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こだわり抜いた
「The 8th Estate Winery」のワイン
世界レベルの味を堪能しよう！

　「The 8th Estate Winery」のコンセプトは高品質な材料で最高のワインを作ることだ。そのため
ならどんな努力も惜しまないという姿勢が伺える。
　美食の街、香港。グルメ好きな香港人に最高のワインを届けたいとの思いから、アジア初のワイン
醸造所施設を完備した。葡萄の品質にこだわりを持つスタッフは世界中から旬の葡萄を選び出し、最
高の品質を保っている。しかしいくら最高の葡萄を入手しても輸送方法が問題だ。どうしても輸送途
中に鮮度が落ちてしまう。そこでフローズン技術を用いた。収穫後すぐに冷凍庫で保存し、香港に到
着したら解凍するというものだ。葡萄の鮮度を維持でき、品質を損なわず最高のワインに仕上げるこ
とができる。
　また、品質を守るため大量生産は行わず、数量限定で生産される。ここまでこだわり抜いて醸造さ
れたワインは、世界で数多くの賞を受賞している。
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種別　ロングドリンク
度数　10～16.6度

　ほとんど癖がなく、さ
っぱりしていて飲みやす
い。

種別　ロングドリンク
度数　13～14度
　ジンとトニックウォー
ターを混ぜるだけのシンプ
ルなレシピのため、作り手
によって味わいは異なる。

種別　ロングドリンク
度数　7度～8.6度
　コーヒー牛乳に似てい
て、甘くて飲みやすい。しか
し、度数は決して低くない
ので、飲みすぎに注意。

種別　ロングドリンク
度数　13度

　グレープフルーツの苦
味とグラスの縁についた
塩が良く合う。

種別　ロングドリンク
度数　7～8度

　カンパリ独特の苦味と、
オレンジジュースの酸味
の相性がいいカクテル。

種別　ショートカクテル
度数　20～30度
　あるバーテンダーが亡
き恋人へ捧げたカクテル。
塩がキュラソーの甘みを
引き立ててくれる。

種別　ロングドリンク
度数　7～9度
　材料は、カンパリと炭
酸水だけのため、カンパ
リ独特のほろ苦さを存
分に味わえる。

種別　ロングドリンク
度数　7～9度
　材料は、カンパリと炭
酸水だけのため、カンパ
リ独特のほろ苦さを存
分に味わえる。

種別　ショートカクテル
度数　23～30度
　甘くて飲みやすく、女
性に人気。フローズンダイ
キリなど、バリエーション
も豊富。

種別　ショートドリンク
度数　35度
　カクテルの王様と言わ
れ、とても辛口。食前酒
に飲まれたこともあり、
食欲を高めてくれる。

10月5日（土） 14:00～17:00　10月12日（土） 14:00～17:00

10月13日（日） 14:00～17:00　10月19日（土） 14:00～17:00

10月26日（土） 14:00～17:00　10月27日（日）  14:00～17:00
The 8th Estate Winery Limited
住所：Unit 302, 3/F., Harbour Industrial Center,
        No. 10 Lee Hing St., Ap Lei chau

電話：(852)2518-0922
ファックス：(852)2518-0722
ウェブ：www.the8estatewinery.com

受賞ワイン
2010 Shiraz
Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2011　第3位受賞
葡萄は南オーストラリア州マクラーレン・ベールから輸入され、スモモ、ブラック・チェリー、
カレンツから作れらたもの。

2010 Shiraz Viognier
Shanghai International Wine Challenge 2012　第2位受賞
95%のシラー葡萄（濃厚な味）と5%のヴィオニエ葡萄（花の香り）から作られたもので、
5年待つとさらに深みのある味になる。

2010 Old Vine Grenache
Shanghai International Wine Challenge 2012　第3位受賞
樹齢90歳以上の葡萄の木から収穫されたグルナッシュ葡萄から作られたもので、
中東料理に最適。

「The 8th Estate Winery」こだわりのワインが試飲できる！
ワイナリーツアーに参加しよう！
10月ワイナリーツアー日程

Moscow　Mule
モスコー・ミュール

Kahlua and Milk
カルーア・ミルク

Gin and Tonic
ジン・トニック

Campari and Orange
カンパリ・オレンジ

Salty Dog
ソルティ・ドッグ

Margarita
マルガリータ

Campari and Soda
カンパリ・ソーダ

Martini
マティーニ

Spumoni
スプモーニ

Daiquiri
ダイキリ

アジアが誇る
百万ドルの夜景を
「Aqua」で楽しもう

伝統の中に感じる
モダンカタルーニャ料理｢QUEMO｣
｢Porron｣で乾杯！！

豊富なカクテル
アメリカ風バー「祖利安美国酒吧」

壮大なパノラマが魅力！
「St. Regis Bar」

エレガントな大人の空間
「THE LOFT」

ニューヨークスタイルの
ガストロパブ｢Eastside Tavern｣
食べて・飲んで・割って？！

　香港のグラマラスな極上の夜景が楽しめる、誰もが知っているオシャ
レでスタイリッシュな大人なバー。場所は香港随一のショッピング街、
チムサーチョイ（尖沙咀）の「ペキンワン」の30階。バーフロアからは、ア
ジアが誇る美しいビクトリア湾と香港島の夜景が絵画のように広がり、
落ち着いた空間の中でお酒を楽しむことができる。場所柄、観光客も多
いが、香港人や在港西洋人の間でも人気のお店だ。店内は目にも鮮
やかな赤の配色を施したインテリアとブルーライティングで幻想的な
雰囲気を醸し出している。タイムレスラグジュアリーをテーマに訪れる
人を魅了するお店。

 2011年にリニューアルオープンした「Aqua」は今までのドリンクメ
ニューを一新。過去にUK Bartender of the yearやBest Cocktail 
Skillnadoなど数々の賞を受賞しているロンドンの有名バーテンダーであり
ミックスソロジストのマヌエルさんによるカクテルは他では味わえないユ
ニークなカクテルが多く、飲むものを魅了する。また、世界的に有名な
DJを招い、パーティーも人気の同店。トレンディーな音楽があなたの夜
をより一層盛り上げてくれること間違いなし。非日常的な極上体験が
味わえるだろう。さあ、あなたもAquaで極上の空間と夜景、そしてカク
テルを楽しんでみては。

