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アイランド・ロッジ　港濤軒 (高層階 Flat A)

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

（物件名） ザ・オーチャーズ  逸華園 (Tower2  高層階)
（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 2LDK   760s.f (実用593sqf)
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、全海景、マンション無料ブロードバンド
（環　境） MTRサイワンホー（西湾河）駅近接、タイクー（太古）のAPITAまで徒歩約10分、

クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD24,000　（管理費、税金込み）

（物件名） グランドプロムナード  嘉亨湾 (Tower3  超高層階)
（所在地） ノースポイント（北角）
（間取り） 3LDK+S    1,120s.f (実用907sqf)
（室　内） 家具・家電付き、美内装、高層階、 全海景 
（環　境） クラブハウス完備、マンション下にスーパーWellcome・
 MTRノースポイント（北角）駅・ノースポイントフェリー乗り場前
（備　考） 詳しくは三宝不動産までお問い合わせ
（月　額） HKD46,000　（管理費、税金込み）

（物件名） ラ・セゾン  逸濤湾 (Tower2  中層階)
（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S   1,034s.f （実用827sqf)　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、山景
（環　境） MTRタイクー（太古）駅・AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） タイクー（太古）で一番人気のマンション
（月　額） HKD38,000　（管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸華園 (Tower 2  中層階 Flat F)

ラ・セゾン　逸濤湾 (Tower 3 高層階 Flat B)
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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

広東香港

香港

香港＆広州

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
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 
広州カジワ不動産 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
ミドリ不動産 TEL (86)20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601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
深圳カジワ不動産 TEL (86) 755-2391-7261
深圳市福田区彩田南路3069号星河世紀大廈A座2411室  
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夢の宝地図を作ろう！
　望月俊孝氏講演会

深圳 香港香港

広州 香港＆広州 深圳

　誰にでも夢を掴むチャンスはある。年を重ねる
度に可能性は膨らんでいるはずなのにどうして実
現できないのだろう。誰しもが一度は考えたことが
あるだろう。

　去る9月10日、OZO Wesley Hong Kongにてレイキ
ヴォルテックス有限会社代表の望月俊孝氏の「お
金と幸せを引き寄せる宝地図の秘密」講演会が
行われた。望月氏は、ヴォルテックス/レイキ・ヒー
リング・システムの設立者で、主にレイキや宝地図、
フォトリーディングなどのセミナー・講演会を日本
だけでなく海外でも開催している。宝地図という夢
実現・願望達成法を提唱し、著書は累計70万部を
突破。現在最も注目されている人物の一人だ。

　夢を叶えるには「言葉」「イメージ」「感情」の3つ
が必要だと語る望月氏。これらをうまく活用すれば
夢を掴むことができるということだ。それを試すた
めに参加者がポジティブな言葉を発した時とネガ
ティブな言葉を発した時ではどちらの方が力が出
るかペアになって実験。実際にポジティブな言葉
を発した時の方が力が出る人の方が圧倒的に多く、
参加者からは「おーっ。」との声が漏れた。言葉や
イメージがどれだけ大切か思い知らされる。

　日本人は自分がたいしたことのない人間だと思っ
ている人が多いが、それは間違いだとの話が出る。
誰でも能力やスキルを持っているが、自分に自信
が無く活用できていない人が大多数だ。しかし、活
用しなければその価値を生み出すことができず、
意味が無い。でもどうやったらいいのだろう。実は
とても簡単なことだと望月氏は言う。自分が学んだ
ことや、そのエッセンスをできるだけ多くの人に伝
えるだけでその価値は生まれる。自分の持ってい
るものを皆でシェアすることが大切という話に一
同頷く。

　最後に夢を叶える為に大変有効な宝地図の作
り方を紹介。作り方はとても簡単。まずコルクボー
ドを準備し、やりたいことや、手に入れたいものの
写真を貼っていく。更に、その夢を具体化させるた
めに細かい条件や期限などを写真の周りに書き
込む。宝地図が完成したら、トイレや冷蔵庫など目
のつきやすい場所に飾る。ただそれだけ。夢に向
かって今日できることは何かを考え行動すればあ
なたの夢も叶うはず。

優しい笑顔が印象的な望月氏

力が出るか皆で実験

夢の宝地図の作り方を紹介

宝地図を一緒に学んでみたい方は下記のウェブサイトをチェック！
日本で受講ご希望の場合：ヴォルテックス有限会社　www.takaramap.com
香港で受講ご希望の場合：ヒーリングスペースはねはな　www.hanehana.com　メール：info@hanehana.com
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香港ヘルス＆ビューティー

