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広告のお問い合わせは
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GD広東　(86)020-3877-6402

Free
『ぽけっとページウイークリー』 No.408 2013年11月第2号
http://www.pocketpage.info

日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

アップルの密約
ドコモに与えた最恵国待遇 （21日）

ヤフー、「無料革命」の正体
敵は楽天にあらず （21日）

3位～10位は・・・
弊紙17ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : www.nikkei.asia
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2013]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング10月19日～25日

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

週
報
週
報

本場イタリアの味は広州の「OGGI」で！
詳しくは36ページへ

詳しくは8～13ページをご覧下さい
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の
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」特
集

旬
の
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を
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し
も
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「
食
欲
の
秋
」特
集

良質なものだけを揃えたネックレス専門店
詳しくは28ページへ
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香港

香
港 沖縄グルメをグリルで楽しもう！
炭焼 笑宴ニューオープン

　沖縄料理をメインに焼肉、しゃぶしゃぶなど日本料理のお店を香港、沖縄、
シンガポールを始めとした6カ国で展開し、在港日本人にも人気のえんグルー
プ。今回、新たに良質な沖縄食材と良質なお肉を鉄板、炭火焼、創作沖縄料理
などで楽しめる｢炭焼 笑宴｣をコーズウェイベイ（銅鑼湾）の｢楽宴｣と同ビルの
13階に堂々オープン。
　他店では味わえないきめ細やかな霜降りと、とろける肉質が自慢の神戸牛
や松坂牛と並ぶ国内有数のブランド牛の｢沖縄牛｣、世界三大豚の一つで、う
まみたっぷりの｢あぐー豚｣や沖縄鶏を惜しみなく楽しむことができる。また同

広
州
50年の歴史あるホテルで最高のサービスを体験！
東方賓館 Dong Fang Hotel

　「東方賓館」は、世界のサービス業界の最高賞と言われる「国際五つ星
ダイヤモンド賞」（アメリカハイクオリティサービス科学協会）を連続5年獲
得！50年の歴史を持つこちらのホテル、2004年には全面的な内装工事が
施され、新しく生まれ変わった。1階にある一万平方メートルの「中庭花園」
は、広州のホテルの中では最大の広さを誇る。亜熱帯テイストの造形と自
然な空間が、ゆったりとした落ち着いた雰囲気で包んでくれる。白雲国際
空港、広州駅、広州東駅、中国輸出入商品交易会（広交会）の琶洲展示館
など、いずれも約30分で行けるという好立地だ。付近には北京路歩行街、

東方賓館
住所：広州市越秀区流花路120号
電話：(86)20-8666-9900
FAX：(86)20-8666-2775
ウェブ：hoteldongfang.com/cn/index.aspx

店では素材の持つ味を最大限に引き出してくれる備長炭を使用。遠赤外線効
果もあいまって表面はこんがりと、中はジューシーに焼きあげることができる。
食欲をそそる備長炭の自然な香りも魅力の一つでもある。
　その他、日本から仕入れた新鮮な鮮魚のお刺身やお寿司、ジーマミ豆腐や
海ぶどうを始めとした前菜もおススメ。
　店内は58席と宴会にもぴったりな10～12名で利用できる個室がある。こ
れからの季節、忘年会や新年会などに利用してみては。

炭焼 笑宴
住所：13/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., CWB
電話：(852)3580-0654
時間：月～土　18:00～26:00
　　 日、祝　  18:00～24:00

　　　

越秀公園、西漢南越王墓等、有名なショッピングセンターと観光地がある。
　2号楼の8階はパーティーホール及びレストランエリアになっている。「南
国宴楽」では広東料理を、「江南絲竹」では雲南料理を、「澳門街」ではポル
トガルと中華が融合したマカオ風料理を、それぞれ提供。さらに、レストラン
「Café More」では、開放的な空間でビュッフェスタイルの食事を楽しめる。
11月、12月はお得な割引価格で「ロブスターとシーフード」の食べ放題を
提供している。歴史あるホテルでゆったりとした休日を過ごしてみよう！

「Café More」―Lobster & Seafood Buffet
時間：ランチおよびディナー
割引：通常価格の25%引き（「広交会」開催期間と祝日を除く）



