。炭

酸には、皮脂などの汚れなどを落とす作用がある上、血液の循

環を良くする効果があり話題になっており、皮脂の汚れからくる

臭いなども除去される。この炭酸シャワーで洗うと、髪のキュー

ティクルがキュッと引き締まり、髪表面が滑らかで、つややかな

髪へ。また、地肌が引き締まると、髪の根元が立ち上がるような

感覚を感じる。ハリのある健康な髪へ導いてくれるだろう。

深圳
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Paulaner Bräuhaus Guangzhou（広州宝隆納啤酒坊）
住所： 広州市天河区天河路383号
           太古匯商場（TaiKoo Hui Shopping Centre）
　　  （地下鉄「石牌橋」駅すぐ)
電話：(86)20-2808-6333
ファックス：(86)20-2808 6222
ウェブ：www.paulaner-guangzhou.com
時間：11:30～25:00

オクトーバーフェストの期間：
2013年10月24日～11月03日
お薦めメニュー：
PAULANER什錦香腸拼盤

（PAULANER五目ソーセージの盛り合わせ）
（ニュルンベルクソーセージ、
ローストポークソーセージ、
ビーフソーセージ、ミュンヘン焼きソーセージ、
ウィンナーソーセージ、
ブロッコリー、マッシュポテト）。
価格：RMB 178 

　ビール通であれば、今のこの季節に特別な思い入れが
あるかもしれない。世界中のビール愛好家によく知られた
ビールの祭典「オクトーバーフェスト」が各地で催されるか
らだ！「そもそもオクトーバーフェストって何？」という方のた
めに簡単に説明しておこう。もともとドイツ・バイエルン地
方では新しいビールの醸造シーズンの幕開けを祝う祭りが
どこでも開かれていた。ミュンヘンのオクトーバーフェスト
が有名になったのは、1810年、当時の皇太子ルードヴィヒと
ザクセン皇女の結婚式を多くのミュンヘン市民が祝ったこ
とがきっかけ。次第に、世界各地でもドイツ移民の多い土地
などで本家ミュンヘンをまねたオクトーバーフェストが催さ
れるようになった。

　ここ広州でも本場のドイツビール楽しもうと、広州オクトー
バーフェストが開催されている。うれしいことに、「Paulaner 
Bräuhaus Guangzhou（広州宝隆納啤酒坊）」では今年も第
3回オクトーバーフェストを開催する。ちなみに、Paulaner 
Bräuhausは、ミュンヘンの醸造所。社名の「Paulaner」は、17
世紀前半にミュンヘン市の中心に移り住んだST.PAOLA寺

院のイタリア人僧侶たちの修道会より名付けられたとい
われる。「Bräuhaus」とは醸造所のこと。広州では、2011年
から天河区の「太古匯商場」にバーガーデンを開いてい
る。ここのビールの特徴は、大麦、ホップ、水、イーストの
みを醸造の原料としていることで、伝統的なビール製法
・原料分量を守ってきた。専属ビアマイスターが責任を
持って新鮮で最高のビールを届けてくれる。特に人気な
のは次の3つ。①「PAULANER MUNICH LAGER」。黄金色
に輝く、口当たりの滑らかなビール。②「PAULANER 
MUNICH DARK」。色は褐色で、3種類の異なる大麦で作られ
ている。③「PAULANER WHEAT BIER」。柔らかい色合いのフ
ルーティな味わい。お薦めのおつまみは、なんといってもソ
ーセージだ。

　オクトーバーフェストのこの期間、特別にドイツから招い
たバンドによる生演奏、伝統的なバイエルン料理、新鮮なド
イツビールがあなたを異国ドイツにいざなってくれるぞ！

ビールの祭典《Oktoberfest》
伝統のビールとバイエルン料理でドイツ気分！
ビールの祭典《Oktoberfest》
伝統のビールとバイエルン料理でドイツ気分！
ビールの祭典《Oktoberfest》
伝統のビールとバイエルン料理でドイツ気分！