第126回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　
美人への法則　～水との関係　5ヶ条～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。

その1　美人は水から出来ている
　美人は水から出来ています。だから、肌はみずみずしいし、瞳はう
るうるしている。これを中医美容学で言い換えれば、女性は水で養う
のというよりも、陽で養うという。
　にきびがたくさん出来るのは、陽気が盛んなのではなく、陰気が足
らない。だからといってたくさん水を飲むというのでもない。水も飲
みすぎると、腎が負担しきれなくなって、まぶたが腫れたりもします。

その2　揚げ物などの脂っこい食品は、体の水分を奪っていく
　スナック菓子、とくにさくさくした口当たりのものの多くは、たくさん
の油が使われています。
　油をたくさん使うということは、そのものを脱水しているということ。
だから口当たりがいい。だけど、それらが体の中に入ることにより、ス
ポンジのように体の中の水分を吸い取っていき、たくさん食べると喉
が渇く。
　実際、揚げ物たちが体の中で吸収しているのは水ではなく、体液
なのです。

その3　ねばねばしたものがキレイを保つ
　生活の中でも簡単なものごとが、体の水源を保つ。マイルドで味
の濃くないもの、新鮮で、調味料をたくさん使っていないものがいい
のです。ねばねばした液体を含むものが最高です。
　例えば、魚の煮凝り、きくらげ、アロエ、オクラ、山芋、蓮根、鳥の軟骨、
燕の巣、ふかひれなど。
　これらは普通の水のように体外に排泄されるのではなく、体の中
にとどまる時間が長いし、ねばねばは、乾燥から体を守ったり、カルシ
ウムの吸収を促進したり、たんぱく質の消化を促進したり、整腸作用
もあります。
　美人は補うものをきちんと補うことから生まれます。

その4　嫌な気分は簡単にキレイを奪い取る
　気分が安定していないということ。たとえば、怒ったり、ストレスを
抱え込んだり、悲しんだり、狂喜したりするということは、体の中の陽
気を奪うということになります。
　食べ物も薄味のもの、気持ちも平和に安定させるのが大切。

その5　塩分は取り過ぎない、毎日リンパと腎のマッサージをする
　気持ちのいいからだは、一定の水分は体の中で代謝されること
から生まれます。もし、水分が体の中に滞留すると、顔は丸くなって
まぶたが腫れて、太ったように感じてしまいます。
　まぶたが浮腫んだりすると、アイマスクをしたりする方がいますが、
それは、単なる応急手当。根本の解決にはなってはいないのです。
体に水分が滞留するということは、腎とリンパの問題なのです。
　浮腫みは塩分の取りすぎからも発生しています。
　ダイエットの薬には、利尿作用のある成分が含まれているものも
あり、それで、水分は排出されますが、心臓に負担をかけることにも
なっているのをご存知ですか？
　利尿するためにはもっと簡単な方法があります。それは、塩分を
控えめにすることと、毎日３分間、リンパと腎経のマッサージをする
こと。
　人間のリンパは、首とわきの下、太ももの付け根に集中しています。
　そこを寝る前にマッサージ。そして両手を腰に当ててマッサージ。
　むくみがなくなるだけでなく、プロポーションも、ぐっと良くなる
はずです。

香港

香港

こんな方のオススメ
☑やせやすい体づくりをしたい方
☑水を飲むのは美容と健康にいいと知ってるけど、常温以上の水を飲むの苦手という方
☑美容だけではなく通常の水筒としてお茶やコーヒーも飲みたい方

お問い合わせは：info@asian-cosme.asia

超簡単！これで水を飲むだけ
理想的な「やせるライフ」が始まります。

ジカハイ美容水筒

おすすめアイテム
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 ショッピング（香港・広東共通）

House of Avenues　
セントラル店
住所：Lower Floor, Cheung Hing Commercial Bldg., 37 -43 Cochrane St., Central
電話：(852)2363-6466 
Hysan Place店
住所：Shop 710-711, 7/F, Hysan Place, 500 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2524-3977 
コーズウェイベイ店
住所：G/F, 33 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2834-5533