広州

香港＆広東
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香港

香
港
Tribute to FINAL FANTASY XIII Series
作曲家・浜渦正志とIMERUATの香港初ライブ！

　数多くの名ゲームの音楽を手掛けた作曲家の浜渦正志氏。1996年からゲーム
ソフト会社スクウェアに入社。多くの名曲を誕生させ、先駆的なリズムとサウンド
で世界中のアニメファンの間で不動の人気を有する。そして2010年にフリーラン
スとして活動の場を移してからさらに活躍の場を広げ、後にボーカリストのMINA
とユニットIMERUATを結成、国内外で精力的にライブを行っている。
　そんな彼らがファイナルファンタジーの新作「LIGHTNING RETURNS:FINAL 
FANTASY XIII」のリリースに伴い、11月23日に香港初ライブを行う！浜渦氏がス
クウェア社の最後の作品として、IMERUATのバンドサウンドとMINAの独特な声

で演奏する。「稲光が走る」という意味を持ち、世界中でライブを行い圧倒的な
存在感を示した同バンドの演出に魅了されるはずだろう。
　今回のライブはAゾーンとBゾーンの2種類のチケットに分かれている。50枚
と数量限定されたAゾーンのチケットには、ライブ後のサイン会の参加券とファ
イナルファンタジーのCD一枚が無料でゲットできるというお得なキャンペーン
付き！FFファンのみならず、独特な音楽体験をしたい方も一見する価値あり！

Tribute to FINAL FANTASY XIII Series
場所：Shouson Theatre, Hong Kong Arts Centre
料金：HKD880（Aゾーン）、HKD380（Bゾーン）
ネット通販：www.urbtix.hk
電話通販：(852)2111-5999
お問い合わせ：(852)2799-0310

深
圳 イタリアの5つの街と食文化を体験！
深圳福田喜来登酒店（Sheraton Shenzhen Futian Hotel）

　「シェラトン深圳福田ホテル」は、深圳のビジネス地区の中心に位置し、深
圳コンベンションセンターと深圳市民センターの間という便利な立地にある。
ショッピングモール「中心城」と「ココパーク」へは徒歩ですぐに出かけられる。
近くには深圳で最も有名な公園「蓮花山公園」があり、のんびりと散策するこ
ともできる。ホテルの施設も充実しており、3,500㎡の多機能多目的スペース、
「Great China Ballroom」は街で最大級の支柱のないボールルームで、大規
模なパーティに最適。
　様々な様式からなるスタイリッシュなレストラン、トレンディなバーやラウン
ジは、友人や家族が集まるのにちょうどよい。イタリアン、中華、東南アジア、西洋

のそれぞれ専門料理店で好みの料理と出会える。現在、イタリア料理「Mezzo」
では「イタリア・ビジネスランチ」シリーズを展開、イタリアの有名な街をテーマ
にその街の伝統料理を紹介。「魅惑のローマ」、「ロマンのヴェニス」、「ファッシ
ョンのミラノ」、「アートのフィレンツェ」、「クラシックなトリノ」という5つのテー
マを用意している。繰り返し利用してイタリアの違った街の風情に出会うのも
おもしろい！どこまで制覇できるかな？

深圳福田喜来登酒店
住所：深圳福田区福華路大中華国際交易広場
電話：(86)755-8383-8888
ウェブ： 
www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/
index.html?propertyID=1709&language=ja_JP&localeCode=ja_JP

Mezzo意大利餐庁―「情迷意大利」系列商務午餐
時間：12:00～14:30
テーマ：「魅力羅馬」「浪漫威尼斯」「時尚米蘭」「文芸佛羅倫薩」「古典都霊」。
　　　 各テーマはオードブル、メインディッシュ、デザートの中から2種類
          または3種類の組み合わせを選べる。
価格：2種類RMB118+15%（一名）、3種類RM158+15%（一名）
予約：(86)755-8282-6157