広東ページ 広東ページ 

PAULANER MUNICH LAGER

PAULANER MUNICH DARKPAULANER MUNICH DARK

PAULANER WHEAT BIER

広州

深圳 深圳

深圳



深圳

広東省　日本人に優しい病院一覧
広州

深圳

イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛醫療美容醫院2楼
(86)755-8622-4459

【美容クリニック来院の男女 1185名に聞きました】
　年代・男女別 「肌の悩み」アンケート調査結果

広州 深圳

趙営医師

◎年代・男女別
「肌の悩み」アンケート調査結果

【女性】

20代　　：1位・ニキビ（跡）（54.0％）、 2位・毛穴（42.9％）

30代　　：1位・シミ（55.2％）、2位・たるみ（42.0％）

40代　　：1位・たるみ（67.4％）、2位・シミ（55.8％）

50代以上：1位・たるみ（75.0％）、2位・しわ（56.7％）

【男性】

20代　　：1位・ニキビ（跡）（59.1％）、 2位・毛穴（38.6％）

30代　　：1位・ニキビ（跡）・シミ　ともに（36.7％）

40代　    ：1位・シミ（32.5％）、2位・しわ（27.5％）

50代以上：1位・たるみ（66.6％）、2位・シミ（共に50.0％）

≪男女で違う？気になる肌の悩み≫
◆男女ともに20代は「ニキビ・毛穴」といった肌トラブル

に対し悩みをもつ患者様が最も多いが、30代以降は「シ

ミ・しわ・たるみ」といった肌老化に関する悩みが急増。

◆女性の場合、20代は「ニキビ（跡）」、30代は「シミ」、

40代以上は「たるみ」と悩みが移行し、特に40代の65

％以上、50代では75％もの女性が、加齢に伴う「肌のた

るみ」で悩まされている。

◆男性の場合、20代は「ニキビ（跡）」と女性の悩みと変

わらないが、30代に入ると徐々に「シミ」に悩まされ、40

代以上の肌の悩みは「シミ」と「たるみ」。

◆女性は美容への関心が高いのは予想通りだが男性

は関心が低いというのは一昔前の話。　日焼けによる

肌の老化や美白を美しいとする志向が幅広いメディア

で伝えられたことが影響し、抗加齢に対する意識の高ま

りは今や女性だけではなく外面の若返りを望み美活に

いそしむ男性にも広がりを見せている。

◎調査概要
【 調査名称 】 ≪年代別／男女別≫肌の悩みについて
                     のアンケート調査　～2013年春夏 編
【 調査目的 】 年代別・男女別に、肌に関する悩みを
                     明らかにすること
【 調査対象 】 東京イセアクリニックへ来院され、スキン
                     ケア治療に興味をお持ちの20代以上の男女
【 調査方法 】 来院の際、アンケート回答協力
【 調査期間 】 2012年3月1日～2012年8月31日の6か月間
【 サンプル 】 1185名の男女（アンケート協力者数）
【 調査機関 】 美容外科・美容皮膚科『東京イセアクリニック』
                      http://www.tokyoisea.com/
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クーポン

クーポン広告掲載ご希望の方はこちらまで　zets_ppw@pocketpage.com.hk

【利用上の注意】
・ご利用の際には必ず弊紙をお持ちください
・ご利用の際に店舗にある弊紙を提示されますとクーポンは無効になります
・使用済みクーポンの回収を希望される店舗もございますのでご注意ください
・有効期限、利用条件などは店舗によって異なり、
   クーポンの最終解釈権は各店舗が有します

一連語言培訓中心

電話：(86)20-3886-8862  (86)135-8049-5714（日本語）  メール:mandarui@126.com
ウェブ:www.mandarui.com   住所：広州市番禺区広州市碧桂園華苑7座

