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ビジネス（香港・広東共通）

　日頃ITサービスの仕事で広東省を走り回ってい
る身です。つい最近の話ですが、お客様の会社に
て大規模なセキュリティ障害が発生しました。華
南地区の日系企業でも同様の事態が起こりかねま
せんので、参考までに今回紹介します。

 　PC端末内のデータの破壊を行い、コンピュータ
のシステムに危害を与えるトロイの木馬に類似し
たプログラムが同社内で拡散。このプログラムの
アイコンが突如PC端末の画面上に出現し、その後
まもなく起動時に不具合が多発。PCの起動ファイ
ルやハードディスク上の一部データも消去されて
しまうという事態にまで至りました。世界的にも
有名なウィルス対策ソフトがインストールされて
おり、全て最新の状態を維持していたのですが、
それでも防げないという状況となってしまいまし
た。コンピュータを一台一台スキャンして問題の
プログラムを検知したとしても駆除や隔離ができ
ず、やむを得ず問題のあるファイルを削除という
結果となりました。原因は上記のような悪意のあ
るプログラムを社内のスタッフの方が運悪くダウン
ロードし実行してしまったことによります。

　さあ大変だ、とITサービスのスタッフが急行し
対応しましたが焼石に水。社内のPC端末が次々と
不具合を「発症」し始めました。感染したPC端末
のネットワークを切断後、別のウィルス対策ソフ
トにより駆除できるものは処理し、できない場合
やシステム・ファイルが破壊されてしまったPCに
ついてはOSの再インストールを実施。ハードディ
スク上の削除されてしまったファイルについては、

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【ウィルス対策 - セキュリティ障害の実例】
データ復旧専門業者にてデータ復旧。データ復旧
後のハードディスクは再度ウィルス・スキャンを
行い、安全性を確認後に端末本体に戻す、という
時間的にとても効率的とは言えない作業が続きま
した。幸い、結果的には大事には至りませんでし
たが、一歩間違えれば社内の重要なデータを大量
に失いかねない危険な事態を引き起こす可能性が
ありました。

　今後の対応としては、ウィルス対策ソフトの変
更や、今回のような事態が発生した際の社内対応
マニュアルを作成することとなりました。ネット
ワーク・セキュリティ意識向上のために社内教育
の強化も必要です。それから最も重要なことです
が、社内のPC端末やサーバーに保存している重要
データについては必ず定期的にバックアップを取
ることです。ウィルスや悪意のあるプログラムに
よって貴重なデータが削除されてからでは遅いで
すよね。それから、身元の不確かなソフトをむや
みに実行しないように注意も必要です。

　今回はいろいろな意味で学ばせてもらいました。
安全なはず、という過信は禁物ですね。想定外の
ことが起きた時にいかに効率的に問題を克服でき
るか、というのはITだけでなく様々な面で重要な
ことです。

赤座 卓也 (あかざ たくや)

香港

香港

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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LES SAISONS

（物件名）  ラ・セゾン/LES SAISONS/逸濤湾
（所在地）  セイワンホー(西湾河)
（間取り）  3LDK　950sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  サイワンホー(西湾河)駅  徒歩  5分
（備　考）  海際に建つスタイリッシュなマンション。日系スーパーへは徒歩
  圏内。近くには九龍方面を往来するフェリーターミナルあり。
（月　額）  HKD34,000　管理費、税金込み

Robinson Heights

Robinson Heights

（物件名）  ロビンソンハイツ/ROBINSON HEIGHTS/楽信台
（所在地）  半山区 MID LEVEL
（間取り）  3LDK　1237sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり、海景、花火見える
（環　境）  セントラル（中環）駅　徒歩　10分
（備　考）  ミッドレベルの高級住宅地に、3棟建てマンション。セント
  ラル(中環)駅からコンダットロードを結ぶ、ヒルサイドエス
  カレーターがすぐ近くにあるので、セントラルまで徒歩で
  行ける便利な立地。
（月　額）  HKD48,000　管理費、税金込み