　スタイリッシュでありながら、カタルーニャの素朴な雰囲
気も漂う温かみのある｢QUEMO｣。パーティーや接待にも
利用できる個室、そして広 と々したテラスが付いている。
　同店では伝統の味の中にモダンの要素を取り入れたス
ペインのカタルーニャ料理を楽しむことができる。ユニーク
な飲み方としておススメなのが｢Porron｣。｢Porron｣とは、
特別にデザインされたワイングラス（ワインのデカンタとワ
イングラスを一つにした物）だ。腕を高く上げ、口に向かって
勢いよく注いでみよう！どれだけ遠くから注げるか競い合っ
てみるのもいいかも？！｢Porron｣だと多く飲んでいるように
感じても量は通常のワイングラスと同じ。ぜひ女性にもチャ
レンジしてもらいたい。
　オススメの料理はイベリコハム。同店は最高級の5J イベ
リコハムを提供している。程よい塩気と口に入れた瞬間に
溶ろけるハムの食感を味わって欲しい。また名物のパエリ
アはシーフードの味がたっぷり浸み込んでいて、香ばしいお
焦げの食感が楽しめる。デザートのチョコレートチュロス
も絶品。早速友人を誘って行ってみよう。

　華僑城Bar Streetは深圳市民の
憩いの場。カクテルを楽しみたい方
には「ジュリアン・アメリカバー」がお
薦めだ。入ってすぐに迎えてくるのは
壁一面に並べられたボトル。インテ
リアはすべてアメリカから輸入してい
る。ここのバーテンダーは100種類
以上のカクテルを作ることができ、深
圳ではカクテルの数が最も豊富なバ
ーの一つだろう。お勧めは「Trilogy
（三部作）」。度数の高いこのカクテル，
主にウォッカ、テキーラ、ウイスキー
で作られる。懐かしい雰囲気のアメリ
カ風バーで、客同士もすぐに仲良くな
れそうだ！ 

　ご存知、深圳一高いビルの96階
にあるのが「セントレジスバー」だ。
伝統的ながらもモダンな地元風の
アレンジを加えたラウンジ。最大の
特徴は、窓から見える工学的な鋼
鉄の骨組みと96階からのパノラマ
が織り成す景色だ。高級感あふれ
る「ブルー」が魅力的なラウンジ、その
内部に位置する「セントレジスバー」
では、カクテルはもちろん軽食やラ
イブエンターテイメントを堪能でき
る。眺望を選ぶならココだ！

　今年オープンしたばかりの「マン
ダリン・オリエンタル 広州」、2階の
優美な空間にあるバー「THE 
LOFT」。きめ細かなサービスでス
タイリッシュな紳士クラブを演出、
バーならではの落ち着きのある隠
れ家といった感じだ。シックなデザ
インと洗練された雰囲気のスペー
スは、広州で最も高級なナイトス
ポットと言っても過言ではない。カ
クテルとともに過ごす大人の時間。
エレガントなスペースで、至福の一
杯が見つかるかもしれない。

Aqua
住所：
Pethouse,
One Pekin Rd.,
TST,KLN
電話：
(852)3427-2288
ウェブ:
www.aqua.com.hk

　｢Eastside Tavern｣のテーマは｢Eat・Drink・Play｣。店
内には9台のテレビとプロジェクターがあり様々なスポー
ツ観戦を楽しむことができ、またスポーツバーの雰囲気を楽
しむためにゲームエリアにはビリヤードとダーツが置かれて
いる。そして何といっても見逃せないのがお皿を割ってスト
レス発散！！というアトラクション。日ごろの鬱憤をぶつけて
みてはどうだろう。
　フードはこれぞアメリカンというボリュームたっぷりのハン
バーグ、ピザ、パスタなど。サイズだけではなく味もお墨付
きだ。おススメは、毎日お店でグリルされるグリルドチキン。
シェアをする場合は、ハーフチキンを注文しよう。また世界
各国のビールを取り揃えているのでビール好きも楽しめる
こと間違いなし。

QUEMO
住所：
5/F QRE Plaza,
202 Queen’s Rd East,
 Wan Chai, Hong Kong
電話：
(852)2836-0699
ウェブ：
www.elite-concepts.com/

Eastside Tavern
住所：
Shop G29, G/F,
Empire Centre,
68 Mody Rd.,
TST East
電話：
(852)2367-8770
時間：
11:00～深夜

祖利安美国酒吧
住所：深圳市南山区
        華僑城生態広場
         A106号
電話：(86)755-2691-0969

St. Regis Bar
住所：深圳市羅湖区
       深南東路5016号
       深圳瑞吉酒店96階
電話：(86)755-8308-8888
時間：8:00～25:00

THE LOFT
住所：広州市天河区
　　  天河路389号
        広州文華東方酒店2階
電話：(86)20-3808-8888
時間：17:00～25:00

深圳

香港 香港 香港

深圳 広州

バーの代名詞！
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おさけについての豆知識
毎日飲みたい人に朗報！
日本の科学者が行ったある調査によると、適量さえ守っていれば週5日お酒を飲んでいても、健康
を害することはないという。ただ、ビールは一日1リットル、ワインは2杯までという制約付ではある
が、毎日お酒を飲むほど好きな人には嬉しい情報だ。

あなたの遺伝子は？
イギリスのある研究チームが、ある遺伝子がお酒を飲む量と関係していること発表した。それは
「AUTS2」と呼ばれ、この遺伝子が特殊な人は、正常な人よりもお酒を飲む量が少ないという。ま
だ全貌は解明されていないため、今後の調査結果も気になるところだ。

実は逆効果だった！
「嫌なことを忘れるためにお酒を飲む」という人も多いのではないだろうか。しかし、お酒を飲むと
脳内で、「学習情報伝達物質」の働きを持つドーパミンが分泌される。そのために、潜在意識下での
記憶力を上げることになるのだ。これでは嫌なことを忘れるのは難しい…

つい飲み過ぎてしまう人必見
今日は、飲みすぎないぞ！と思っていても、ついつい飲み過ぎてしまう人は、BGMのない場所で飲
むのがオススメ。ポーツマス大学が男女80人に行った調査で、BGMのある場所よりも、BGMのな
い場所で飲んでいる方が、お酒の量が少なくなるという結果が！

世界に広まったカクテル
アメリカで1920年から施行された禁酒法により、密造酒がよく出回るようになった。こっそり営ま
れていた酒場では、質の悪い密造酒にジュースなどを入れ、美味しく飲めるように工夫。バーテンダー
は仕事を求めヨーロッパへと旅立ち、カクテルは世界へと広まった。

自宅で美味しくワインを飲もう
ワインを自宅で飲むときには注意が必要。冷やしすぎると風味を失うため、冷蔵庫に入れっぱなし
にしない。また、早く飲みたいからといって急劇に冷してしまうと、同時に風味も一気に下がってし
まう。ワインを美味しく飲むためには、ゆっくりと冷すことが重要。