広東スクール

好評に付き継続中！
50時間コースお申込の方、

＋30時間プレゼント！
（英語・中国語・韓国語からお選び

いただけます）

こちらを読み込んで、お店で見せよう！

住所：広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室(地鉄五号線淘金站B出口）
 広州市珠江新城華明路9-13号新城大厦西座1211室（地鉄三号線珠江新城A1&A2出口）
 深圳市福田区金田路与福華路交匯処金中環商務大厦主楼1706（羅宝線会展中心地鉄站E出口）
 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F（羅宝線科学館地鉄站D出口）
 広州市天河北路183号大都会広場1505室（地鉄三号線林和西站A出口）
電話：(86)020-2238-2196　ウェブ：www.imandarin.net

無料HSK速攻クラス！
（RMB800相当、夜の時間帯限定）

（5校共通）

愛マンダリン中国語学校広東スクール

香港ビューティー D'note Hair Saloon

電話：(852)2882-3662
住所：Flat B, 2/F., Cleveland Mansion, 5-7 Cleveland St., Causeway Bay

初回来店の方全サービス

10％オフ 

焼肉CHACHA

電話：(86)20-3892-2201、(86)150-1317-3505（立島)
住所：広州市天河区体育西路191号中石化大厦柏西商都地下1階B01

広東グルメ

すき焼き食べ放題＋飲み放題が
クーポン持参で

RMB138！※要予約
（2013年10月末日まで）

広東ビューティー PARIS N°5

電話番号：(86)755-8627-0269、(86)156-2652-2165（森田）　Web：www.ideal-paris.com
住所：深圳市南山区商業中心区海徳三道15-5海岸大厦東座111

ご新規のお客様

全メニュー
30％オフ！

（2013年10月末日まで）

新語翔中国語学校

深圳市南山区海岸城文心五路観海台花園4棟1単元601室
電話:(86)755-8605-2515   (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市南山区蛇口太子路18号海景広場11F室
電話: (86)755-2683-9151  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市福田区福華三路星河国際C2棟22B室
電話:(86)755-8344-6661  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
広州市珠江新城華利路21号遠洋明珠大厦西塔1106室
電話:(86) 20-2886-9081   (86)159-2036-3799（張　日本語可）
東莞市長安鎮長青路明珠廣場明珠広場C棟903室
電話:(0769)8158-5950　137-5114-7475（張　日本語可）
ウェブ:www.classic-mandarin.com  メール:study@classic-mandarin.com

広東スクール

広州校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
東莞校：
RMB1000オフ！！英語会話教室と中国語教室2時間無料体験
海岸城校：
RMB1000オフ！！広東飲茶或いは二胡或いは英語教室2回無料体験
海上世界校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
福田COCO-PARK校：キッズルーム開放！
お子さんがいらっしゃるお母さんに嬉しいKids Roomも開設しました。
授業を参加する方に、お子さんの一時預かりのご利用料金が30％オフとなります。

広東クラシファイド

「んだすな」秋田県人会
飲んでばっかりだどもしがだねべ秋田だ
もの。んだどもあまりいっきならねで楽し
ぐやらねが。あどあまりなまればだめだや。
しょしがってねでまず連絡けれ。香港がら
でもとぎぐねばけ。語るど～、まげねど～、
へばな～
メール：naoyarin@gmail.com（林）

GJTA広州日本語教師連絡会
広州や華南地区で活躍している日本語教
師の交流会です。日本人、中国人関係なく
メンバーを募っております。メールでの情
報交換を主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

お金のお茶会
お金の知識と知恵を獲得　将来の人生計
画が明確になります。「お金の基礎知識を
身につける」ためのお茶会を実践してい
ます。週末少人数で開催中。
電話：(86)186-2005-1764　
メール：happylife1126@gmail.com
            鈴木まで。

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中信
広場5Fにて、活動をしております。国籍・性
別・年齢・経験関係無く、どなたでも参加
可能です。平日に蓄えた中性脂肪を毎週
日曜に清算しましょう！！gfk@live.jp斎藤ま
で。

求人

クラス

その他

メンバー募集
 広州日本人テニスクラブ「網王」

毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々エ
ンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomo
  corp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811
担当：栗原淳