チムサーチョイ店
住所：Shop G61, Park Lane Shopper's Boulevard, TST
電話：(852)2376-2982 
The ONE店
住所：Shop L211A, The ONE Shopping Mall, 100 Nathan Rd., TST
電話：(852)2555-1164
葵芳店
住所：Shop 206, Metroplaza, Kwai Fong
電話：(852)2368-3828

香港香港

House of Avenues 今冬のファッション理念
　　　　　　　　　　反逆的な贅沢　乱れる美しさ

香港

The Modern Baroque
　「バロック（Baroque）」は、「歪んだ真珠、または過度に装飾された美しさ」を意味するが、
House of Avenuesの手によってモダン要素が加わり「不規則だが華麗な真珠」を作り出し
た。このシリーズは秋冬の感覚とバロックの雰囲気が融合され、女性らしいビロードジャカード、
サラサ、ビロードとBox Leatherによって作られた。シャンパンゴールド、キャラメル、ワインレッ
ド、サファイア、エメラルド、ダークパープル、ブラック、ダークグレーなど独特な色彩によって、装
飾に使用された紐、皺、結び、金属などを一層引き立たせている。そして小さくて丸いつま先に
太いヒールなど、デザインに古典的な美しさを取り入れているので、どんなに洋服にも良く合う。

　芸術、文化、流行と社会経済の四要素は一見無関係に見えるが、実はそれぞれに関わりながら成長している。文化は芸術と流行に影響を与え、一方、芸術と流行は社会経済を反映する。スカー
トの丈が社会経済を反映すると唱える人がいるが、靴の流行りは何を反映しているのだろう。文化と芸術に敏感なHouse of Avenuesは今シーズンのテーマとして「The Narcissism」、「The　
Modern Baroque」の2つを掲げた。

The Narcissism
　ナルシシズム（Narcissism）とは、自己の容姿に異常なまでの愛着を感じることだ。この言葉
はギリシャ神話のナルキッソスから生まれたもので、彼は若さと美しさを兼ね備えていた。しか
し女神の誘惑を拒んだことによって、水面に写る自分の姿しか愛せない罰を受けた。この神話
をヒントにHouse of Avenuesはポストモダンの芸術要素を取り入れてパンク・ロックスタイ
ルを仕立てた。Narcissismのメインカラーは黒と白。このほかにファイヤレッド・パープルブルー・
ゴールド・シルバー・メタルピーチ、メタルブルーの8色を使用し、質感が違う皮や生地でデザイン
し、更にリベットも取り入れた。このシリーズは色彩のバランスと材料を駆使し、遊び心満載の
デザインを用いることによって視覚の比例効果が現れている。
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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・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
電話：(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：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：ameblo.jp/furong-jp/entry-
11614588920.html
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JDC参加者募集
JDC(JAPAN DIVING CLUB) 参加者募集！！
香港でスキューバダイビングを楽しむ
同好会です。4月～11月 毎月数回、船を
借りきってダイビングを行います。ダイ
ビング後は、無人島でのBBQや海鮮料
理、船に揺られ沖合の絶景を楽しみな
がらのお弁当をいただきます。ダイバ
ー仲間をお探しの方、お気軽にご連絡
ください！！潜る方も潜らない方も船に
乗って香港の海に出ませんか！！JDC役
員会ウェブサイト：
http://www.jdchk.org/
連絡先：infojdc@jdchk.org

合唱団メンバー募集
「香港日本人倶楽部合唱団で一緒に唄
いませんか？」香港日本人倶楽部合唱
団メンバー募集!!練習は銅鑼湾の日本
人倶楽部にて、水曜午前に女声合唱団、
土曜午後に混声合唱団と男声合唱団
です（場所は変わる場合あり）。現在2月
に行われる新春コンサートに向け練習
しています。初心者の方大歓迎!!歌が好
き!唄うのが好き!!な方私たちと一緒に
合唱を楽しみませんか？お気軽にお問
合せください。
連絡先：加藤（電話：9151-3441）
　　　  石塚（電話：9778-1031）
WEB：
http://www.geocities.jp/hkjc_choir/

尖沙咀BARでスタッフ募集！
10月中旬(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。
電話：(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。英会話(日本
語)能力。
上記を満たしていれば男女問わず大歓迎！
やる気を重視致します！
＊報酬：面談の上決定
①パートタイム：2～3年の職歴。ビジネ

