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　今や、誰でも気軽に利用できるSNS。友達と楽しく交流できる
ことで人気だが、楽しいことばかりではない。実際に目にしたこ
とがある人もいるかもしれないが、特定の誰かを攻撃する誹謗
中傷なども溢れている。日本法規情報株式会社は、同社の運営
する各サイトの運用情報やユーザーへのアンケートを元に、
インターネットトラブルに対する意識調査を行い、「深刻化する
ネットトラブルとその現状」について発表した。

●個人情報を漏洩した上で誹謗中傷されているのを
　見たことがある人は70％
　前回同社の行った調査で、「他人の人格・性格を否定したり、
容姿に対する発言をしたりするなど、誹謗中傷にあたると思わ
れる事項が書きこまれているのを目にしたことがあるか」と質問
したところ、「見たことがある」と答えた人は実に70％に上るとい
う深刻な結果を発表した。
　書きこまれている誹謗中傷の内容は「芸能人や政治家につい
て」が最も多く全体の29％だった。「個人的な感情で書かれた、
特定の人に対する誹謗中傷」と答えた人は21％となり、芸能人、
政治家以外についても「個人を特定した上での誹謗中傷」は合
わせて39％に上った。

●誹謗中傷を書き込んだことがある人は全体の7％
　アンケートの結果、「誹謗中傷を書き込んだことがある」と答え
た人は7％となり、14人に1人の割合で誹謗中傷の書き込み経験
があることが分かった。誰でも利用できる便利なSNSの普及に
伴い、誰でも加害者、被害者になってしまいやすい環境にあるよ
うだ（但し、何が誹謗中傷にあたるのかについての認識は、個々
で違う事も考えられ、本人が誹謗中傷と認識していない可能性
もある）。

●削除依頼を出せることを知っていた人は50％
　悪質な誹謗中傷の書き込みがあった場合、最寄りの警察やサ
イバー犯罪相談窓口、弁護士などを通じて削除依頼をすること
ができるが、この事を知っていたか聞いてみると、「知らなかっ
た」と答えた人は50％となり、半数の人が誹謗中傷の悪質な行
為に対する対処法を知らなかったという事実が判明した。

●悪質な誹謗中傷被害に遭った時は…
　警察、サイバー犯罪窓口、弁護士などを通じて削除依頼を出
す。その際、誹謗中傷の内容が記載されたページの画面やURL
の保存、またはプリントアウトをするなどして証拠保全をすると
ともに、第三者にもきちんと確認できるようにすること。そうする
ことで、後日裁判を起こすなど、法的な措置を取る時に、警察を
通し情報開示請求がしやすくなる。この情報開示請求により書
き込みをした人の発信者情報「IPアドレス」を請求することがで
き、たとえサイト管理者から回答を拒否されるなどの場合にも、
警察や弁護士を経由して開示を請求することができる
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有効回答数：1721人（男性：676人　女性：1045人）
アンケート期間：2013年11月20日～2013年12月20日

ビジネス（香港・広東共通）
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ゼロからスタート 第39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。今回は、バレンタ

インデーについての単語及び会話表現をご紹介します。

　香港のバレンタインデー「情人節 (Ching4 yan4 zhit3)」は、恋人同士に

とって一年で最も大切な日です。日本と違ってお互いに贈り物を交換しあい、

夜はレストランで祝うのが一般的です。男性からはお花やアクセサリー類など、

女性からは特に決まっていませんが、チョコレート「朱古力 (Zhü1 gwu1 lik1)」やネクタイ「呔 

(Taai1)」などを贈ることが多いです。花の一番人気はやはりバラ「玫瑰花 (Mui4 gwai3 fa1)」

で、花の本数によってそれぞれメッセージがあります。1輪は「你是我的

唯一」。11輪は「一心一意」。99本は「天長地久」。101輪は、「直到

永遠、唯一的愛」。男性がお花を女性の職場へ送ったり、お花持参で仕

事帰りに待っていたりします。

　偶然にも今年は「中国のバレンタインデー」こと「元宵節 (Yün4 siu1 zhit3)」（旧暦の1月

15日）が、新暦の2月14日と重なるので、さらに盛り上がること間違いなしです！元宵節はラン

タンを飾る催しが各地で開催され、夜はライトアップしてとてもロマンチックです。

下個星期就係情人節喇，送咩禮物俾男朋友好呢？好煩呀…

Ha6 go3 sing1 kei4 zhau6 hai6 ching4 yan4 zhit3 la3, sung3 me1 lai5 mat6 bei2 naam4 