香港

香港

香港 香港



香港 香港

香港

広州



06 Pocket Page Weekly 08 November 2013 No. 408
B

香港ピックアップ

      2014年4月9日まで

Canon Partner Shop
コーズウェイベイに登場

Shop 826, 1 Matheson St., CWB
11:00～22:00
(852)2577-8415

Exhibition

デジタル製品を全面的に提供
　現在、多くの人が愛用している「キヤノン」。同ブランドが、新しくコーズウェイベイ（銅

鑼湾）に「Canon Partner Shop」をオープンした。ここでは画質および全面的なサービス

や顧客からの要求を解消する為、EOS一眼レンズカメラ、EFレンズ、PowerShotデジタル

カメラ、デジタルビデオカメラ、Cinema EOSシステム、PIXMAプロ級写真印刷機、各種類

のカメラおよびレンズ・部品など、撮影から出力までの様々な製品が全て揃っている。

　現在、Canon Partner Shopで指定商品を購入すると、Hansa Canon 1:1.4モデル・肩掛け

カメラバッグ、デジタルカメラ用ベルト、EOS-1D X Tee、またEOS-1D X Tote Bagなどの、限

定バージョンの商品を無料でもらうことができる。カメラ好きが喜ぶ新しい店舗へ、さっそ

く足を運んでみよう！

今週の香港ピックアップ

甘い香りの中で大切な人と大切な日を過ごそう
　1869年創業のイタリアブランド「ACCA KAPPA」は、今でも優れたヘア

ケアグッズで愛されている。同ブランドの新たなクリスマスコレクション

は、女性向けの「Virgina Roseセット」と男性向けの「1869クラシックセッ

ト」の2種類。コロン、石鹸などのグッズ

が入っており、いずれも天然成分のみ

を使って作られている。愛する方へ1

セット送ってみては。 

最大級の恐竜展覧会
香港科学館で開催

香港

香港 香港

恐竜のロマンス、始まる！
　香港で行われた恐竜展覧会の中で最大級と言われる新たな展覧会「恐竜

の伝説」。化石の展示、マルチメディア劇場、遊園地、化石の採掘の4テーマで

構成され、卵の化石から全身骨格標本まで貴重な展示が160点以上揃ってい

る。「最も注目して頂きたいのは世界最大のギガンテウスの椎骨化石」と同館

館長の馮氏が紹介してくれた。

    

心を込めて作った石けんを全ての方へ
　「阿原」の商品は農薬や化学肥料は一切含まれていない天然素材を

使用。スタッフたちはこれを「神様がくださった宝物」だと思い、人々の

健康に役立つよう、石鹸作りに励んでいる。そんな同店は朗豪坊にて期

間限定販売ブースを展開している！石鹸のほかにもシャンプー、茶葉な

ども充実している。

石けんの阿原
期間限定販売ブース

    

ACCA KAPPA
クリスマスコレクション

発売中     11月30日まで

ACCA KAPPA BOUTIQUE
Shop 924, Times Square, CWB
www.shopaccakappa.com
Virgina Roseセット HKD750
1869クラシックセット HKD420

K601, 6/F., Langham Place,  Mongkok
11:00～23:00
(852)2312-0052
www.milieucare.com

ハイアットリージェンシー沙田
Patisserie

食欲の秋！！新作ドーナッツで笑顔に！
　今秋、「Patisserie」のケルビンシェフが他にはない新感覚のドーナッ

ツを完成させた。チョコレート味とレモン味が2層になっていて一つの

ドーナッツで異なる食感、甘さと酸味の2つの味が楽しめる。また、シナ

モンシュガーをまぶした定番でシンプ

ルなシナモン味は子供の頃を思い出

す懐かしい味だ。

Lobby level, Hyatt Regency Hong Kong,
18 Chak Cheung St., Sha Tin
7:00～21:00
(852)3723-1234
hongkong.shatin@hyatt.com

2 Science Museum Rd., TST East
月～金 10:00～19:00（木曜定休）
土、日、祝 10:00～21:00
(852)2732-3232
hk.science.museum



香港ピックアップ

チョコとテディベアのぬくもりコラボはいかが？ 
　「GODIVA」からクリスマスギフトボックスが発売開始。クリスマス

ツリー、サンタクロース、雪だるまなどのクリスマスアイテムにかたど

られたチョコレートが、7つのサイズのギフトボックスに。ふかふかな

テディベアも付いてプレゼントに最適。今なら購入時にミニチョコ

レートギフトボックスが特別価格

HKD35で購入できるキャンペーンも

実施中。

ロバート・ロドリゲス監督のB級アクション映画
　｢グラインドハウス｣の偽予告編を元にして作られた映画｢マ

チェーテ｣の続編。メキシコ麻薬王トーレスを追跡していた麻薬捜査

官マチェーテはトーレスの罠にはまり家族を皆殺しにされる。アメリ

カ・テキサス州へ逃亡し、肉体労働者として糊口をしのいでいた彼

に、テキサス州の上院議員暗殺を持ち

かける人物が現れ･･･

香港
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日本と香港の合作ファッション
　モーターサイクル、ミリタリー、アウトドア、トラッド等の要素を独自の

解釈で融合した原宿ブランド「NEIGHBORHOOD」。今回は香港ブラン

ド「CMSS」と連携し、新たなシリーズを展開。CMSSの基調色ブルーと

NEIGHBORHOODの独特なファッションセンスのコラボ商品はシンプ

ルでおしゃれ。セントラル(中環)のHOODSにて独占販売中！

    