（物件名）  THE ARCH/アーチ
（所在地）  九龍(カオルーン)駅　
（間取り）  3LDK　1157sq ft.
（室　内）  全家具家電あり、海景
（環　境）  ショッピングモール上、空港まで、電車で１本。
（備　考）  九龍(カオルーン)駅に直結した、築浅の超高級マンション。
  高級モール「エレメンツ」がマンション階下にあり、飲食
  店・高級スーパー・アイススケートリンク・映画館・ブ
  ティックなどの多数店舗がそろっていると共に、深圳空港
  直結バスのラウンジも併設。
（月　額）  HK$50,000　管理費、税金込み
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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
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16階
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新天地広場D座1805
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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深圳広州

広州

広東 香港&広州

風水の奥義を行く！ 第19回　星は何でも知っている？
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。
◆問題を解決するためには◆
　悩みに直面した場合、皆さんならどのようにその問題を解決する
のでしょうか？

　福山雅治さんが扮するドラマ「ガリレオ」の湯川教授ならば、物理
学者らしく仮説を立ててその問題が検証されるまで何度も実験をす
るのでしょうが、我々の抱えている問題を解決するには、人間関係にし
ろ、仕事にしろ、子供のことにしろ、どういう方法をとれば問題解決の
糸口が見えるのでしょうか？ 

　風水では、人は天空のエネルギーと地面のエネルギーの両方を受
けていると考えています。その両方がスムーズであればそこにいる
人々の毎日もスムーズでしょうし、そこに歪みがあれば人々は何らか
の苦しい思いをすることになります。歪みが生じてしまっている場合
いかにスムーズにしていくかが風水師の腕の見せ所になる訳です。

◆風水と星との関わり◆
　天空のエネルギーといえば太陽や月があり、それらと共に星があり
ます。風水と星との関わりは深く、人間関係や仕事運、金運等を見る紫
微斗数推命では100以上の星を見て判断をしますし、太陽が天球上を
運行する黄道に沿ってめぐってくる28の星で吉凶を見る「二十八宿」
という方法等があります。

　星はいにしえの時代から大切な風水ツールです。

　中国の占星術に出てくる二十八宿では、月は約28日で天を一周し1
日に1宿ずつ通過していくと考えられています。二十八宿は、春夏秋
冬、いつの時期にどの星が輝くとそこに住む人々にどのような影響を
及ぼすのかが分かり、それによって善し悪しを判断するものです。

　例を見てみましょう。28ある星の中で 「箕（き）」という星は、人々に
金運と俸禄をもたらす星で、結婚や開業、不動産購入には特に良い日

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

久美子顧問
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

とされています。この星は水エネルギーを持っているので水エネル
ギーが旺じる冬の時期には特に良い働きをします。

　「参（しん）」という星は、「箕（き）」と同じように水エネルギーを持ち
ますが、お住まいに関わることには良い働きを持つものの、こういう
日を選んで結婚や葬儀をすると男女間の問題が起きてしまったり家
運が困窮すると言われており、冬の時期にはこうした凶意が更に強く
なってしまいます。

　一方、開業や結婚、入居、移転、開業とあらゆることに吉の働きをも
たらす「尾（び）」の星は火エネルギーを持つ為、木エネルギーが強ま
る春や火エネルギーが強くなる夏には良い働きをしますが、冬の時
期には水エネルギーが火エネルギーを剋してしまうため、十分な力
が発揮できません。

　木火土金水の五行エネルギーの関係については下記の図をご参
照下さい。

　いつどのような星が宿るのかは、「通勝」などの暦の本にも書かれ
ていますし、以下のようなアプリでも検索できます。

◆久美子的星を風水に活用する奥義◆  　
　 風水の名著「雪心賦」は、目に見える山やその土地の水等の景色か
ら風水の吉凶を判断することが書かれた書物です。この書物の中に
書かれている「上等地師観星斗、二等地師看水口、下等地師随山走

（一流の風水師は星を見て判断し、二流は水の流れを判断し、三流風
水師は地面を追う）」という言葉に筆者は心地よいショックを受けたこ
とがあります。

 地上のイルミネーションが輝く21世紀の香港では判断が難しいかも
しれませんが、星空が美しく何とも言えない明るさを持っている街こ
そが、栄華を受けるにふさわしい街なのでしょう。昔の人はそういう街
を見つけだし都と定めたのだと思います。

　私たちは問題に直面すると、そのことだけを考えて問題を解決しよ
うと意識は問題に集中します。その問題が頭から離れず、その事ばか
りを考えます。しかし、それを解決する糸口は得てして問題の中にある
とは限りません。首をぐるっと動かし、見る方向を変え、時には全く違
う景色を眺めてみましょう。冬になるにつれて空気が澄んで深く高く
なる夜空を眺めてみませんか。問題解決のヒントは案外そういうとこ
ろに隠されているのかもしれません。