pang4 yau5 hou2 nei1? Hou2 faan4 a3…

来週はバレンタインデーですね。彼氏に何をプレゼントしたらいいか…。困りました…。
不如整本相簿啦，加埋親手做嘅朱古力，佢収到嗰陣一定會好開心啫！

Bat1 yü4 zhing2 bun2 söng2 bou2 la1, ga1 maai4 chan1 sau2 zhou6 ge3 zhü1 gwu1 lik1, 

köü5 sau1 dou2 go2 zhan6 yat1 ding6 wui5 hou2 hoi1 sam1 zhe1!

手作りのアルバムはいかがですか？手作りチョコを添えて。きっと喜びますよ！
呢個提議唔錯噃。噉你呢？你諗住送咩禮物俾你男朋友呀？

Ni1 go3 tai4 yi5 m4 cho3 bo3. Gam2 nei5 nei1? Nei5 nam2 zhü6 sung3 me1 lai5 mat6 

bei2 nei5 naam4 pang4 yau5 a3?

ナイスアイディアですね！あなたは？何を彼氏にプレゼントするつもりですか？
最近天氣好凍，所以我織咗條頸巾俾佢做禮物，呢條就係喇。

Zhöü3 gan6 tin1hei3 hou2 dung3, so2 yi5 ngo5 zhik1 zho2 tiu4 geng2 gan1 bei2 köü5 

zhou6 lai5 mat6, ni1 tiu4 zhau6 hai6 la3.

最近寒いので、プレゼントにしようと思って自分でマフラーを編みました。これがそれです。
好靚喎！我都想織一條俾男朋友呀！可唔可以教我呀？

Hou2 leng3 wo3! Ngo5 dou1 söng2 zhik1 yat1 tiu4 bei2 naam4 pang4 yau5 a3! Ho2 

m4 ho2 yi5 gaau3 ngo5 a3?

きれいですね！私も自分で編んでプレゼントしたいな。教えてくれますか？
可以呀，不如聽日放工之後一齊去買冷啦？

Ho2 yi5 a3, bat1 yü4 ting1 yat6 fong3 gung1 zhi1 hau6 yat1 chai4 höü3 maai5 laang1 la1?

いいですよ。では明日仕事後に一緒に毛糸を買いに行きましょうか？
好呀！麻煩晒！

Hou2 a3! Ma4 faan4 saai3!

いいですね！ありがとうございます！
唔使客氣。噉，聽日見。

M4 sai2 haak3 hei3. Gam2, ting1 yat6 gin3.

どういたしまして。じゃあ、明日会いましょう。 広東語 発 音 日本語

　  花 語 Fa1 yü5 花言葉

你是我的唯一 Nei5 si6 ngo5 dik1 wai4 yat1  私にはあなただけ

一心一意
 

Yat1 sam1 yat1 yi3
 あなただけを見つめています

  一意専心、一途

天長地久 Tin1 chöng4 dei6 gau2 ずっと一緒にいよう、末永く

直到永遠、 Zhik6 dou3 wing5 yün5,  

唯一的愛 wai4 yat1 dik1 oi3 
唯一の愛、永遠に

会話練習

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           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30
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深圳広州

ニーズに合わせてよろずサービスを提供
　香港にお引っ越しされてまだ日が浅い方など、何かお手伝いしてくれるひと
がいたら…など思ったことはないだろうか？また、香港はもう住んでしばらく経
つが、仕事や子育てで常に多忙！何かと手が回らないので、もう一人自分がい
たら･･･など考えたことはないだろうか。そんな方のために、快適な香港生活を
サポートしてくるサービスを展開している「Caroline B」をご紹介しよう。
　イギリス人オーナーのキャロラインさんがこのサービスを提供し始めて間も
なく18ヶ月。クチコミでも人気が出て以来、ビジネスシーンでの秘書サービス
やパーソナルマネージャーにとどまらず、個人やご家族のニーズに合わせた
サービスを幅広く提供している。前職は投資銀行勤務というキャリアを持つ
キャロラインさん。いつもプロ意識を持ち、持ち前の社交性とネットワークの広
さも、顧客の厚い信頼を得ている。
　香港では語学の壁や香港式のやり方に戸惑ったり、生活に慣れてはいるも
のの多忙で手を必要としたりしている方が多いという。キャロラインさんは「私
たちのサービスで一番強調したいのは、個人のニーズに合わせてカスタマイ
ズできること」と語る。個々のニーズに合わせたサービスを追求するために、い
ろいろと決まったものが組み込まれた「パッケージ」という制度ははじめからな
いそうだ。