スレベルの英会話力。
明るくて真面目な性格の方。
＊時給ＨＫＤ60～。
履歴書送付頂き、スカイプで面接を行
いますので、
まずはお気軽にお問合せください。
(81)439-71-0066
ohno@lifis.co.jp(大野)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：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:(852)2537-7787（Ms. Rabina）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オーナー
シェフのSAGRANTINOでは、パートタイ
ムで勤務できるホールスタッフを募集
中です。勤務時間・曜日は応相談です。ま
ずはお気軽にご連絡ください。携帯
(852)6335-3504安田まで。

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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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、
 4名様ともの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（4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18:00～24:00（L.O. 23:00）となります。

www.pocketgourmet.com.hk

　天府人家　プレゼンツ

　四川の「天府の国」という美称から店名をつけた、
ワンチャイ（湾仔）に店を構える本格四川料理レスト
ラン「天府人家」。入り口にある同店の名前が書かれ
た扁額と対聯は中国の有名な文化人から贈られたと
いう。簡素で黄色を基調とした内装をしている店内に
は、4つのプライベートルームが用意されているため
宴会にもぜひ利用したい。
　四川の料理だからこそ四川の食材を使うことにで、
より一層本物の味を引き出すことができる。ただの
「麻辣（痺れる辛さ）」だけでなく、厳選した種類豊富
な香辛料を四川より直送し、甘辛など様々な辛さを
追求しているところに同店のこだわりを感じる。また、
25年以上の中華料理経歴を持ち、香港の中華料理
の重鎮「中華厨芸学院」で長年指導経験のあるメイン

シェフ祝根龍氏。彼は本場四川から迎えるプロのシェ
フ数人で構成されたコンサルタントグループと連携し、
同店のメニューを共同開発した。いずれも気合を入れ
て、本場の味を届けようとしているものだ。
　前回に引き続き、同店から試食コース第2弾をお届
け！今回も四川料理の特長が味わえる、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。
夫妻肺片、口水鶏などの定番料理はもちろん、同店の
看板料理覇王辣子蝦も含まれているところが嬉しい。
そして雙椒皮蛋豆腐、水煮桂花魚、糯米鴨方、豆湯娃娃
菜と生煎醬肉包もぜひご賞味を。
　多人数で取り分けると楽しい中華料理。友人を呼び、
丸テーブルを囲みながら本物の四川料理を頂こう！

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

・雙椒皮蛋豆腐（双椒漬け皮蛋と冷奴）
・夫妻肺片（牛肉と内臓の盛り合わせ）
・口水鶏（チキンマリネのスパイシーソース）（半分）
・水煮桂花魚（ケツギョの辛油入り汁煮込み）（半分）
・覇王辣子蝦（炒めたエビのスパイスソース）（半分）
・糯米鴨方（揚げ鴨ともち米）
・豆湯娃娃菜（ミニ白菜の豆湯煮込み）
・生煎醬肉包（焼き豚パン）（2個）
・デザート

試食コース内容

約HKD950！約HKD950！

大将ごっつあんデス!!
香辛ディナーコース　

先着1組4名様ご招待
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　バーやレストランが多く立ち並び連日多くの人
でにぎわっているセントラルのランカイフォン。
LKFホテルからすぐの所にギリシャレストランバー
｢Souvla｣が堂々オープン。地中海料理のお店は多数
あるがギリシャ料理をメインにしたレストランは少
ないだろう。店内は赤を貴重にしたモダンでカラ
フルな作り。そこに、大理石のバーカウンターや木
のテーブル、そして、壁には古代ホットストーンとし
て使用されていた石をモチーフにして古代ギリシャ
の雰囲気を作り出している。更に、世界でも最高品
質の蜂蜜がギリシャで生産されるのを敬意して正6
角形のハニカム構造を店内のいたるところにちりば
めている。従来のギリシャレストランのイメージと
はかけ離れてはいるもののユニークで創造性豊かな空
間で食事を楽しむことができるだろう。
　インテリアはもちろんメニューもユニーク。まずは
ギリシャ料理と言えばピタブレッドとディップ用の
ホモスが無ければ始まらない。特に同店自家製のホモ
スは必食。なかでも珍しい「Taramasalata(いくらの
ホモス)」はぜひ試してほしい。いくらの塩気がい
い具合に淡白な豆の味にマッチ。これをふわふわの
ピタブレッドにつけて食べるとついつい前菜から食
べ過ぎてしまうかも？ギリシャでは毎日必ず食卓
に並ぶというチーズに小麦粉をまぶして焼いたと
いうシンプルな「Saganaki」。チーズの塩気とレモ
ン汁にイチジクのジャムの甘さが程よいバランスを
出している。ワインが飲みたくなる一品だ。