IOS系アプリ
「二十八星宿」
（無料）

IOS系アプリ
「専業萬年暦」（有料）

IOS系アプリ
「なんと暦2013」
（無料）
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香港スクール

　あなたは自分の両親と一緒に住んでいらっしゃるのでしょうか。核家族化が進んで半世紀に
もなります。結婚して所帯を持つと家を出て二人だけで過ごしたいと思うのは当然のことで
しょう。しかし、年月が経つと親も身体が弱り、生活が困難になってもきます。そんな時「親を世
話するため」ということで、二世帯住宅に引っ越したり、家を建てたりする方も少なくないと思
います。一緒に生活すれば親の世話も楽だし、親も喜ぶだろうと考えるものですが、そうは簡単
には行きません。年老いた親の反対に遭いどうしたものかと頭を悩ませる方も多いと思いま
す。あなたの親は「親を敬う気持ちなしに（子供に）世話される」ことが耐えられないのかもしれ
ません。まるで捨て犬や捨て猫を不憫だと思って家に持ち帰るようなものです。親を可哀想だ
と思って、一緒に住むことを提案したのであればその気持ちは親には透けて見えるものです。
では、どうすればよいか？日頃の行いがとても大切になってきます。日頃から親の言うことを聞
き、親に心配をかけないように心掛けてきたのであれば親も安心して身を任せてくれることで

２０１３年企画

関西弁超訳論語～
      論語って素敵やん!

原文
子游問孝、子曰、今之孝者、是謂能養、至於犬馬、皆能有養、不敬何以別。

現代中国語訳
子游向孔子问孝，孔子说：“今天能赡（shan4）养父母被视为孝，而人们也能养狗养马，
如果没有敬字，何以区别两者？”

「僕はこれを学んだ！」

メシ食わすだけやったら親も馬も一緒やん！
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日本語現代語訳
子游、孝を問う。子曰わく、今の孝は是(これ)能(よ)く養なうを謂(い)う。犬馬に至るまで皆
能く養なうこと有り。敬せずんば何を以て別(わか)たん。

香港

香港 香港

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲南省恵
民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にアレンジした「関
西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com
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ゼロからスタート 第36 回広東語♪
　　香港に住んでいる間に、日常生活ですぐに使える広東語を習ってみましょう。本格的な中

華料理が比較的リーズナブルに味わえるのが香港の魅力ですね。今回は上海料理屋で役立

つ単語及び会話表現をご紹介します。

　一般に上海料理は、酒、酢、醤油などをよく使い、甘辛く濃厚な味付けが特徴とされていま

す。熱々のスープがほとばしる“小龍包siu2 lung4 bao1”やたっぷりの肉汁にサクサクの皮

の“生煎包saang1 zhin1 bao1”などの軽食(小食)や、トロトロになるまで醤油で煮込んだ

豚バラ肉の角煮“紅焼肉hung4 siu1 yuk6　”、甘酸っぱい味付けの “糖酢排骨tong4 

chou3 paai4 gwat1　”、あっさりした小エビの炒め物の“清炒蝦仁ching1 chaao2 ha1 

yan4　”などの家庭料理を幅広く楽しむことができます。10～12月は上海カニのベストシー

ズンで、濃厚なカニみそが存分に楽しめますので、是非この機会をお見逃しなく！

　また、中国ではカニは体を冷やす作用があるといわれているので、食後には生姜湯か紹興酒

を摂る習慣があります。

SOWランゲージセンター   

教育署認可番号：562858  

日本人向けの外国語教育センター

住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）

電話: (852)3520-2329（日本語可）  

メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  

ウェブ: www.streamwisdom.com

営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

呢邊坐吖。想食啲咩？

Ni1 bin1 cho5 a1
。söng2 sik6 di1 me1?