Shop 5, G/F, 10 Ice House St., Central
(852)2162-8009

NEIGHBORHOOD×CMSS
2013年新シリーズ

11月14日公開 2014年1月12日まで         

Machete Kills(マチェーテキルズ)
香港公開

監督：
ロバート・ロドリゲス
出演：
メル・ギブソン、レイディー・ガガ、
ジェシカ・アルバ、リンジー・ローハン、
アンニオ・バンデラアス他

Paul Smithハーバーシティー店
リニューアルオープン

ポール・スミスの新書も発表！
　多くの人に愛されているイギリスブランド「Paul Smith」。チムサーチョ

イ(尖沙咀)のハーバーシティーにある専門店が、リニューアルオープン！

創立者ポール・スミスの優雅なセンスを表現した1,500SQF.に達する店

内には、洋服、シューズ、アクセサリーなどが充実している。11月中にスミ

ス氏の新書「HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH」も発売予定！

7人の若手芸術家が集合
　交流、合作によってローカルのアートレベルを上げることを目指し

ている「油街実現（Oi!）」による新しい展覧会「スパークル！」。今回は

7人の優秀なローカル若手芸術家が集い、芸術と社会発展をテーマ

に様々な作品を発表。ローカルの話題が気になる方、またアートを

愛する方、是非訪れてみては。

Exhibition Galleries 1 & 2 of Oi!, 
12 Oil St., North Point
月 10:00～14:00
火～日 10:00～20:00
(852)2512-3008、(852)2512-3009
入場無料

スパークル！
ローカルアート展覧会

発売中
絶品中華ソーセージと極上XO醤！
　香港のローカルフードとお土産を代表している「奇華」。既に秋

色に染まり始めている香港、冬への準備はしているだろうか。冬に

なると晩ご飯の時、必ず香港の食卓に上る中華ソーセージ。高品質

の豚肉と鴨の肝を厳選、上質なメイクル酒と醤油を使用して作られ

る。「極上XO醤」もともにご賞味を。

奇華各店舗まで
www.keewah.com
中華ソーセージ HKD168/BOX
極上XO醤 HKD128/PIC

ローカルグルメの奇華
中華ソーセージ販売

発売中

IFC店
Shop 1029-30, Level One, IFC Mall, 1 
Harbour View St., Central
(852)2805-0518
www.godiva.com.hk
HKＤ395から

GODIVA 
クリスマスギフトボックス

Shop 133, Level 1, Ocean Centre, 
Harbour City, TST
(852)2730-7622
HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH
HKD530
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 特集 特集

人参
旬の時期：10～11月
　本来の旬は冬だが、現在
は一年中流通している。名
は、チョウセンニンジンに似
ていることに由来。
　抗酸化力があるβカロチン
が豊富でガン予防に良い。
またβカロチンは疲れ目に
も効果がある。免疫力を高
め、ガンや心臓病の予防によいとされる成分「カロテン」も豊
富に含んでいる。生で食べるとビタミンC破壊酵素であるア
スコルビナーゼがビタミンCを破壊してしまう。加熱や酸に
弱いので、調理してから食べよう。どうしても生で食べたい人
は、リンゴと一緒に。リンゴの酵素には、アスコルビナーゼの
働きを抑える力がある。

珍姐のプロフィール

30代らしい。6年前からここで働いている。
本職を持っているため（自称）、正面の写
真を取られることを嫌がった照れ屋さん。
隣のお肉屋さんが彼氏だという。

海と大地からの贈り物
旬の秋の味覚を楽しもう！
海と大地からの贈り物
旬の秋の味覚を楽しもう！
　涼しくなってくると、食欲のスイッチが入る、という人も多いのでは？収穫の秋は、海や大地から届く旬の食材もいっぱいある。今回
は、旬の食材を楽しむための食欲の秋特集をお届けしよう。

八百屋さん、教えてください！香港野菜では？
　今回訪れた「屯門良景」は中心地からちょっと遠い小さな町にある街市だ。付近には3つの公営住宅団地があり、毎日そこで料理の材料を買う人が多い。売られているものは種類が豊富で、値段もリーズ
ナブル。入ってみると多くの店が混んでいて、どうやって取材をしようかと編集部が迷っていたところに、店員の珍さんが声をかけてくれた。