江戸幕府の藩士がビールを！
日本で初めてビールを飲んだと言われているのが、江戸幕府の遣米使節である「玉虫左太夫」とい
う人物。彼は、初めて飲んだビールの感想を「苦みナレド口ヲ湿スニ足ル（苦味はあるが喉を潤すに
は十分である）」と日記に書き残している。

どれが本当？
カクテルの語源は諸説あるようだ。Cooktailから派生した、「雄鶏の尾」に形の似た木の枝で飲み
物を混ぜていたからという説や、あるホテルの主人の軍鶏を捕まえた若者に振舞ったお酒説。もし
くは、メキシコの女王・コキテルが勇敢な戦士に与えたお酒説など様々。

　キューバ発祥のカクテルと言えば「モヒート」。16世紀後半、スペインの海
賊リチャード・ドレイクがキューバの人々に伝えた「ドラケ」が元となり、19世
紀に生み出され、キューバで大流行した「バカルティ・ラム」をドラケのレシピ
に使用したものがモヒートとなった。このモヒートのベースをラムの代わりに
鹿児島産芋焼酎を用いることで和のテイストを加えた「Sowelu」オリジナル
カクテルが「芋ヒート」だ。日本人は焼酎を好むひとが多く、また和のテイスト
をもっと香港に広めたいという思いから考案された。焼酎は飲み慣れない人
や外国人からすると少々クセがあるが、それをミント、ライムジュース、砂糖と
合せるモヒートの要領でカクテルにすることで、クセが少なくすっきりとして甘
い口当たりとなっている。焼酎のロックや水割りは苦手という女性にもおすす
めで、何杯でも飲めてしまいそうと思うほど飲みやすい。これを目当てにわざ
わざ同店を訪れる常連客もいるほど。
　焼酎は鹿児島産芋焼酎「八千代伝」を使用している。猿ヶ城渓谷の名水を
使い、手間の掛かるかめつぼで仕込まれて出来上がるその味は、甘くて香ば
しい香りが特徴。芋のクセが苦手なひとにもぴったりの一品だ。それをさらに
甘めのテイストに仕上げた「芋ヒート」で味わえば、これまでの芋焼酎のイメー
ジを覆す一杯となるだろう。

　「Dining Bar Sowelu」は、定番のカクテル、
ビール、ワインなどはもちろん、日本人オーナー
が選んだ焼酎も豊富に揃うダイニングバー。
お酒だけでなく洋食メニューもあるが、深夜
食堂的に「これ作って」と言えば、リクエスト
に寄ってはその料理を振舞ってくれるという
のだから、他では味わえない愉しみ方ができ
るはず。また広 と々したテラス席も同店の魅
力だ。
Dining Bar Sowelu
住所：5/F., Chung Wai Comm. Bldg.,   
        447-449 Lockhart Rd., CWB
電話：(852) 2766-1171
時間：月～土　18:00～26:00　(日曜定休)

甘 中 辛

食
　前

食
　後

オール
ディ

中　辛中　甘

芋ヒート　Imojito
南米の味を焼酎で和テイストに

教えてくれたのは･･･
バーテンダーJasonさんと オーナー中村さん

グラスの中にもドラマがある！

　アメリカなどの海外で、ワインのように冷やして飲める日本酒が人気となって
いる。そのブームの先駆けとなったのが、若い杜氏が食事とともに楽しめる「食
中酒」として2002年に誕生させた日本酒「伯楽星」だ。杜氏は宮城県にある蔵
元「新沢醸造店」の5代目新沢巌夫さん。この蔵元は明治6年創業で、詩人の土
井晩翠が愛した銘酒も発売している。しかし、時代の流れとともに経営は悪化。
農大を卒業し、県内最年少の杜氏として実家に戻った新沢さんが、先代を説得
し改革に乗り出す。そして、濃厚な味わいの日本酒が主流となっていた時代に、
世界にも通用する食中酒に徹底的にこだわり、伯楽星を世に送り出した。伯楽
星は繊細な料理の味を引き立てる日本酒として料亭などで高い評価を受け、
2004年にはJAL国際線のビジネスクラスに採用されている。今は食中酒の
ジャンルを超えて、国内外に多くのファンを持つ。また、伯楽星は品質管理にもこ
だわり、温度管理をきちんとできる特約店を通じてのみ販売されている。
　このお酒を勧めてくれた熊谷真希さんは「今まで飲んだことがない味の日本
酒。さっぱりしているけれど、お米の味も水の香りもきちんと残っている」と惚れ
込む。宮城県塩釜市出身の熊谷さんは、東日本大震災の影響を受け、新たな場
所で酒造りに取り組む蔵元のお酒としても応援している。この伯楽星を味わっ
てみたい人は熊谷さんのバーを訪ねてみよう。

　まもなくオープンする長い名前を持つバー。
広州で、日本人のオジサマ方に憩いの空間
として愛されてきたバーを手がけてきた熊谷
真希さんが切り盛りする。10人程度が座れ
るカウンター席とテービル席がひとつ。お酒
を飲みながら、ママとのおしゃべりも楽しめ
る。手作りの梅干や味噌を使った〆の料理も
あるので、1軒目、2軒目と店を変えずにのん
びり過ごすことができる。
酒の一滴は血の一滴
涙こぼしても酒こぼすな
住所：16/F, SOHO Tower, 25 Hart Ave., TST
※10月中旬にオープン予定

教えてくれたのは…
ママ　熊谷真希さん

甘 中 辛

食
　前

食
　後

オール
ディ

中　辛中　甘

伯楽星　hakurakusei
杜氏のほとばしる情熱が生み出したクールな一杯
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　香港や華南地区のバーで、訪れる人たち
を日常とは違う世界へ誘ってくれるバーテン
ダーやママたち。彼らのお酒の知識は奥深
い。そこで、彼らにお勧めの一杯を伺ってき
た。また、飲みすぎたあとの二日酔い対策な
ども紹介しよう。

PPW編集部が教える「二日酔い」講座！
～防止・対策・解消法～

お酒持込OK！の店

【防止法】
　まずは睡眠をたっぷりとっておきたい。睡眠不足は二日酔いを加速させる
ので、飲む日の前日は早めの就寝を心掛けよう。また事前に肝機能を高める
たんぱく質やビタミン類を含む食品を摂取しておくと良い。空腹にいきなり
アルコールはNGなので、飲む前にある程度お腹を満たしておきたい。飲む
前にウコンの摂取もおススメだ。