こちらへどうぞ。ご注文は何にいたしますか？
唔該一碟上海粗炒，一籠小籠包同一碟醉雞呀。

M4 goi1 yat1 dip6 söng6 hoi2 chou1 chaau2，
yat1 lung4 siu2 lung4 baau1 tung4 yat1 dip6 zhöü3 gai1 a1。
上海風焼きそば一つ、小龍包一つ、鶏肉の紹興酒漬け一つお願いします。
好呀。而家11月大閘蟹當造喎，三位有無興趣叫碟試下？

Hou2 a3。Yi4 ga1 sap6 yat1 yüt6 daai6 zhaap6 haai5 dong1 zhou6 wo5，
saam1 wai2 yau5 mo5 hing3 chöü3 giu3 dip6 si3 ha5？
かしこまりました。11月は上海カニのベストシーズンですよ。
お試しになってみてはいかがでしょうか？
都好喎，咁要兩隻吖！

Dou1 hou2 wo5，gam2 yiu3 löng5 zhek3 a1！
いいですね。では2匹お願いします。
大閘蟹比較寒涼，食完之後飲杯生姜湯或者紹興酒暖下身就最好啦，你地要唔要？

Daai6 zhaap6 haai5 bei2 gaau3 hon4 löng4，sik6 yün4 zhi1 hau6 yam2 bui1 saang1 göng1

tong1 waak6 zhe2 siu6 hing3 zhau2 nün5 ha5 san1 zhau6 zhöü3 hou2 la3，
nei5 dei6 yiu3 m4 yiu3？
上海カニは体を冷やすので、生姜湯か紹興酒を飲んで体を温めるのがいいですよ。
いかがいたしましょうか？
咁唔該要兩碗生姜湯同一杯紹興酒。

Gam2 m4 goi1 yiu3 löng5 wun2 saang1 göng1 tong1 tung4 yat1 bui1 siu6 hing3 zhau2。
では生姜湯二つ、紹興酒を一杯お願いします。
知道，多謝晒！

Zhi1 dou3，do1 zhe6 saai3！
かしこまりました。ありがとうございます。

山本:
saan1 bun2

山本:
saan1 bun2

山本:
saan1 bun2

你好，請問幾多位呀？ 

Nei5 hou2 , ching2 man6 gei2 do1 wai2 a2?
いらっしゃいませ。何名様ですか？
三位，唔該。

Saam1 wai2, m4 goi1 
3人です。

山本:
saan1 bun2

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

大閘蟹(Daai6 zhaap6 haai5)

醉鶏(Zhöü3 gai1)

清炒蝦仁(Ching1 chaao2 ha1 yan4　)

炒年 (Chaau2 nin4 gou1)

炒 糊(Chaau2 sin5 wu2)

上海粗炒(Söng5 hoi2 chou1 chaau2)

広東語

上海カニ

鶏肉の紹興酒漬け

小エビの炒め物

薄切りにした餅炒め

田ウナギの炒め物の香味がけ

上海風焼きそば

意味

香港

会話練習

香港

香港

糕

米羔
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 ショッピング（香港・広東共通）

香港 香港

　中国彩虹書法の「花文字」は書道、絵画、風水が調和した芸
術作品。花や山、中国古来の動物などの吉祥シンボルが、名
前や言葉の持つ運気を引き出してくれる。色彩の美しさだけ
でなく、開運アイテムとしても有名で、花文字は太陽が昇る東
か暖風を運ぶ南へ向けて飾ると運気が高まると言われている。

　2000年以上もの歴史を持つ中国伝統芸術を源流とし、約
30年前に葉文傑氏によって香港で生まれたこの花文字を、現
在は彼の兄弟や甥たちの血縁のみで立派に引き継いでいる。
ジョナサンさんは、花文字の生みの親である葉文傑氏の孫だ。
そのため、香港で本物の花文字後継者として活躍している。
ジョナサンさんが店主を務める店「Rainbow Hanamoji」は、ス
タンレー(赤柱)にある。他にも花文字を描く店はあるが、せっ
かくなのでジョナサンさんの店を探してみて！

　ジョナサンさんが描く花文字はさらさらと見事な筆さばき
で、豊かな色彩でかつ繊細な筆使いだ。美しく吉祥シンボル
が次々と描かれて自分の名前がアートに変わっていくのは見
ていて嬉しくなる。名前や好きな言葉、「開運招福」や「家庭
円満」、「商売繁盛」などの願いのメッセージまで、漢字なら何
でも書いてくれる。また文字に盛り込まれる絵にはそれぞれ