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく生
活が楽しく無く慣れない方を応援する会
で、友達の輪を広げて頂く事を希望してい
ます。月に1～2回ぐらいの食事会を開催
しています。
メール：vivace@sh163.net
　　　 中村　孝幸まで。

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大
学本校及びAPU卒業の校友の交流会です
。懇親会として食事会が主とさせて頂いて
おります。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、ご
参加をお待ちしております。当会では3ヵ
月に1回の例会を中心に、現在約20名の
会員が親睦を図っております。一緒に「東
都の流れ」を熱唱しましょう！お気軽にご
連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！学
生時代の思い出話、横浜ネタを酒のつま
みに交流を図ってまいります。お気軽にご
連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
 事務局まで。

法政チャイナ香港華南支部
法政チャイナ香港華南支部は、定期的に
例会、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！
メール：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
            谷川まで。

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参加
資格はどなたでもOKです！！不定期に食
事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報交
換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの帰
国や移転で昨年11月以降活動休止。今年
の4月より新規メンバーの登録で活動を
再開。毎月近場の観光地や時々山登りに

出かけたりしてます。参加制限なしです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤　隆)

深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖区
春風路2007号華際茶芸館2階で練習して
ます。最近帰国者もありメンバー減少しま
したが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の交
流を促進し、成功を応援する会です。毎月
の講演会、プレゼン研修、工場見学などを
開催しています。経営者や起業家に限ら
ず、駐在員や学生の方もお気軽にご参加
ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com

深圳愛知県人会
愛知に過去・現在・（未来？）問わず、少し
でも縁があることを口実に、3ヶ月に1回
ペースで羅湖近辺で楽しく気軽に交流

（食事会）をしてます。お1人で初参加でも
ご心配なくご連絡下さい！
電話：(86)138-2880-0135
メール：suukatt@gmail.com　 
  大塚まで。

バドミントンサークル
「羅湖らけっつ」

メンバーは30人ほど。毎週日曜日の午前
12時から2時間、国貿の羅湖小学校の体
育館で活動しています。初心者歓迎です。
メール：matsuken319@yahoo.co.jp
松永まで。

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で
　在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn

HT中国語教室
深セン．広州．東莞．珠海．香港でお仕事
や暮らしている日本人の方に向けての学
校です。7年中国語．英会話．広東語．HSK
教育経験あり、HSK試験合格率は95％以
上に達します。1H無料体験レッスンも実
施中、お気軽にお問い合わせください～
電話：(86)755-3663-0235（日本語可）
/(86)135-3005-6859（日本語可）
ウェブ：www.ht-1.cn
メール：info@ht-1.cn

家庭教師
6年間に日本人の方に中国語を教える経
験を持ち、日本人の方に向けて、苦手な発
音矯正、間違い易い文法を楽しく教えるこ
とが得意です、日常会話初．中．高級、ビジ
ネス初．中．高級中国語、ＨＳＫ強化、検

定対策、広東語、英会話など対応可能。深
圳羅湖．福田．南山．蛇口．宝安.龍崗に家
庭出張もでき、短い時間で中国語を効率
的にアップさせます。ご気軽にお問い合
わせください。
電話：(86)135-3005-6859（未希子）　
メール：mikiko_okk@yahoo.co.jp

日本でのネットはレンタル
一時帰国で使うネット回線はレンタルで
解決！
・最大10台まで同時使用OK！
・1台で使っても10台で使っても料金は同じ！
・通信料も機器代も0円！
  全てレンタル料金に込み！
・使い方は電源を入れて
   パスワードを入力するだけ！
・レンタル料金は期間に合わせて
  4,980円～12,800円
日本への渡航時の必須アイテム！
ウェブ：www.wifi-hire.com/?cid=classified

便利屋どっとこむ。
深圳・香港等　華南地区で対応可能な便
利屋です。様々な代行業務から浮気調査
まで何でもご相談に乗ります。お気軽にお
問い合わせ下さい。
メール：china_part@yahoo.co.jp

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。）



香港

香港
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