「月極制」では長期に渡ってサポート
　その契約方法は「プロジェクト制」と「月極制」に分かれ
る。「プロジェクト制」の利用では、イベントやパーティの開
催など、あるプロジェクトを対象とした短期間でしぼられ
たサービスが受けられる。例えば、自宅の改装が必要と
なった方には、信頼できる工事業者やデザイナーなどと
チームを組んで、自宅改装のニーズに対応してくれる。一
方、「月極制」での利用は長期的に幅広くサービスを受け

られる。「フルタイムの家政婦さんを雇いたいし、今度の旅行のリサーチ、それ
に子供のインターナショナルスクールのこともお手伝いしてもらいたい」という
方には「月極制」で長期的なパッケージ利用がお勧めだ。
　「月極制」では最低6時間分の作業費用を契約することで、一つのプロジェク
トに限ることなく、様々な援助を行ってくれる。各作業にかかる費用は事前に見
積もりを出してもらえるので、納得した上での契約となる。諸費用も毎月の支払
いに合わせて分割して払えるので安心だ。

一番人気は香港生活ビギナーのケア
　「月極制」で一番人気は、香港に引っ越ししてきて間もない方へのサービスだ
という。英語と広東語による香港の環境では、いろいろと最初の苦労はつきも
のだ。このサービスでは、そのような顧客の不安を少しでも解消するために、
引っ越し後の家庭内のオーディオ機器やWi-Fiの設置から、子供のインターナ
ショナルスクール探し、保険のリサーチ（代理でお見積もり取得）、お買い物の

アドバイスや旅行リサーチ・予約作業のことなどに至るまで、いろいろな情報を
収集しサポートをしてくれる。
　その他には以下のようなサービスも。香港に生活拠点を置いているが、しば
らく家を空けることになった方には、自宅の鍵を預かり、定期的に自宅内の確認
や冷凍庫の解凍作業など、不在中の自宅をサポート。自宅内のものが増えてき
て置き場に困っている方には、倉庫場所を調べて手配、荷物を定期的に管理
（必要であればAsiaXPATなどでの代理購入/販売作業にも対応）。自宅兼オフィ
スを構えている方などには、長期的な事務や事務機器レンタルなどのサポート、
香港で入手困難なもののリサーチや代理購入、Tax Returnの代理記入/処理、ド
ライクリーニングのアレンジ、請求書の支払い、写真のアーカイブ作業なども。
　この度開設された日本語のサポート窓口は、「日本人のお客様にも是非この
サービスを知って、利用してもらいたい」というキャロラインさんの重いが込め
られている。
　このサービスに興味をもたれた方は下記の日本語窓口へ。無料相談を随時
受け付けている。各分野でのプロチームを有するCaroline Bがあなたの香港生
活の心強い味方になってくれることだろう。

Caroline B Personal Management
住所：Rm 803, Cheung's Bldg., 1- 3 Wing Lok St., Central
電話：(852)9184-3208
メール：kaori@caroline-b.hk（日本語、 英語）
ウェブ：www.caroline-b.hk

Caroline B Personal Management

各分野のプロがあなたの快適な生活を応援します

心強い秘書的存在
快適な生活のサポート

ライフ（香港・広東共通）
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（物件名）  羅湖商業城　Luo Hu Commercial City
（所在地）  羅湖火車站広場南路
（間取り）  22㎡～ 　459.35元/平米·月   1994年完成　
（室　内）  商業店舗
（環　境）  地下鉄1号線（羅湖）徒歩2分
（備　考）  カバン・服・雑貨等、お店を持ちたい方におすすめ！
  ショップの広さも多数あり。集客力抜群の好立地です。
（月　額）  RMB459.35/㎡·月  