【対策法】
　お酒と同時に水を飲み、体内でアルコールを薄める。またゆっくりと同じも
のを飲むことも大切。また食べながら飲むことも鉄則で、二日酔いになりにく
い食べものとしては、枝豆、豆腐、から揚げ、焼き鳥、チーズ類、大根おろし、
アサリなどが上げられる。

【解消法】
　まずは二日酔い用の胃腸薬。種類も豊富なので自分にあった処方のもの
を見つけておきたい。同じ薬でも頭痛に鎮痛剤は、荒れた胃壁を更に荒らす
のでNG。何か食べられる状態なら、柿などの果物がおススメ。アルコールを
体外に出す働きがあり、和菓子やお茶、チョコレートなどにもこの効果があ
るようだ。また熱いシャワーも血行を促進しアルコール分解が活発になるの
でおススメだ。NGなのは迎え酒。不快な症状をアルコールで一時的に麻痺
させているだけで根本的な解決にはなっていない。二日酔いになる前も水
分補給は心掛けよう。排尿を促すことで体内のアルコール濃度をさげよう。

プロおすすめの一杯

　アイラ島南岸では最もクラシックでピート香やヨード臭、スモーキーフレーバー
が強いことで知られる蒸溜所であり、全世界のファンが支持するアイラ伝統の
シングルモルトウイスキー「アードベッグ」。アイラの中で最も複雑な味わいを持
ち、究極のアイラモルトと称されるこの「アードベッグ」が2013年夏、数量限定
で「アードボッグ」を発売した。その名は、アードベッグの真髄であるピーティー
さをもたらす、ピートが採掘される湿地＝Peatbog（ピートボック）に由来してい
る。バーボン樽で10年熟成された原酒と、マンサニージャ・シェリー樽で10年熟
成された原酒をヴァッティングさせており、従来のアードベッグと比べ、シェリー
樽由来のマイルドな果実味が備わり、アードベッグの従来持っていたミネラルや
潮の要素を引き出す味わいとなっている。
　今回の限定品アードボッグは香港の市場にはほとんど出回っていないため大
変貴重な一品。ウイスキー初心者よりは、ツウの人に是非味わっていただきたい。
また、ウィスキー・マガジン社主宰のWWA（ワールド・ウィスキー・アワード）の
2013年、「ワールド・ベスト・シングルモルトウイスキー」に選ばれている「アード
ベッグ・ガリレオ｣と併せて飲んでいただき、アードベッグの持つウィスキー観を
感じていただきたい。

　大阪・阿倍野発のオーセンティックバー
「Buonasera」。ビールやワインはもちろん、
13年以上バーテンダーとして活躍してきた
森川さんの知識と経験に基づいて揃えられ
た豊富なカクテル、ウィスキーが魅力だ。世
界各地、日本の銘柄が多種多様に並び、どれ
を選ぶか迷ってしまうほど。また落ち着いた
雰囲気も同店の魅力で、大人のための時間
を楽しむことができる。
Bar Buonasera
住所：7/F., Mody House, 
　    30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

教えてくれたのは・・・
バーテンダー　森川さん　

甘 中 辛

食
　前

食
　後

オール
ディ

中　辛中　甘

アードボッグ　ARDBOG
アイラ伝統のスコッチ「アードベッグ」限定品

　いつしか香港のトレンドになりつつあるカクテルをメインにしたバー。その中
でもセントラルエリアでは人気バーのひとつである｢Enomod｣。ユニークで遊
び心のあるカクテルで楽しませてくれると話題。その中でも地中海をイメージ
した爽やかなカクテルが多くメニューに並ぶ。
　今回紹介するのは、地中海に沈むカラフルな夕日をテーマに作られた
｢Enomod｣オリジナルカクテル｢Sailing to Sunset｣。バカーディのラムを
ベースにロッソ、フレッシュオレンジジュース、ソーダ水、フレッシュオレンジに
自家製の「リキュール」を加えたもの。ビターは植物などから抽出されるエキス。
苦味・フレーバーを持つアルコールで、近年クラシックカクテルの人気の復活
で話題を集めている。オレンジの爽やかさ、添えたシナモンとチョコレートがエ
スニックな味わいをプラス。スパイシービターが味をきゅっと引き締めて飲め
ば飲むほど味わい深く余韻を楽しめる一杯。甘めのカクテルだが男女問わず
人気が高い。秋の訪れを感じるがまだまだ暑い日が続く香港の夜にふさわし
い一杯。

　Enomodでは世界各国のビールや豊富な
ワインを多く取り揃えている。クラシックなカ
クテルはもちろんのこと、他ではないユニーク
なカクテルも多くある。バーテン暦7年、シェフ
歴も多彩なLelliさんの創るカクテルは時には
冒険的で時には斬新ともいえる。寝ていると
きにさえカクテルを造る夢を見るというくらい
情熱を注でいるのでメニューに無くてもどん
な感じのカクテルがと好みかを伝えるとその
好みの味にとその日の気分でカクテルを作っ
てくれる。
ENOMOD
住所：1/F, 1-5 Elgin St., Central
電話：(852)2555-6065
時間：12:00～24:00（日曜定休）

教えてくれたのは…
オーナー兼バーテンダー　Lelliさん

甘 中 辛
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　後
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中　辛中　甘

Sailing to Sunset　
地中海の夕日をテーマに作られた

香港島
Tapeo Bar
De Tapas y Vino
①19 Hollywood Road,  
   SOHO, Central
②GA01-03 G/F,
   Lei King Wan,
   55 Tai Hong Street,
   Sai Wan Ho
(852)2513-0199
月～日　12:00～23:30

西苑酒家
Room 101-102, 1/F.,
Lee Garden Phase 2,
28 Yan Ping Rd.,
Causeway Bay
(852)2882-2110
月～日　11:00～23:30

The Pawn
2-3/F, 62 Johnston Rd., 
Wan Chai
(852)2866-3444
バー：
月～土　11:00～26:00
日、祝　 11:00～23:00
レストラン：
月～日　12:00～15:00
　　　  18:00～24:00

Motorino
G/F, 14 Shelley St., Central
(852)2801-6881
12:00～24:00

BOUCHON
Bistro Francais
49th Elgin Street,
SOHO, Central
(852)2525-9300
ランチ　   12:00～15:00
ディナー　18:00～23:00
ウィークエンドブランチ
　　　　  11:00～16:00

Trattoria Doppio Zero
G/F., The Pemberton,
22 Bonham Stand,
Sheung Wan
(852)2851-0682
月～土　11:00～15:00
            18:00～23:00
土、日　  12:00～14:00
            18:00～22:00