珍：お嬢さん、野菜はいかが？
PPW：今一番旬の野菜はどれですか？
珍：食べ方は？お鍋？それとも普通に炒める？
PPW：そうですね、お鍋はまだ早いから、炒めものにしたいです。
珍：これはどう？（店の手間に置いてあるたくさんの野菜を指す）芥蘭（カイラン）や白
　  菜は今一番甘味があるよ。
PPW：（確かに昨日、母も芥蘭の炒めものを作ってくれた）他には？瓜はどう？茄子は？
珍：瓜は夏の野菜だよ。それに茄子も一年中食べられるしね（笑）

PPW：どうしようかな…（目の前に）あっ、これ油麦菜に似てるけどどこか違うよ
            うな…
珍：観察力があるお嬢さんだね。これは香麦菜と呼ぶよ。普通の油麦菜よりもっ
　  と甘いよ。食べてみない？
PPW：何の効果がありますか？
珍：これを食べると睡眠の質が上がるというよ。そろそろ冬だから、
       冬眠の準備はどうかな（笑）
PPW：は、ははは…（汗）

　

美味しい！栄養たっぷり！旬の野菜をチェック！
 辛みや塩味、冷たい夏の料理で胃や腸が弱っていないだろうか。食欲の秋に、美味しく栄養価の高い秋の野菜を味わって身体の調子を整えよう。そこで、編集部で
は旬の野菜を紹介！市場での突撃インタビューも実施した。

かぶ
旬の時期：10月、11月
　古く中国から渡来し、野菜と
して栽培。通年出荷されている
が、寒い時期のものは甘みを
増す。
　胃腸の働きを活発にする酵
素が豊富。葉にもビタミンなど
栄養素が多い。白い根にはジア
スターゼやアミラーゼという消
化酵素が含まれているので、胃もたれ、胸やけに効果あり。
葉にはカルシウムが含まれているのでイライラやストレス、
骨粗しょう症予防に効き、カロチン、ビタミンCは風邪予防に
良い。栄養成分は根元より葉に多いとされる。ジアスターゼ
の効果は加熱すると低下するので、漬物やすりおろして食
べると効果が高い。

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
かぶ

さつまいも
白菜

蓮根
ほうれん草

人参

ほうれん草
旬の時期：11～2月
　古く中国から渡来し、野菜
として栽品種が多く、葉に切
れ込みのある東洋種とない
西洋種とに分けられる。16世
紀ごろ中国から東洋種が日
本に渡来し、明治時代に米
国から西洋種が伝わった。
霜に触れると甘みが増すた
め、冬の時期は味、栄養価が上回る。
　栄養豊富な野菜の代名詞的存在。鉄分をはじめ、多種多
様なミネラル類、カロテン、ビタミンC、葉酸を多く含み、造
血作用がある。ゆでた後、水にさらし過ぎると、ビタミンCが
流出するので注意しよう。また、ほうれん草のアクには結石
の原因とされるシュウ酸が含まれているので、ゆで汁は捨
てよう。

蓮根
旬の時期：10～3月
　原産地はインド。主に沼地や
蓮田などで栽培される。通年出
荷されているが、需要が最も多
いのは、おせち料理で使われる
冬。
　秋口に収穫される「秋レンコン」
はやわらかく、あっさりとした
味わい。いっぽう冬物は粘りが
出て、甘みが増す。
　水分は約80%以上で、炭水化物が約15%、たんぱく質が
約2%、灰分が約1%、繊維0.6%等。そして66kcalという低カ
ロリー食材だ。カリウム、ビタミンC等を含む一方、脂質並びに
脂溶性ビタミン類は殆んど含有しない。また、近年レンコン
に含まれる成分が花粉症の治療に効果があるといわれ、注
目を集めつつある。

さつまいも
旬の時期：9～12月
　熱帯アメリカが原産で、日
本には17世紀に伝わり、薩
摩地方でよく栽培された。
収穫直後は甘みが少ない
が、貯蔵して少し乾燥させ
た冬物は甘さを増し、人気
がある。
　色素に含まれるアントシア
ニンには、強い抗酸化作用がある。芋類のビタミンCはでん
ぷんに守られているため、加熱による損失が少なくて済む。
また水に長く浸けるとビタミンCまで流出してしまうため、3
分程度浸けるとよい。食物繊維が豊富で便秘解消に効果的
だ。