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

Souvla　
住所：1/F.Ho Lee Commercial Building,
             40 D’Aguilar St,. Central
電話：(852)2522-1823
時間：12:00～深夜
ウェブ：www.conceptcreations.hk

　メインコースには食べた人は必ずリピートするお
ススメの｢Cypriot Salata｣。豆、ナッツ、穀物、ざく
ろをミックスした上に蜂蜜とヨーグルトをトッピング
したもの。とても爽やかな口当たりで口の中でさま
ざまな食感と味が広がる。そのままでも十分おいし
いがチキンのグリルと一緒に食べると一層味わい豊
か。ピタブレッドに野菜、チキン、そしてヨーグル
トソースを加えてラップした「Souva(Gyuro)」はミ
ニサイズなので異なった種類を頼んでシェアして楽
しむのもいいだろう。
　デザートは別腹という欲張りさんは｢Golden Greek 
Time｣を。オーストラリアで人気のアイスGolden 
Gaytimeを真似てギリシャのアイスをさくさくな衣
をつけて揚げたもので、食事を締めくくるには最適
だ。また、毎日3時から7時まで、セレクトされたワ
イン、ビールなどが半額販売のハッピーアワーも行
っている。本格ギリシャ料理、じっくり頂こう。

古代ギリシャにタイムスリップ
モダンな空間で味わう本格ギリシャ料理
古代ギリシャにタイムスリップ
モダンな空間で味わう本格ギリシャ料理

SaganakiSaganaki

Cyrpriot SalataCyrpriot Salata

Golden Greek TimeGolden Greek Time

HummusHummus

Fish roe HummusFish roe Hummus
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Harbour Plaza Metropolisの「千鶴日本料理」
10月グルメプロモーション「絶品飛騨牛メニュー」をお届け
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香港グルメ

　MTRホンハム（紅磡）駅の真向かいにある「Harbour Plaza 

Metropolis」。できるだけたくさんの部屋からオープンビュー

が見渡せるように設計された三角形のガラス窓が特徴のホテ

ルだ。こちらの8階に千羽鶴を意味する「千鶴日本料理」がお

店を構えている。Harbour Plaza Metropolisの一番新しいレス

トランで、毎日日本から新鮮な食材を仕入れているため、旬

の味を堪能することができ、カウンターでいただくお寿司・

刺身や新鮮な和牛、鉄板焼き、そして数々の絶品日本料理が

楽しめる。またカラオケを備えた個室が2部屋あるので、様々

なシーンに活用することができる。

　「千鶴日本料理」から10月のグルメプロモーションとして

「飛騨牛メニュー」が登場。日本人なら誰もが耳にしたこと

のある「飛騨牛」。品種は黒毛和種、岐阜県内で14カ月以上

肥育され、日本食肉格付協会の枝肉格付で肉質等級が3以上、

歩留等級がA又はBとされている。以上の定義を満たしたものだ

けが「飛騨牛」と呼ばれ、日本のブランド和牛としての地位を

築いた。肉質はきめ細やかで柔らかく、網目のような霜降り

と豊潤な味わいが特徴だ。飛騨の恵まれた自然環境と長い年

月かけて受け継がれている血統によって絶品の肉質が生まれ

る。

　この「飛騨牛」を使って、「千鶴日本料理」が用意する飛

騨牛メニューは、まず「飛騨和牛刺身」。刺身は脂が乗って

いてとても柔らかく、口の中で溶けてしまう。「飛騨和牛ア

スパラ巻き」はシャキシャキのアスパラをスライスした飛騨牛

で巻き、鉄板で焼いたもの。とてもシンプルな調理法だが、豊

かな香りと食感を楽しむことができる。そして最も飛騨牛の味

を堪能できる「極上飛騨和牛テンダーロイン鉄板厚焼き」。塩

と胡椒のシンプルな味付けだけだが、お肉の柔らかさと溢れ

る肉汁は、期待を裏切らない味だ。

　この他にも「飛騨和牛稲庭うどん」「飛騨和牛しゃぶしゃ

ぶ」など飛騨牛を心ゆくまで楽しめるメニューが並ぶ。

千鶴日本料理
住所：Level 8, Harbour Plaza Metropolis,
             7 Metropolis Drive, Hunghom, 
             Kowloon
電話：(852)3160-6898
メール：fnb.hpme@harbour-plaza.com
 