Fat Angelo’s
Shop F, G/F., 1 Belcher’s St., 
Kennedy Town, 
Western District
(852)2818-7300
月～日　 10:30～23:00

九龍
Greyhound Café
Shop OTG01, G/F.,
Ocean Terminal,
Harbour City,
17 Canton Rd., TST
(852)2383-6600
月～日　11:00～23:00

The Swiss Chalet
12-14 Hart Avenue, TST
(852)2191-9197
月～土　11:00～22:45

Papi
Shop R011, 3/F, Roof 
Garden, Elements,
1 Austin Rd. West, TST
(852)2811-2681
日～木　11:30～12:00
金・土　 11:30～late

鼎泰豐
Shop 130, 3/F, 
Silvercord,
30 Canton Rd., TST
(852)2730-6928
月～日　11:30～22:30

満江紅-小甜甜
UG/F,
Omega Plaza 32-34A, 
Dundas St., Kowloon
(852)2384-0102
12:00～28:00

新界
Olive Cafe
Shop G41-G44, G/F., City 
Landmark 1,
68 Chung On St.,
Tsuen Wan
(852)2940-6272
11:30～23:30

The Boathouse
86-88 Stanley Main St., 
Stanley
(852)2813-4467
月～金　 11:30～22:30
土　11:00～22:30
日　10:00～22:30

Angeletti Restaurant
Shop C&D,
126 Stanley Main St., 
Stanley
(852)2813-9090
11:30～22:00

※各店舗の料金は異なりますので、
   事前確認が必要です。
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伝説のママが香港で
長～い名前のバーをオープン
　広州に日本人の紳士諸君が足繁く通うバーがあった。そこのママは、ちょっぴり堅物なオジサマ方も打ち解けてしまう
ほど、不思議な魅力の持ち主だったらしい。数年前に惜しまれつつ閉店。その伝説のママこと、熊谷真希さんが香港で
新しくバーを始めるという。バー特集の最後を飾るページで紹介させていただければと思い、熊谷さんを訪ねた。

■新しいバーについて、熊谷さんにインタビュー■
Q.落語の「寿限無（じゅげむ）」のような
　 長い店名と伺いました。
　バーの名前は「酒の一滴は血の一滴　涙こぼしても酒こ
ぼすな」です。これまで、やってきた3つのバーは、それぞれ
違う名前でした。でも、お客さんにとっては、どれも「私がやっ
ている店」という認識だったみたいです。なので、「焼酎バー」
「まきさんの店」「あのババアの店」（笑）など、それぞれの方
が好きなように呼んでいました。それでいいと思うんです。
となると、店の名前は何でもいいことになりますよね（笑）。
なので、これまでの店で、お客さんがうっかりお酒をこぼし
たときに「あー、酒の一滴は…」などと使っていた合言葉を
店名にしました。
Q.敢えてビルの16階にしたそうですね。
　はい。今回縁があって、店舗の設計をしてくれた香港人デ
ザイナーが「16階はよくない。1階（グランドフロア）でない
と客が入らない」と心配してくれました。でも、私は16階が
いいんです。こじんまりした店内にあるのは10人程度が座
れるカウンターと、6人程度が座れるテーブル席だけ。私が
お客さんの顔を見ながら、言葉のキャッチボールができる
広さです。バーが1階にあると、西洋人や香港人の方がぶら
りと入ってくるかもしれない。でも言葉の壁もあり、楽しめな
かった…となると申し訳ないですよね。私の本領も発揮で
きない（笑）。なので、PPWを見たり、友達に紹介されたりし
て、16階とわかって、いらしていただくほうがいいと思った
のです。
Q.お酒を飲んだあと、〆も楽しめるそうですね。
　今、日本から手作りの梅干と味噌を取り寄せているんで
すよ。それを使ったおにぎりや味噌汁など、〆の料理も出だ
そうと考えています。バーというと二軒目というイメージが
あるかもしれませんが、一軒目も二軒目もここですませられ
る店にしたいですね。お酒は、日本酒、焼酎、ワイン、洋酒な
ど、私の好きなものを中心（笑）に取り揃える予定です。
Q.女性を連れていく男性もいますか？
　私の店は、奥さんや女性を連れていらっしゃる方も多いん
ですよ。ハイヒールコツコツのきらびやかな方がママだと、
奥さんを連れて来にくいかもしれないけれど、私はこんな
感じ（笑）。お客さんが奥さんを連れてきて、「ここによく来るん
だよ。これがママ。なぁ、安心だろ」。なんて言っていることも
ありますよ。

待ち合わせ場所には予想外の女性!?
　新しくオープンするバーはチムサーチョイ（尖沙咀）の
ショッピングセンター「K11」のそば、Hart Avenueにある。店
はまだ改装中のため、近くのオープンバーで午後3時に、
熊谷さんにお会いすることになった。待ち合わせの15分前
に到着。店内をのぞき、少しグラマラスな装いの女性を探
したが、みつからない。清楚な女性が一人いるだけだった。
その女性は、大ジョッキのビールを飲みながら雑誌に目を
落としている。人と待ち合わせをしている雰囲気ではなかっ
た。5分ほど待ってから、思い切って声をかけると、その方
が熊谷さんだった。
　「自分の店が始まったら忙しくなるので、昼間からのん
びりお酒が飲めるのも今のうちだけ。ここのバーでは、香
港の地ビールが飲めるんですよ」とビールを指さして、
にっこり。ベトナムの民族衣装「アオザイ」に似たブルーの
服は、お母さんが着物をリフォームして作ったもので、涼し
くて吸水性もあり、香港の気候にちょうどいいのだという。

ガテン系女子からバーのママへ
　熊谷さんは宮城県塩釡市の出身。高校を卒業後、「ガテン
系の女子」に憧れて、トラックのドライバーとして地元工務
店に就職。資格を取得し、建築現場でクレーンのオペレー
ターをしていたこともある。その後、飲食店などでアルバイ
トをしていたとき、旅行で訪れた香港のトリコに。「返還後
の1990年代の終わりでしたが、人が生きることに一生懸命
で、様々な国の人が集まっていて活気がありました」。広東
語を習い始め、3カ月に1回、香港に遊びにくるように。さら
に、広東語を学ぶため広州の大学に留学した。でも、留学
先では北京語を学ぶ。
　1年の留学を終えて、深圳で人生初の事務職として就職。
やはり慣れた広州で働きたいと考え始めていたとき、友人
の仕事先の日本人社長に「広州で一緒にお店をやらない
か」と誘われた。お酒は強くないけれど好きだったという。
酒に携わる仕事ができるとも考えて、その申し出を受け、
ママとしてバーを切り盛りすることになった。次に、帰国す
る知人の店舗を引き継ぎ、新たな場所でバーを開いた。異
国で商習慣の違いにも翻弄されるが「飲食業の経営ノウ
ハウを一から勉強させてもらいました。出会いに恵まれま
した」と振り返る。2軒目のバーを去ることになり、途方に暮
れていたとき、手を差し伸べてくれたのが広州で日本居酒
屋「兄弟船」を経営する日本人の友人たちだった。自分た
ちの店の1階でお店を出せば、と言ってくれた。そしてオー
プンしたのが3軒目となるバー「ゆるり」だった。