（物件名）  加福広場　Jia Fu Guang Chang
（所在地）  福田区保税区桂花路5号 
（間取り）  1LDK/45㎡～　
（室　内）  シェラトンホテルに隣接し豪華な雰囲気が魅力
（環　境）  地下鉄2号線（福田口岸）徒歩12分 ／バス停すぐ
（備　考）  豪華マンション、家賃がお値打ち！香港へのアクセスも良好。
  ホテル内のスポーツジム等利用可（別途料金）。
（月　額）  RMB3,900

（物件名）  伍兹公寓　Wu Zi Gong Yu
（所在地）  南山区蛇口望海路和工業二路交匯処
（間取り）  4LDK/176㎡～　
（室　内）  2013年完成　新内装（家具家電新品）
（環　境）  地下鉄2号線（蛇口港）徒歩5分
（備　考）  注目の高級新築マンション！Sea View加え、蛇口フェリーへも徒歩すぐ。
  周辺にはヒルトンホテルも完成し大型ショッピングモール開発中。
（月　額）  RMB25,000

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI 羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖商業城

加福広場

伍兹公寓
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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 
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D
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
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

ライフ（香港・広東共通）
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第135回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

【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。

最大の原因は冷え性、血行不良によるむくみです
　肥満と並ぶ、女性の大敵となっているセルライト。事実セルライトがで
きた太ももは、そのでこぼこした肌の状態から「オレンジピールスキン」
（オレンジの皮の肌）と呼ばれ忌み嫌われている。ところが全くセルライト
を気にしないどころか、急激な成長で起こる皮膚の段列、*肉割れと勘違
いしている女性は多い。
*肉割れ=肥満などで表皮が急激に伸びたり、縮んだりした時に起きる段
列状態

　セルライトとは、思春期以降の、太った人から痩せた人までほとんどの
女性に見られる現象で、体内の脂肪細胞が、老廃物を溜め込んでできた
もの。最大の原因は皮下組織の血行不良。皮膚表面がオレンジのように
凸凹になるため、見た目にも悪いばかりか肌がかさつく原因にもなる。
血行が悪くなると、脂肪細胞の代謝が悪くなり、細胞内に脂肪が溜め込
まれて肥大化していく。それが血管を圧迫するのでさらに血行が悪化す
る。また、1つできると、さらなる血行の妨げになり、脂肪細胞同士がくっ
ついて更に大きな塊に増殖し、それがさらに老廃物を溜め込むと言う悪
循環に陥る。

　セルライトを無くすには、血行を促進し、代謝を高めて、老廃物を排出
することがとても大切になる。

おすすめは
１．ぬるま湯を【起床時、食事前30分、入浴前後、動いた後、寝る前】に飲む
※冷たい水は体を冷やすので、ぬるま湯を一日に約２リットル飲むこと
により、老廃物の排出を促進する。
２．血行を促進するために足浴をする
３．ツボ刺激をする
４．からだを温めるものを飲む

 
おすすめ足浴方法
【用意するもの】
膝下まで浸かるぐらいの容器（縦長ゴミ箱で代用可）、
お湯、あら塩ひとつまみ
皮付き生姜 薄切り10枚、バスタオル2枚、ぬるま湯2杯

①ベッド、もしくはソファに座りギリギリ我慢できるぐらいの熱さのお湯
　を膝下まで入れる（普通の足浴は足首までですが、ふくらはぎにある
　いろいろなツボも刺激できるので効果倍増です）
②あら塩と生姜を入れる（体温め効果の材料を入れることで足浴後のポ
　カポカ状態を保つことができます）
③ぬるま湯を1杯飲む（新陳代謝を促進、発汗を促します）
④頭からバスタオルをすっぽり被る（バスタオルを被ることにより全身サ
　ウナに入った状態にまでなります）
⑤足浴時間の目安は
　　・すぐに眠りたい人…15分以下（新陳代謝が促進）
　　・リフレッシュしたい人…15分以上（新陳代謝が促進+体が覚醒）
⑥足をお湯から出して、すぐにもう1枚のバスタオルで足を包む（外気に
　あたるとすぐに冷えてしまいます）
⑦タオルをそのままにした状態でベッドかソファに横になる（温かさが
　全身に行き渡るように最低でも10分）
⑧もう一度ぬるま湯を飲む（水分補給を忘れずに）
　　　
セルライトには、このデザート
材料：薏苡仁（ハトムギ）20g、冬瓜子20g、冬瓜皮10g、水450cc
作り方：①すべての材料を細かく砕き、沸騰させて３分間煮続ける
　　　 ②魔法瓶に入れて保存する
食べ方：3等分して毎食後に食べる
※利尿作用と排毒作用に優れるデザート
※妊娠中の方はお召し上がりにならないで下さい