意味があり、例えば龍は強いパワー、鳥は幸福、鶴は長寿・健
康、船は成功など、希望の絵柄をリクエストすることができる。
それぞれ意味を持つシンボルが名前の一部となって自分に
力を与えてくれ、パワーアップできるような、何か湧き上がる
ものを自分の中に感じるだろう。

　花文字は額に入れて渡してくれるので、お土産や祝いのプ
レゼントとして最適の品。特に結婚や出産、子宝運、財運、金
運祈願にピッタリ。ジョナサンさんは日本語が堪能なので、
オーダーは安心して日本語ででき、希望通りに仕上げてくれ
る。注文は電話・FAX・Eメールででき、短時間での製作、配送
（無料）も可能だ。年中無休だが、ジョナサンさんに連絡をし
てからお店に訪れよう。日本語のできるスタッフがお店まで
案内してくれる。

　香港在住の今、花文字後継者の本物の芸術作品を手に入
れる絶好の機会。もちろん観光で訪れた方も、ホテルへの無
料配送などの嬉しい心配りもあるので、足を運んでみよう。次
回、日本に帰国する際にいつもと違ったお土産として、本物の
花文字をお土産リストに追加してみては。世界に1つだけの、
一生大切にされるプレゼントとして重宝されるだろう。

Rainbow Hanamoji
住所：Shop63, Stanley Market St., Stanley
電話＆ファクス：(852)2813-4828
携帯：(852)9389-0077  ジョナサンまで（日本語可）
営業時間：10:00～18:00 
メール：Rainbow.hanamoji@gmail.com

様々な場合でも活用できる花文字

結婚祝い 家族全員

名前例：智子、弘子

香港開運風水花文字
本物の継承者！！ ジョナサン
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香港

香港

香港

　女性なら誰もが美しさを保ち綺麗であり続けたいと願う。そ
れは女性としての永遠の願いだろう。香港の美容シーンは数え
切れないほどの美容サロンやスパが存在し、日本に負けずとレ
ベルも高い。そんな中、今回お洒落なレストランやバーが立ち
並ぶセントラル(中環)のウィンダーストリートにビューティース
パ「Flawless」が堂々オープン。
　店内は白と黒を基調にしており、モダンな創りになっている。
リラックスしてトリートメントが受けられ、心地よいひと時を味
わえる。また、カウセリングもじっくりと丁寧にしてくれるので安
心して施術を受けることができる。
　フェイシャルトリートメントがメインだがネイルやメイクのサー
ビスも受けられるという、嬉しいトータルビューティーサロンだ。
メイクアップサービスは女性から定評のある化粧品「Laura 
Mercier」の商品を使用。お出かけ前に立ち寄ってメイクをして
もらうのも良し、自分へのご褒美に贅沢なフェイシャルを楽し
むのも良いだろう。
　また、同サロンは、香港では珍しいイギリスの有名薬用スキン
ケア｢Medik8｣を惜しみなく使用し、他では味わえない特別なト

Flawless
住所：4/F., Sea Bird House, 22 Whyndam St., Central
営業時間：月～日  10:00～22:00
電話：(852)2869-5868
ウェブ：www.flawless.hk.com

Flawlessで
パーフェクトビューティーを
手にいれよう。

香港ヘルス＆ビューティー香港ヘルス＆ビューティー

リートメントを提供。アンジェリーナ・ジョリーやジェニファー・アン
ダーソンなどのハリウッドセレブの間でも人気のスキンケアブ
ランド｢Medik8｣は、テクノロジーを屈指して研究・開発され、年
齢、肌質を問わず、極度の敏感肌でも安心して使用できる。また、
薬物による肌への負担を最小限に抑え、スキンケア効果を持続
させ美しい肌を保ってくれる。
　同サロンメニューのトリートメントは、主にアンチエイジング、
ホワイトニング、シミケア、ニキビケア。編集部のオススメトリー
トメントはHKD980/60分の｢Super Facial｣だ。すべての肌質に
対応、ニキビ・毛穴のつまりなどにも効果があり、艶がありみず
みずしい肌にしてくれる。35歳以上のお客さんには「Revive」が
オススメ。「Medik8」のスキンケアエッセンス(ビタミンAとCを
配合)の一回の施術で効果が目に見て感じることができる。肌に
ハリがもどり、小じわが消え、若々しい肌を手に入れることでき
る。
　さあ、あなたも、「Flawless」でみずみずしく艶やかなハリのあ
るお肌を手に入れてみては。



日本人に優しい病院リスト
アジアメディカルスペシャリスツ
8/F., Aon China Bldg., 
29 Queen’s Rd., Central

アドベンティスト病院（総合）
40 Stubbs Rd.