「常連は客にあらず」の真意
　手がけてきた3軒は、予算の関係もあり、いずれも小さ
なバーだった。でも、お客さんとのおしゃべりを楽しみたい
熊谷さん、熊谷さんと話をしたいお客さんにはかえって好
都合だった。店のコンセプトは「私がああしよう、こうしよう
と考えたのではなく『悪態がつける店』『エッチな話ができ

る店』『会社のグチがいえる店』など、
お客さんが勝手に決めてくれた」。そ
うして、お客さんと作り上げていった
雰囲気が熊谷さんの店のスタイルと
なった。
　3軒目の「ゆるり」は、香港でオー
プンするバーと同じく10人弱のカウン
ター席の後ろに、テーブルがひとつ。
立ち飲みの人がいることも。熊谷さん
は「ゆるり」時代、広州で発行されて
いるスタイリッシュな生活雑誌で、商
売をしている45人の一人として紹介
されている。熊谷さんの記事のタイト
ルは「熟客不是客」。直訳すると「常
連は客にあらず」。そこには「日本人
ママが切り盛りするバーは小さくて、
しかも路地裏にある。看板も目立た
ない。それなのに、多くの日本人で賑
わっている。そして、常連客は、バーに
くるというより、友達の家に遊びにく
るようにやってくる。ママもわが家に
遊びにきた友達のように迎えている。
日本人の神秘的な空間がそこにある」などと書かれていた。
「常連は客ではなく友達」がタイトルに込められた思いな
のだろう。「中国人は、小さな店で静かにお酒を飲む習慣
がなかったので、こういう店は理解しづらかったのではな
いでしょうか。でも、その中国人記者の方も常連さんだっ
たんですよ」と熊谷さん。
　日本人をはじめとする方たちの憩いの空間となってい
た「ゆるり」だったが、熊谷さんは閉店することにした。中
国で10年近く暮らし、商売をしてきて「おなかいっぱいの
気分」で一息つきたくなったことや、体調をくずしたことな
ど、理由はいくつかあった。そして、体調を整えたあと、アジ
アを旅して充電。今回、香港で新たにバーを開くことになっ
た。「香港への10年越しの恋が実ったみたいです」と笑う。

相手の心に届くノックの仕方
　熊谷さんは、オジサマ方の心のトビラをどんなふうに
ノックしているのだろうか。その飾らない話し方、それでい
て相手の心に寄り添う話の聞き方は、ガテン系の職場で男
性に囲まれて働いたときに自然と身につけたものなので
は…？そう思って伺うと、少し考えて「父が飲み友達だった
からかも…。一緒にお酒を飲んでいると、そういえば、父の
ことをよく知らなかったなぁ、と。それで、仕事のことなどを
聞くと、父もうれしそうに話してくれました。相手のことをもっ
と知りたいと思う気持ちが、相手にも伝わるのかもしれま
せんね」との答えが返ってきた。
　さて、取材中、地ビールのあと、3杯目のワインを飲んで
いる熊谷さんは、お酒を飲みながら、実に楽しそうにおしゃ
べりをする。「自分のことをあれこれ話していると、お客さ

んが『よくそれだけしゃべれるね』とあき
れながら、自分のことをポツリポツリと話
し始めてくれることもあるんですよ」（笑）。
その気持ちがわかる気がする。なんでも
フランクに話をする熊谷さんだが、お客
さんから「ママもきっと苦労したんだろう
ね」としみじみ言われることも。そんなと
きは「そうなの、実は私、追われているの」
などと言って相手を煙に巻くこともある
らしい。熊谷真希さんの不思議ワールド
を見てみたい方は、オープン後のバーを
訪ねてみよう。

酒の一滴は血の一滴
涙こぼしても酒こぼすな
住所：16/F., SOHO Tower, 25 Hart Ave.,TST

熊谷真希さん
　宮城県塩釡市出身。旅行で訪れた香港に魅せられたことがきっかけで、広州に語学留学。
北京語を学ぶ。深圳での就職を経て、広州で焼酎バーのママに。これまで広州で、時と場所
を変え、3軒のバーを切り盛りしてきた。充電期間を得て、10月中旬に、チムサーチョイ（尖沙
咀）に長い名前のバーをオープンする。
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広東ピックアップ 

ウルヴァリン: SAMURAI
映画上映

監督
ジェームズ・マンゴールド
出演
ヒュー・ジャックマン
福島リラ
ウィル・ユン・リー、 ファムケ・ヤンセン
ハル・ヤマノウチ、 TAO、 真田広之

広州

独創的な描き方が新鮮！
　「X-メン」シリーズのメインキャラ、ウルヴァリンを主人公にした人気アクション「ウル
ヴァリン: X-MEN ZERO」（2009）に続くシリーズ第2弾。カナダで隠逸生活を送っていたウ
ルヴァリンは、ある因縁で結ばれた大物実業家・矢志田に頼まれ日本を訪れる。しかし、
矢志田はほどなくして死去。ウルヴァリンは矢志田の孫娘マリコと恋に落ちるが、何者か
の陰謀により不死身の治癒能力を失うという窮地に追い込まれる。今作の主な舞台は日
本。本格的な日本ロケも敢行された。マリコ役のTAO、ウルヴァリンを日本へと導くユキ
オ役の福島リラ、矢志田の息子シンゲンを演じる真田広之ら、日本人キャストも多数出
演。ウルヴァリンが日本でいったいどんなことになるのか……劇場上映間近！

10月19日まで
バドミントンでサークル仲間とリフレッシュ！
　「Mell Mell」は、毎週土曜日、男女混合ダブルスでバドミントンを楽しむ
サークル。使用する「弘揚バドミントン館」は、無料で使用できるシャワー
ルームを備えるなど、施設も充実している。バドミントン・混合ダブルスは

バドミントン　Mell Mell
男女混合ダブルス

    