飛騨和牛炙り寿司　HKD160
飛騨和牛稲庭うどん　HKD368
飛騨和牛刺身　HKD568
飛騨和牛すき焼き　HKD838
飛騨和牛しゃぶしゃぶ　HKD838
飛騨和牛アスパラ巻き　HKD880
飛騨和牛サーロイン鉄板厚焼き　HKD1,080
飛騨和牛極上テンダーロイン鉄板厚焼き　HKD1,080
※10%サービスチャージ除く
※HKD400以上のお会計で、ホテル内の駐車場を3時間無料利用可能

メニュー

10月グルメプロモーション「飛騨和牛」
期間：10月31日まで
時間：ランチ　　12:00～15:00（L.O. 14:30）
　　　ディナー　18:00～23:00（L.O. 22:30）

飛騨和牛刺身 飛騨和牛極上テンダーロイン鉄板厚焼き 飛騨和牛アスパラ巻き飛騨和牛刺身 飛騨和牛極上テンダーロイン鉄板厚焼き 飛騨和牛アスパラ巻き
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魅力満点・お得感満点！King Parrotのオクトーバーフェスト魅力満点・お得感満点！King Parrotのオクトーバーフェスト

毎年恒例のマルコポーロのビールフェスティバルが
今年もやってくる！！飲んで食べて踊って楽しんじゃおう！
毎年恒例のマルコポーロのビールフェスティバルが
今年もやってくる！！飲んで食べて踊って楽しんじゃおう！

　毎年恒例になっている香港で最大規模のドイツのビール祭
り｢マルコポーロジャーマンビアフェスタ｣。香港にいながら本
場ドイツのミュンヘンのオクトーバーフェストが楽しめる。同イ
ベントは今年で22年目も迎え、さらにパワーアップ。香港在住
の方に限らず、観光客にも人気で同イベントを楽しむために
香港に来る観光客もいるというほど。

　昨年は過去最大の5万人が会場に訪れ7万リットル以上の
ビールが飲まれ3万個のプレッシェルを食べられ記録的な数
字を出した。今年の開催は10月25日から11月16日まで。毎
年何千人ものゲストが美しいビクトリアハーバーを一望できる
オープンエアー会場でドイツのビールとドイツ料理を味わい、
ステージ上の伝統的な音楽やダンスパフォーマンスを楽しむ。
ドイツの伝統衣装に身を包んだパフォーマーを見るのもまた
楽しいだろう。

　King Parrot Groupの展開するドイツレストラン「King Ludwig Beerhall」ではRocktoberfestと
称したドイツと香港ローカルバンドショー、ビールパスポート、食事、ビールにちなんだゲームやコンテス
トなど盛りだくさんの内容で香港のオクトーバーフェストを盛り上げる。ワンチャイ(湾仔)店で10月12日
に早飲みを競うビールキング＆クイーンコンテストが、ホンスイキウ(洪水橋)店で12日から14日までの
間、ミュンヘンオクーバーフェストのパフォーマーを招いたライブ演奏とゲームを行うオクトーバーフェス
トビアカーニバルが開催される。会場がより一層盛り上がり、飲んで踊って楽しい時間を過ごせること間
違いないだろう。

　さらに、11月30日までの期間中、ビアパスポートをHKD360で購入するとLowenbrau、
Hoegaarden、Acrobrau Dunkel,Stella Artoisなどの12種の世界の有名なビールをKing Parrot 
Group20店の参加レストランで楽しむことができるので、ビール好きにはたまらない。なかでもKing 
Parrot Groupが香港で専売しているビールAcrobrauはユニークな味と飲みごたえが自慢の一押
しだ。