白菜
旬の時期：11～2月
　中国が原産とされ、日本
には明治初期に渡来。晩秋
から冬の代表格。鍋物には
欠かせない野菜だ。霜が降
りる晩秋から冬にかけて収
穫されたものは、葉がすき
まなく詰まり、甘みを蓄えて
いる。
　イソチオシアネートが含まれているのでガン予防に◎。
白菜の食物繊維はやわらかく、消化が良い。外葉と芯葉に
ビタミンC、芯葉にカリウムが多く、白菜の95％が水分とい
う。
　旬以外の季節に出回っているものは、栽培に農薬が使わ
れるため、外葉を1枚捨て、一枚ずつ流水で洗って食べるほ
うが安全だ。

　帰ってネットで調べてみると、油麦菜が属するのはレタス科だと
わかった。そして「玉レタスを4分の1程度食べると眠くなる」という
説は確かにあった。レタスに含まれるラクチュコピクリンと呼ばれる
成分は「軽い鎮静作用、催眠促進」の効果があり、19世紀頃までは
乾燥粉末にしたレタスを鎮静剤として利用していたようだ。ただ現
在ではあまり効果はないとされているが…
　珍さん、ありがとうございました！！



09Pocket Page Weekly 08 November 2013 No. 408
B

旬の食材がこちらにて味わえる！
　上海蟹やオイスター、鯖など旬の食材を使った料理が味わえるお店をラインアップ！この季節にしか味わえない旬の味
を、プロの卓越した技・ レシピで堪能しよう。

牡
蠣

蟹
　香港の秋といえば上海蟹を食べなくしては冬を迎え
られない。蟹の身がたっぷり詰まった上海蟹は
には秋の名物。お料理の味の高さで在港日
本人にも人気のある広東料理のレストラン
「王子飯店」では他店ではあまりお目にか
かれない蟹料理を用意。蟹の身を取り出し
て、蟹味噌をご飯の上に載せ蓮の葉で包ん
で蒸す同店自慢の「荷葉籠仔蒸蟹飯」。手
間隙掛けてつくるので食べる価値大。その
他、蟹の身を使用した「蟹粉小籠包」もおス
スメ。

上海の秋の風物詩―上海蟹
王子飯店

北海道、岩手県産の真牡蠣を生や焼きで！
枡Masu　「枡」はランカイフォンに近い、モダンな雰囲気で日本料

理を楽しめるレストラン。東京•築地より毎日空輸で仕入
れた新鮮かつ厳選した海の幸を、刺身、焼きもの、煮
つけなど、お客様好みの調理法でいただくことがで
きると、日本人のみならず、香港人や欧米人にも人
気が高い。
　同店で扱う牡蠣は北海道や岩手県産でLサイズ
と大きいものを厳選。生ではもちろんのこと、焼い
てもよしと、その鮮度と濃厚な味わいを楽しむこと
ができる。同店自慢の豊富な日本酒も、新鮮な海の
幸とともに味わってほしい。

住所：Shop A, UG/F, On Hing Bldg., 1 On Hing Terrace, Central
電話：(852)2537-7787
時間：月～木　11:30～15:00、18:00～23:00
　　  金・土　  11:30～15:00、18:00～05:00

鮭とば　HKD75

　鮭というと香港ではポピュラーで、寿司ネタをはじめ焼き魚料理でも幅広く食されて
いるが、「鮭とば」を提供しているレストランは限定される。中環に
ある「元祖北海道ラーメン 札幌」では、本格ラーメンを提供
する一方、居酒屋メニューも充実。夜は雰囲気一転、お
酒好きの常連客が集う居酒屋へと変貌する。ここで主
役級の活躍を見せるのが、「から揚げ」でもなく「餃子」
でもなく、普段脇役に徹することの多い、そう「鮭とば」。
噛めば噛むほどいい味を醸し出し、程よい塩気が、傾
けるビールや焼酎と絶妙なハーモニーを繰り出す。老
若男女問わずに“サケ好き”集まれ！

鮭
食べ始めると止まらない！

やみつき鮭とば
元祖北海道ラーメン 札幌

住所：G/F., Fortune House,
　　  61 Connaught Rd., Central
電話：(852)2140-6883

【エレメンツ店】
住所：Shop 1028C, Element1 Austin Rd. West, TST
電話：(852)2577-4888
【尖沙咀店】
住所：Flat 209, 1881 Hertiage, 2A Cabton Rd., TST
電話：(852)2366-1308、(852)2302-4838
(両店舗共通・日本語予約 (852)9138-4437/Ms.イバ)