インターナショナルSOS（医療サポート）
16/F., World Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

ウェルビー（香港）（医療サポート）
16/F., Hip Shing Hong Ctr., 
55 Des Voeus Rd., Central

マチルダ国際病院
41 Mount Kellett Rd., The Peak

カノッサ病院（カリタス）（総合）
1 Old Peak Rd.

グレゴリーワイ　クリニック（総合）
Shop P-418, Han Kung Mansion, 
26 Taikoo Shing Rd., Taikoo Shing

チルドレンat 818
Suite 818, Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

Dr. ゴードン・チウ（歯科）
14/F., Suite 1419, 1-3 Pedder St., 
Central Bldg., Central

Dr. チョウ シウ アン スザンナ（小児科）
Unit C, 18/F., Entertainment Bldg., 
30 Queen’s Rd., Central

Dr. リサ・チャム（総合）
3606, 36/F., Wprld Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

平柳歯科
15/F., 22 Yee Wo St., Causeway Bay

プリシア（医療サポート）
Rm. 1003, 10/F., Tower 1, Lippo Ctr., 
89 Queensway, Central

プレミアメディカルセンター（総合）
Suite 718-733, Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

プローカディア（心匯）
Unit 1808, 18/F., HK Pacific Ctr., 
28 Hankow Rd., TST

香港健康管理センター（健康診断）
Rm. 3605-06, 36/F., World Trade Ctr., 
280 Gloucester Rd., Causeway Bay

メトロメディカルセンター（総合）
Rm. 1311, 13/F., Central Bldg., 
1 Pedder St., Central

メディポート　インターナショナル（健康診断）
Rm. C, 23/F., Capitol Ctr. Tower 2, 
28 Jardine’s Crescent, Causeway Bay

養和病院（総合）
2 Village Rd., Happy Valley

ラッフルズ　メディカルグループ（総合）（太古）
Suites 906-07, 9/F., Lincoln House, 
Taikoo Place, 979 King’s Rd., Island East

ラッフルズ　メディカルセンター（総合）（空港）
6T-009, Level 6, Terminal One HK Int., 
Airport

ラッフルズ　メディカルセンター
29/F., Li Dong Bldg., 9 Li Yuen St. East, 
Central

香港

香港

香港

香港

香港
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香港ヘルス＆ビューティー

第129回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　美肌のためのツボ刺激法　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。

≪顔のコリをほぐす美肌ツボ≫
　顔がコルと、肌が老化しやすくなります。美肌のツボに沿って顔のコリを
ほぐしましょう。
　ポイントは、手を握り締めた形で人差し指と中指の第二間接部分を使っ
てつぼを押すことです。

≪お悩み別美肌ツボ≫
＊ツボでシワにならない肌を目指す＊
ツボ：「神庭」　眉の間の中心線を上に延ばした線上で、
                            髪の生え際のすぐ上のところ
　　  「本神」　額角髪の生え際から親指1本分内側
刺激法：指の腹をツボにあてて、上下左右に軽くなでる

＊シミに効くツボ＊
ツボ：ツボとしての名前はありませんが、
　　「完骨」　耳の後ろの骨の出っ張りから指幅1本分、骨に添って後ろ側 と、
　　「翳風」　耳たぶの後ろの窪んだ所の中間あたり
刺激法：耳の後ろの骨を中心に軽く円を描くように20～30回くらい
               親指の腹で押す

＊肌を引きしめるツボ＊
ツボ：「四白」　黒目の下の延長線と、鼻の真ん中から伸ばした線が交わ
  るところの、骨の少しくぼんだところ
刺激法：人差し指、あるいは中指の腹でやや上に押し揉むように、グリグ
                リと刺激する

＊ツボでニキビと戦う＊
ツボ：「中府」　鎖骨の外側下縁から、下に親指幅1本分
刺激法：鎖骨の下を3本指で回す様に押圧

顔‐目の周りは、目の骨の窪みにそって押
す。口の周りは唇に沿って押し、最後にあ
ごのラインを耳までつまんでいく。
＊顔のツボを押すときは、指に力を
     いれるのではなく、顔を指に預けるようにする。