　大好評の「香港ワイン&ダインフェスタ（Hong Kong Wine & Dine 
Festival）」が帰ってきた！2009年から西九龍海濱長廊にて開催していた
が、今回はセントラル（中環）の新海濱にて盛大なイベントを開催する！国
際色豊かな雰囲気の中、ビクトリアハーバーの美景を眺めながら乾杯しよ
う。
　280を越えるグルメブースで世界各国のワインと料理を提供！「国家展
覧エリア」、「名酒エリア」、「美酒新発見」、「人気美酒」、「パーティー美酒」、
そして今回初の「Riedel名酒エリア」。6個のテーマで分けられたブース。
「国家展覧エリア」ではフランス、イタリアなどの国の料理とワインが頂ける。
「名酒エリア」では受賞された高品質のワインを見つけることができる。新
酒を試したい方はぜひ「美酒新発見」エリアへ足を運んでみよう。人気のワ
インは「人気美酒」で。次のパーティーのドリンクにまだ悩んでる方は「パー
ティー美酒」エリアで様々なシャンパンやカクテルなどを試して選ぼう。さ
らに「Riedel名酒エリア」ではVIPパス保持者限定で、Riedelグラスでトッ
プクラスのワインを試飲できる極上の体験ができる。今年新たにオープン
した「品味館」で開催予定のセレブシェフの主宰する宴会や、ワイン専門家
を講師に迎えるセレモニーとクラスなどもお見逃しなく。

期間：10月25日(金）～11月16日（土）
場所：Level 6、Viewing Platform,
 　　Marco Polo Hong Kong Hotel,
       Harbor City, Tsim sha Tsui,
       Kowloon, Hong Kong
費用：大人　HKD130 (ビール１杯込）
       子供（18歳以下）　HKD100（ソフトドリンク込）

2013アメリカンエクスプレス香港ワイン&ダインフェスタ
10月31日　　　20:30～11:30
11月1日～2日　12:00～24:00
11月3日　　　  12:00～22:30
場所：The New Central Harbourfront
アクセス：
①MTRアドミラルティ（金鐘）駅A出口から出て約徒歩10分
②MTRセントラル（中環）駅A出口から出て約徒歩10分
③MTRホンコン（香港）駅A2出口から出て約徒歩8分
④チムサーチョイ（尖沙咀）からセントラル行きの
　スターフェリーに乗り、降りてから約徒歩2分

ビールと一緒に忘れてはならない伝統的ドイツ料理の数々も、11月31日までの期間限定で登場。ドイツ
料理の特徴は肉のロースト料理。シンプルながら愛情のこもった国民食と言われる。オススメはチーズス
ープにビールと燻製のマスを加えた｢Lindau｣、ローストポークのブラウンビールソース｢Rosenheimu｣
、牛ミンチのキャベツ巻とショートリブ添え｢Regensburg｣など食欲をそそりお腹を満たしてくれること
だろう。

　さあ、こうなったら思い切り飲んで、食べて踊って、ドイツの空気を全身で楽しむしかない。詳細や各イ
ベントの開催情報は公式ウェブでチェック。

　昨年に続き今年も過去21年の成功を祝って限定版のビー
ル｢Löwenbräu Oktoberfestbier｣を販売。麦芽とホップの
比率が高く通常のビールより味わい深い。直訳すると草原ビー
ルという｢Oktoberfestbier｣は新鮮で口当たりが軽いラガー
ビール。毎年オクトーバーフェストのためだけに作られるとい
うから飲む価値ありだ。

　会場ではビールのマグカップをモチーフにした帽子がサプ
ライズでゲストに配られる。また、金、土曜日には22周年記念
のスペシャルマグカップが配られる。さあ、あなたも今年はマ
ルコポーロのジャーマンビアフェスタに足を運んでみては？

　秋の風物詩として、ビールフェス
タやワインフェスタを心待ちにし
ている人も多いのでは？イベント
情報は要チェック！その他、街で話
題のバーやワイナリー、代表的な
カクテルなどをピックアップ！

チケットのお求め先
ウェブ：WWW.hkticketing.com
Tel：(852)－3128－8288
※会場での当日の購入も可能です。

King Parrot Group
ウェブ：www.kingparrot.com

会場で盛り上がる来場者たち会場で盛り上がる来場者たち

ドイツの伝統衣装に身を包み演奏をする
ノートンホブラーバンド(Notenhobler Band)

ドイツの伝統衣装に身を包み演奏をする
ノートンホブラーバンド(Notenhobler Band)

オクトーバーフェスティバル特製クッキー

フェスタやバーへ
街に繰り出してお酒を愉しもう！

まだまだ終わらない！ビールの後にはワインだ！
2013アメリカンエクスプレス香港ワイン&ダインフェスタ

費用：
入場のみ　大人　　　　　  　　 HKD30
　　　　　65歳以上の老人
　　　　　3～11歳の子供　　  HKD15（3歳以下子供が無料）

一般パス（Classic Wine Pass）   HKD200
VIPパス（Grand Wine Pass）　  HKD480
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