 特集

　鯖は一年中漁獲されるが、脂がのった一番美味しい時期はまさに今！日本
料理「みずき」では11月末まで、鯖の刺身、しめ鯖の押し寿司に塩焼き
が楽しめる。その日の朝に獲れた鯖を提供する同店だからこそ
頂ける鯖の刺身は、新鮮な証し。同店の塩焼きは、パリッと
香ばしく焼き上げた皮とふっくらとした身をほお張る。こ
のシンプルなおいしさは極上。名立たるホテルで腕を
磨いた料理長が提供する日本食、本当に美味しい料
理に出会いたいならぜひ一度足を運んでみては。

鯖
脂ノリノリ！今が旬の美味しい鯖！
日本料理　みずき

・生サバのお造り　      HKD108～
・しめサバの押し寿司  HKD108
・生サバの塩焼き　     HKD108
11月いっぱいまで

住所：Shop A, G/F, Bo Fung Mansion,
           9-11 Francis St., Wan Chai
電話：(852)2411-0499(日本語可)
メール：booking@mizuki.hk
ウェブ：www.mizuki.hk

「秋」を炊き込でくれる
栗と鶏の炊き込みご飯

由紀　日本料理
　秋の食卓を彩る食材の中で欠かせない一品と言ったら「栗」を使った料理だ。栗の魅力
は、料理のバリエーションの広さ。茹で栗、茶碗蒸しなど、柔らかい甘さが他の食材と良く
合うのだ。単においしいだけではなく、栄養もたっぷり含まれ
ている。ビタミンとミネラルが豊富で、さつまいもに匹敵す
る量の食物繊維も含まれている。様々な食べ方のある栗
だが、子どもにも大人にも人気なのは「栗と鶏の炊き
込みご飯」だろう。季節感を取り込めるのが炊き込み
ご飯の魅力だが、この炊き込みご飯はまさに「秋」を
炊き込んでいる！見栄えも良く、栄養バランスも良
い。なんと言っても、その味わいは最高だ！柔らか
い甘みと栗のホクホク感、歯ごたえのある鶏の旨
みが絶妙にからみ合う。里の秋を感じさせる傑作
を味わおう！ 

栗

住所：東莞市東城区東城大道雍華庭商舗9-10号
電話：(86)769-2234-2185
時間：11:30～14:00、17:30～23:00（年中無休）

　秋に旬を迎える魚と言えば、「サンマ」だ。今でこそその輝かしい地位を築いているサンマだが、
実は江戸時代後半までは、庶民さえ食べようとしない魚だったそうだ。落語「目黒のさんま」にはお
殿様が登場するので、さぞ昔から食べられていたのだろうと思われがちだが、当時は鮮度を保つの
が難しかったり、調理の手間などもあり、庶民の食卓に上ることはあまりなかったという。うれしいこ
とに今では鮮度の良いサンマを手軽に味わうことができるようになった。塩焼きにおろし大根が定
番だが、ほかにもぜひお薦めしたいのが「秋刀魚の棒鮨」だ！魚のそのままの形を生かした棒鮨は、
きれいでとても上品！口に入れた瞬間、脂の乗っ
たサンマとすし飯が織り成す絶妙なハーモニ
ーが味覚を楽しませてくれる、一つ食べたら止
まらなくなりそうだ！

住所：東莞市東城区東城大道雍華庭商舗9-10号
電話：(86)769-2234-2185
時間：11:30～14:00、17:30～23:00（年中無休）

秋
刀
魚

味よく！見栄えよく！秋刀魚の棒鮨
由紀　日本料理

カキ本来の味が楽しめる
大人の隠れ家　
一幸IKKOU
　深圳に店を構え、本物の和食にこだわり続
ける｢一幸｣では、｢カキとキノコの土鍋ご飯｣
RMB48がオススメ。カキは厳選された新鮮
で大粒のものだけを使用している。本来の
味を損なわないよう火の通しすぎに注意
している為、カキのプリプリとした食感を
楽しむことができるのが嬉しい。また、季節
を感じにくい華南地区でも秋を感じてほしい
と、キノコもふんだんに使っている。カキとキノコの風味を存分に味わおう。
　同店ではその他にも、自家製ポン酢でいただく｢カキの松前焼き｣RMB28や｢カキのバ
ター焼き卵巻き｣RMB38などがオススメ。同店でしか食べられないメニューも豊富に取り
揃えているので、深圳で秋を感じたい方は是非「一幸」へ。

住所：深圳市羅湖区深南東路金城大廈
           四座一楼18号（焼肉「萬福」店裏）
電話：(86)181-2390-0557（15時以前）
　　  (86)755-8218-2734（15時以降）
営業時間：18:00～24:00（ラストオーダー～23:30）