広州市越秀区環市東路419号
弘揚バドミントン館
土　15:00～16:00
www.douban.com/event/19517781
www.mellmell.com
RMB33

男女が一緒にゲームを楽しめる数少な
いスポーツ。今週末はみんなと一緒にバ
ドミントンでもいかが？まずはご連絡を！

10月17日から

今週の広東ピックアップ

広
州

広州市白雲区広園中路801号 
雲台花園
18:00～22:00
gz.bendibao.com/tour/201387/
ly131810.shtml
RMB13～RMB25

広州市天河区天河北路615号1405
(86)135-3990-3892
(86)20-3884-6242
gz.58.com/jiajusp/13689218470920x.shtml
入場無料

ヴァイオリニストJulia Fischer
ドレスデンフィル コンサート広

州

    10月22日

広州市天河区珠江新城珠江西路1号
広州大劇院 オペラホール
20:00
 (86)4006-228-228（チケット予約）
www.228.com.cn/ticket-46314574.html
RMB1,280、RMB880、RMB680、RMB480、
RMB280

ヴァイオリンの女王と名門フィルのコラボ
　世界的人気を誇る若き美人ヴァイオリニスト、ユリア・フィッシャーは
1995年のユーディ・メニューイン国際コンクールなど、参加した8つの国
際コンクール全てにおいて優勝。共演するのは、ドイツの古都ドレスデン

で140年以上の歴史と伝統を誇る名門
オーケストラ、ドレスデン・フィルハーモ
ニー管弦楽団。「息を呑むほどの演奏」
を鑑賞しよう！

広
東

10月19日～10月24日

Exhibition High Point Market
世界の家具展示会

洗練されたファッション家具をチェック！
　ミラノへ行かないと洗練されたデザインを目にすることができない？
ケルンへ行かないと精緻な家具に出会えない？北欧の国へ行かないと
本物の実用家具が分からない？そんなことはない！世界のバイヤーとデ
ザイナーから注目されている「ハイポイント・マーケット」は、世界各地の

広
州

10月31日まで

Exhibition 雲台花園・提灯祭り
色とりどりの提灯の共演

国慶節を彩るイルミネーションを見よう！
　「国慶提灯祭り」のテーマは「提灯」！色とりどり、形も様々な提灯で夜の
雲台花園が演出される。伝統的な提灯から、アニメキャラクターなどをデ
ザインした現代的なものまで、見る人を楽しませてくれる。今回の提灯祭
りでは、初めてLED技術を使用。より立体、より鮮やかな発色の提灯に注
目。この時期だけのイルミネーションを楽しもう！

広
州

広州

家具メーカーが参加する。家具に興味のあ
る皆さん、ぜひお見逃しなく！
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広東ピックアップ

広州

深
圳

弓道で心体を鍛えよう！
　心体の鍛錬を目標とする弓道。古武道の弓術をもととし、現在はス
ポーツの面も持ち合わせている。そこで、本格的な弓道体験を目指して
いる正鵠道場が深圳に登場。日本人に師事した経験を持ち、今年4月、名
古屋で開催された国際弓道連盟で弓道資格一段を獲得した館長が主催
する弓道学校。自らを鍛錬しよう。 

日本本場の弓道体験
深圳に登場！

深圳市福田区農科中心花卉道北段
康爵足球倶楽部南
水　19:30～
土　15:00～
www.kyudosz.net

深圳

深圳

深圳

広
州

広
州

草地音楽学校
ネット無料ギタークラス

    

深
圳

10月10日まで    

音楽を愛する人のために
　設立してから会員だけでなく、音楽を愛する人なら誰でも参加でき
る無料ギタークラスを開催してきた草地音楽学校（GMC）。中国語に翻
訳されたカリフォルニア大学のギタークラス公開動画を参考に、QQで
先生の指導のもと、基本的なギターテクニックを身につけることができ
る。そして定期開催のGMC音楽会に参加してみよう！

QQ：231352198
20:00～23:30
無料

芸術の秋を楽しもう！
　仲間を集めて描きに行こう！勉強ではなく、思い切り楽しもうという
コンセプトで多くの芸術活動を行う「絵画パーティー」。今回の場所とな
る、ヨーロッパを思い出させる風景深圳波托菲諾で、誰もが芸術家気
分になれるだろう。イベント当日は絵の具も休憩のドリンクも絵画パー
ティーが用意してくれる。

深圳市南山区華僑城
香山中街波托菲諾小鎮
14:00～
 (86)139-2374-9821
www.painting-party.com
RMB150

絵画パーティー
秋のイベント開催中！

11月24日まで
深
圳

本は心の栄養。親子一緒に読書しよう！
　「りんごの木（苹果樹図書閣）」図書室にはたくさんの子供の教育に
役立つ本から各種子供用図書、それに子育てのための本がある。親子
で訪れて、一緒に本を読みながら、子どもたちの気持ちをより理解した
り、コミュニケーションを図るのに活用できる。図書室内での閲覧はも
ちろん、貸し出しもすべて無料！

広州市番禺区番禺橋南街
奥園広場3棟2104
月～土　9:00～18:00
www.douban.com/event/19711378
無料

図書室　りんごの木
期間限定開放

11月30日まで

深
圳 大阪バンドVIVA LOVE
アジアツアー深圳ライヴ

    10月13日

深圳市福田区車公廟泰然九路
皇冠科技園2棟1樓紅糖缶空間
21:00～
 (86)755-8320-7913
www.vivalove.jp
RMB40（前売）、RMB50（当日）

「愛」がテーマのバンドパフォーマンス！
　日本の関西を中心に活動中の4人組「VIVA LOVE」。バンド名の通り愛を
様々な視点からテーマにして歌い続けている。2011年の台湾最大級野外
ロックフェス「2011揺滾台中楽団節」の参加をきっかけに、日本だけでなく
海外でも精力的に活動。今回は2回目のアジアツアーで中国に帰ってきた！
要チェックのライブだ！

庾澄慶　Harlem Yu
我要給你　コンサート

    10月26日

広州市白雲区白雲大道南783番
広州体育館
20:00
 (86)4006-228-228
blog.sina.com.cn/yuchengqing
RMB1,280、RMB880、
RMB680、RMB480、RMB280

“ハーリン（哈林）”が広州へやってくる！
　台湾の歌手・タレントで、近年ではバラエティ番組の司会者として活動
し、ハーリン（哈林）の愛称で親しまれているハーレム・ユー（庾澄慶）が、
10月、広州へやって来る。広州のファンのために、7年ぶりの最新アルバ
ム「関不掉的月光」（The Moonlight That Can't Be Turned Off）を含め、
30曲ほどの歌を披露する予定。デジタル化された立体ホログラムステー