耳‐耳のツボは顔の血行をよくしてくれる。
耳の裏のツボは、4本の指を使って一度に
押す。そのまま下へ、首すじのリンパも押
す。

頭‐新陳代謝を上げ、シワも予防するのが
頭皮の「鉢巻きライン」耳の上から頭後部
まで、鉢巻きをする部分をつまんでいく。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆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

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、夢さめやらぬ緑が
岡の、霧にそびゆ、わが白亜城、青山学
院卒業生の皆様は、お気軽にご連絡く
ださい！
メール：aogakuhk@gmail.com
フェイスブック：香港青学会

尖沙咀BARでスタッフ募集！
11月末(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。 
TEL 5530-6261 マキまで
mkiki7@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

らーめんチャンピオン
ジョーダンMTR地下のらーめんチャンピ
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。詳しくは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刺身・寿司職人募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。刺身・寿
司職人募集中。香港在住の方。北京語、

広東語少し。刺身・寿司もこなす。勤務時
間：11:00～15:00、18:00～23:00（日曜定
休）。毎日2食付。給料相談可 。まずはお
気軽にメールにてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。フルタイ
ムスタッフ人募集中。日本語コミュニケー
ション程度。勤務時間：11:00～15:00、
18:00～23:00（日曜定休）。毎日2食付。給
料HKD12,000～。まずはお気軽にメール
にてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk

ICU同窓会　忘年会
ICU牧場の牛乳を飲んでいた大先輩から
現役の学生まで集まる楽しい会です。ICU
大学、大学院、留学方などゆかりのある方、
ご気軽にご連絡ください。
日時：12月5日（木）午後7時～
場所：日本人倶楽部
メール：icuhk@hotmail.com
Facebook:
 ICU Alumni Association in Hong Kong

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド

イベント告知
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香港グルメ香港グルメ

　ここ「居酒屋どらや＋」のマグロは、一匹から様々な味が堪能できる。脂ののった甘みのあるトロ。濃厚なコクが味わえる赤み。カマや頭肉、筋など、どれを食しても味に間違いが
無い。それもそのはず、まぐろのサプライヤーが経営するお店なのだ。「最高級食材のマグロを通じて世界の人々と感動を共有する」という思いを基に、一人でも多くの人にその魅力
を伝えたい一心でこだわり続けているメニューの数々。マグロだけにとどまらず、種類が豊富なメニューの品々を紹介していこう。
　

　以前は定食屋だったが、このたびチムサーチョイ(尖沙咀)店の6周年を機に、居酒屋として装いを新たにOPEN。それぞれのメニューに
強いこだわりを持ち、よりよい食事を提供したい、皆様にもっとゆっくり味わって頂きたい、という想いから店舗名も「定食のどらや尖
沙咀店」から「居酒屋どらや＋」に変わった。今までの食事メニューに加え、お酒の種類も増量。本マグロをメインとしたお酒の楽しめ
るメニューを豊富に取り揃え、居酒屋としての枠を超えるサービスだ。こだわりのあるメニューを提供するには、素材にもこだわりをと
いうことで、マグロは随時日本から直送。華味鶏の焼き鳥も、日本直送という徹底振り。居酒屋に変わっても「どらや」の美味しさは変
わらず美味い！これからも美味いが進化し続けるマグロのメニューをこれからも見守っていきたい。

香港でマグロをたべるならここしかない！
居酒屋どらや＋
香港でマグロをたべるならここしかない！
居酒屋どらや＋
【マグロ筋ポン酢】▶

　大トロの筋を醤油では
なく、あえてポン酢で頂
く「マグロ筋ポン酢」。その
食感はもちもちしていて、
ポン酢と合わさった時の味
の相性も抜群。ポン酢が主
張しすぎずに味にいいアク
セントを出している。

◀【本マグロのつまみネギトロ】
　さすがマグロを専門に扱う同店。
正真正銘100%本マグロを使用。ネ
ギトロを海苔に巻いて山葵と醤油で
いただく。ご飯もいらない。シンプ
ルだけど、それだけで美味しい。マ
グロ本来の味に「マグロってこんな
に美味しかった？」と自問自答する
はずだ。