　秋の味覚を語るうえで外せないのが「栗」。栗料理もいいが、やっぱり
スイーツも欠かせない。ここ「Das Gute」では栗を使用した
秋限定のスイーツが味わえる。濃厚なマロンクリー
ム、生クリーム、クッキーベース、ふわふわのスポン
ジケーキ、さらにはマロングラッセの多層構
造。マロンクリームと生クリームのバランス
が絶妙で、スポンジも生クリームに程よい
食感を与えてくれる。
　一口食べるたびに思わず笑みがこぼれ、
口中が芳醇な風味で満たされる。
　この秋は、Das Guteの秋限定スイーツを堪
能しよう！

その美味しさに思わずうっとり
秋は栗スイーツ
Das Gute

各店舗の住所先は下記リンクまでご覧ください。
ウェブ：www.a-1bakery.com.hk
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ごはん派vs　　パン派vs　　麺派
　ごはん、パン、麺類など地域によって異なる主食は、気候や風土、文化の影響を受けてきたといわれている。でも、いまは好きな主食が食べら
れる時代だ。その魅力とともに、おいしい米やパン、麺類が食べられるレストランやショップを紹介しよう。始めに、ごはん・パン・麺について行っ
た街頭インタビューの結果を発表。

①自宅で一番食べるのは：麺・パン・お米　②その理由を教えて下さい！　③一番好きなメニューは？

①パン
②便利だから
③ニンニクのパン

Chau Tranさん
40代　女性

①ごはん
②伝統の食べ物だから
③魚と一緒に食べる

Mandyさん
20代　女性

①ごはん
②おいしいから
③イタリアのリゾット

Terryさん
20代　男性

①ごはん
②習慣だから
③辛いものと一緒に食べる

康慧さん
20代　女性

①ごはん
②おいしいから
③カレーライス

偉安さん
10代　男性

①ごはん
②習慣だから
③康慧さんと一緒

Angelさん
20代　女性

①ごはん
②習慣だから
③中華スタイルの茶碗蒸しと
　一緒に食べる

Akiさん
10代　女性

①ごはん
②パワーがもらえるから
③ミートソースのぶっかけご飯

Yukiさん
20代　女性

問①おうちで一番食べるのは：麺・パン・お米 問②その理由を教えて下さい！ 圧倒的人気は「ごはん」
理由は「伝統食だから」麺

2人/13％

ごはん
13人/87％

意外とパンを食べる人がいない。

１、麺を選んだ人
・北方出身だから
 ・手軽に食べられるから

２、ごはんを選んだ人
・習慣/6人
・南方出身の人/3人
・健康/2人
・カロリーを摂取できるから
・子供の頃から食べているから
・美味しいから
・パンや麺よりも食べている人が多いから
・腹持ちがいいから、お腹いっぱいになる

　香港や華南地区には、お粥専門店だけでなく、麵が食べられる店やベー
カリーショップも多いが、おうちで一番食べている主食について聞いたとこ
ろ、「ごはん」という回答が圧倒的に多かった。その理由については、「伝統
食だから」「習慣だから」という回答が目立った。おなかもちがよく、カロリー
がとれることも人気の理由のようだ。好きなメニューについては、「ごはんを
肉や野菜などのおかずと食べるのが好き」という人が多かった。「中華スタ
イルの茶碗蒸しと一緒に」「オムライス」「カレーライス」と答えた人もいた。
香港では、「便利」な「パン」を食べるという人もいたが、広州では「パン」と
答えた人はゼロ。広州では「麵」と回答した2人以外は、「ごはん」をあげた。

Marieel D. Licongさん
20代　女性
①ごはん
②栄養が豊富だから
③お肉と一緒に食べる

①ごはん
②文化だから
③野菜と一緒に食べる

Allysa Jean Saracanlaoさん
10代　女性

①ごはん
②伝統の食べ物だから
③中華スタイルの茶碗蒸しと一緒に食べる

鄺靖然さん
10代　女性

①ごはん
②伝統の食べ物だから
③エビと一緒に食べる

Michelleさん
10代　女性

①ごはん
②習慣だから
③オムライス

Elaineさん
10代　女性

①ごはん
②家族が好きだから
③ラーメン

Constanceさん
10代　女性

Priscilla Chanさん
20代　女性
①麺
②家に炊飯器がないから
③蒸しカニと一緒に食べる

あなたはどっち？

私たちはごはん派です！ごはんが圧倒的！

パン派です！ 麺派です！

香港   調査対象　男性２名　女性13名

広州   調査対象　男性4名　女性11名
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