ジは、新たな感覚を呼び起こしてくれるはずだ！



東莞

東莞



深圳 深圳

広州

  

 広東ページ
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Part4　  羅湖商業城DEEP深圳
　香港からイミグレを超えて中国深圳へ、そしてMTRもバス
を使わずたどり着けるのがここ「羅湖商業城」だ。中国イミグ
レを越えて出てすぐ右手に大きく構えており、羅湖経由で深圳
に来たことのある方には誰もが見たことがある施設だろう。
　香港からすぐといってもそこは中国、物価が上がっていると
はいえども安い。そして飲食店、電化製品、携帯、男女服、雑貨
から高級財布までが揃うという品揃えだ。（もちろんニセモノ
も多いので注意が必要）
　そのなかでも興味深い1軒がチャイナドレス専門店だ。こち
らは香港ではあまり見かけないチャイナドレスを作製・販売し
ており、派手なものでも1着だいたいRMB700からで、高い物
だとRMB1,800程度、オーダーメイドでも作成できる。また、体
の寸法を測ったりと、オーダーメイド品は3週間程度の時間が
必要で、RMB2,000以上はする。しかも、装飾をゴージャスにで
き、オーダーメイド品の上限金額はいくらまででも上げられる
そうだ。（笑）羅湖商業城に立ち寄った際は1度立ち寄ってい
ただきたい所だ。

　そしてもうひとつオススメがこの靴屋さん。5階で唯一の靴屋さんで、な
んと言っても安い。ほとんどがRMB50程度で、良さそうなものでもRMB350
と激安だ。スタッフさんにいくつか質問をしてみた。

Ｑお客様はどのような方が多いですか？
　「お客様はほとんどが香港人で、あとは中国人が少し、日本人はほんの少
しです。」

Ｑオススメはありますか？
　「こちらのシリーズですね。（左の写真参考）値段もRMB298とお手ごろで
すし、質感や履き心地がよく長く履いても足が痛くならないですよ。香港人
にも人気です。」と2足差し出して来た。

　今回はディープに行く前に、香港からの深圳の玄関口として多くの香港人が買い物に訪れる羅湖駅前の羅湖商業城に行ってきた。

羅湖商業城
住所：深圳市羅湖区深圳火車站広場路25号

Ｑどんなお客様が多いですか？
　「やはりわざわざ深圳に来られているので、安い洋服や雑貨を沢山買わ
れる方が多いです。そういった方は、施設内は高級レストランが多いので、
食事は外で食べられてますね。」

Ｑ日本人も来店してもいいですか？
　「もちろん大歓迎です。多少の値段交渉ならできますよ。（笑）」と、スタッフ
は英語が堪能で、とてもフレンドリーだ。
　
　そのほか、彫刻画を販売しているひとや、広い施設で歩きつかれたとき
や食事の際に立ち寄れるレストランも。価格はそこそこだが、英語もスタッ
フの対応もかなり良いレストランもある。白人の客もたくさん店内におり、
中華料理から西洋料理までたくさんの料理に舌鼓を打ちながら食事を楽
しんでいた。

羅湖のイミグレを越えて
すぐ右手にたたずむ巨大施設。
羅湖のイミグレを越えて
すぐ右手にたたずむ巨大施設。

オーダーメイド時には店内にある
カタログからイメージを膨らまし
オリジナルを作ってくれる

オーダーメイド時には店内にある
カタログからイメージを膨らまし
オリジナルを作ってくれる

カメラを向けると笑顔で
オススメのシューズと一緒に
ポーズを決めてくれたスタッフ

カメラを向けると笑顔で
オススメのシューズと一緒に
ポーズを決めてくれたスタッフ

3Fのエスカレーター横で
商売をしている
彫刻画のおばちゃん

3Fのエスカレーター横で
商売をしている
彫刻画のおばちゃん

英語も使え、接客態度も
風景も抜群に良いレストラン、
コーヒーや紅茶からでも
頼むことができる

英語も使え、接客態度も
風景も抜群に良いレストラン、
コーヒーや紅茶からでも
頼むことができる



33Pocket Page Weekly 11 Octocber 2012 No. 404
B

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、
ネイル、フットマッサージ、ヘッドスパ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！

　今週は「ネイル」♪

ネイル
　中国に住んでいても爪のお手入れやオシャレには気を配りた

いところ。深圳にもネイルサロンはあるが、価格が安すぎたり、

技術が不安だという方もいらっしゃるだろう。「Prim Hair」蛇口店

では、ネイルケア・アートも安心して楽しんでいただけるサービ

スが整っている。

　透明感とツヤのある爪を作ることができ長持ちする「ジェルネ

イル」、通常より多めにジェルを載せ厚めに仕上げる「QQネイ

ル」、発色がよくプロも御用達のアメリカのメーカー「O・P・I」が

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♪

施術できる。ジェルネイルは手RMB238～、足RMB288～、QQネ

イルは手RMB138～、足RMB188～、O・P・Iは手RMB60～、足

RMB90～。中国産の製品は思い通りの色にならなかったり、爪

に害を及ぼしてしまうこともあるためアメリカの製品を使用して

おり、ネイル専門学校を卒業したネイリストが丁寧に仕上げてく

れる。「秋のオシャレは指先から！」ヘアカットのついでにネイル

も楽しんでみてはいかがだろうか？

深圳

広東ページ広東ページ



東莞

深圳

広東

広東

深圳

広州広州

広州
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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


	P01 Frontpage_404RB
	P02 Topics_404L
	P03 AD_404R
	P04 Pick up_404L
	P05 AD_404R
	P06 Business_404L
	P07 Business_404R
	P08 Business_404L
	P09 Business_Borderless_404R
	P10 Business_Nikkei_404R
	P11 AD_404R
	P12 Godaigo_404L
	P13 AD_404R_404
	P14 Property_404L
	P15 Life_404R
	P16 Health&beauty_DrYoung_404L
	P17 AD_404R_404
	P18 Shopping_404L
	P19 Classified_404R
	P20 Gourmet_404R
	P21 Gourmet_404R
	P22 Gourmet_404R
	P23 AD_404R
	P24 Feature_404L
	P25 Feature_404R
	P26 Feature_404L
	P27 Feature_404R
	P28 Feature_404L
	P29 GZ_404L
	P30 GZ_404R
	P31 AD_404R
	P32 GZ_404R
	P33 GZ_404L
	P34 AD_404R
	P35 Qpon_404R
	P36 AD_404R