【四川風豚ピリ辛揚げ】▶
　同店のスタッフがまかないで作っ
ていたのが好評で、メニューに追
加された一品。
　山椒が効いたタレにしっかり漬
け込んでから揚げているという味は
まさに格別！口の中に入れた瞬間広
がる山椒の香りがあとを引く。食
べ始めたら止まらない。

【焼き鳥盛り合わせ】▶
　福岡のブランド鶏「華味鶏」を使用。
ジューシーで旨味が強い同ブランド鶏
の盛り合わせ。この「焼き鳥盛り合わ
せ」に添えられているのがレモンでは
なく、すだち。すだちを絞っていただ
くと、華味鶏の旨みとすだちが見事に
融合し、口中が贅沢な味わいとすだち
のやさしい香りで満たされる。ここで
しか味わえない一品。

◀【厚焼き玉子】
　メニューにあると頼みたく
なってしまう一品。黄金色に輝
く見た目からして美味しい。
そして食感はふわふわ。同店
の「厚焼き玉子」は、常にオー
ダーが入ってから焼き上げる
のでいつでもあつあつがいた
だける。

 【ジャンボハムカツ】▶
　懐かしのハムカツ。ま
ずはその二度見したくな
る大きさにビックリ。食
べ応え充分。サクッとし
た食感の衣に包まれたハ
ムがなんとも絶妙。ビー
ルがぐいぐい進んでしま
う。

▲【本マグロカブト焼き】
　約4キロのマグロの頭をじっくり香ば
しく焼いた豪快な一品。姿形に驚くが、
食べたその味にも驚く。カマ好きの人
にはたまらない。美味い。トロトロの
頭肉、味わいの頬肉、そしてコラーゲン
たっぷりの目玉を皆でワイワイいただ
ける。
　4名以上で頂くのが最適！(2日前要予
約)

住所：6/F., H8, 8 Hau Fook St., Tsim Sha Tsui
電話：(852)2366-8072
営業時間：月～金           12:00～15:00
                                                 18:00～23:30(LO23:00)
   土、日、祝日  12:00～16:00
                                                 18:00～23:30(LO23:00)

香港

香港

香港
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香港グルメ

　まだチェーン店の色に染まっていない、ローカルグルメが豊富なホンハム(紅磡)を、

より深く探った。香港のローカルフードといえば、エッグタルト、チャーシュー包、そ

して牛バラ肉麺だろう。小さい店舗ながらも、牛バラ肉麺が人気のお店を見つけた。

　牛肉といえばやや油っぽいイメージだが、今回注文した看板メニューの「清湯腩」

のスープは、たくさんの骨と肉、そして大根と漢方薬を配合しており、清らかで甘味

がある。一口飲んでみると身体の芯から温まるのが分かる。スタッフに聞いてみると、

なんと生姜、トウキ、クコの実など体に優しい漢方がたくさん入っていて、普通のレ

ストランよりこだわりを持っていることが分かった。また、サクサクした揚げ魚の皮

をスープに入ることで、普段と違う味も楽しむことができる。

　スープの次は、肉の柔らかさをチェック！牛バラ肉麺のマニアならきっと知ってい

るであろう、セントラル(中環)の「波記」(惜しくも今年の上旬に既に閉店）。この店

の牛バラ肉のクオリティーの高さは、まだ多くのファンの頭に残っているだろう。同

店の牛バラ肉も決して負けてはいない！柔らかくて歯応えもよく、時間をかけて煮込

んだ肉汁がスープとマッチしている。さらに同店に訪れた際にぜひ食べて頂きたいの

は、「崩沙腩」。一匹の牛からは少ない量しか取れないため値段は少々高くなるが、

薄いコラーゲン膜が付いていて弾力があり、食感がいい。

　他にはイカ・豚・魚などのミートボールや魚の餃子も提供している同店。手作りの

数量限定牛筋ミートボールや牛バラ肉麺の專門店には必ずあるハチノス（金銭肚）も

同店のオススメ。「清湯腩」と同じスープで煮込まれたこの一品も味わってほしい。

　リーズナブルな値段でついつい頼みすぎてしまいそうだが、ご注意を。店は小さく

席が少ないため、相席の覚悟をしよう。

絶品の崩沙腩
牛肉麺好きの舌をうならせる！

八宝清湯腩
住所：G/F., 58 Wuhu St., Hung Hom
電話：(852)2889-8366

香港
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