楊さちこの中医美容学的　ビジュアル自慢を手に入れる ～セルライト撃退法～
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男性のニオイについてアンケート！（全国の25～49歳女性534名）
　まず、「現在30・40代男性のニオイが気になることがあるか？」と
いう質問に対し、8割以上の女性が気になることがあると答えた。汗
のニオイが気になる季節が過ぎた12月に実施した調査にも関わら
ず、かなり高い数字となっている。また、全ての年代で80％以上が男
性のニオイが気になると答えており、特に40代女性は約90％と、最
も高い割合になっている。
　次に、男性のニオイが気になるシチュエーションを聞くと、1位は
「エレベーター等の狭い空間」2位は「すれ違ったとき」、3位は「電車
の中」となった。エレベーターや電車などの狭い空間で気になるの
と同じくらい、すれ違っただけでもニオイは気になるようだ。さら
に、臭う場所や人にあたったときの対処はどうしているのか聞いて
みた。すると、「息を止める」が最も多く、次いで「向きを変えて新鮮
な空気を吸う」「手でさりげなく鼻口を覆う」となった。

「ミドル脂臭」の特徴
　マンダムが「男性の加齢による体臭変化」について調査したところ、男女ともに男性の体臭変化
に気付く年齢は30代から40代と答えた人が50％を超えた。特に女性は男性の頭部周辺のニオイ
の変化を感じており、これはミドル脂臭の原因成分ジアセチルの年齢別発生量と比例している。そ
のため、女性が不快と感じている体臭変化は「ミドル脂臭」と推察される。自分では気付き難く、女
性に不快と捉えられやすいニオイが「ミドル脂臭」なのだ。
　この「ミドル脂臭」のニオイ成分となるのはジアセチルで、古い天ぷら油のような不快度の高い
ニオイ。沸点が低く揮発性が高いため空気中に拡散しやすく、微量でもニオイを感じやすいのだ。
また加齢臭は、よく耳の後ろからにおうと言われているが、加齢による体臭変化が気になる男性の
体臭を部位別に判定したところ、耳
の後ろからミドル脂臭や加齢臭は発
生しておらず、ニオイの強さにおい
ても臭いと感じるレベルではなかっ
た。耳よりも頭頂部・後頭部からのニ
オイの方が強いニオイを発生してい
ることが分かった。耳の後ろを丁寧
に洗うだけでは、ニオイ対策は万全
ではないと言える。

「ミドル脂臭」の対策方法
・禁煙またはタバコの本数を減らす
・お酒を控える
・バランスの良い食生活
・適度な運動
・頭を洗う
　  特に頭頂部から後頭部は念入りにマッサージするように時間を掛けて洗い、
　 すすぎは頭皮まで十分に洗い流す（2度洗いがオススメ）
・首の後ろを洗う
　 ボディーソープをしっかり泡立て、襟足から首筋を丁寧に洗い、泡が残らないように洗い流す
　 ミドル脂臭をデオドラントケアできる商品を使うと効果的！

《本調査に関して》
対象：全国　25～49歳女性 534名 
調査手法：インターネットリサーチ　
実施時期：2013年12月

① 頭や首の後ろあたりがべたつくことがある
② 枕やカバーに色が付く、または臭いと感じる
③ 汗を（特に頭～首の後ろ辺りに）かきやすい
④ 肥満、太り気味である
⑤ 野菜より肉が好き
⑥ 決まった時間に食事を取れない
⑦ 夜食や間食が多い
⑧ 1回30分以上の運動を週に2回以上していない
⑨ ストレスを感じている
⑩ 仕事が忙しく、休みが取れない

こんな人は要注意！
以下のチェックリストで当てはまる項目がある人は、

ミドル脂臭が発生しているかも！？

沸点

８８℃
（高拡散性）

ニオイの特徴
廃油のような
古い油

ニオイの特徴

青臭い

沸点

１８９℃

30歳以降「ミドル脂臭」*
＊アブラっぽい汗の臭い

50歳以降「加齢臭」

蕎麦、熟成ビールの主要な香気
成分としても知られる

ヨーグルト、チーズ、バターなどの
発酵食品の主要な臭気成分

頭部のジアセチル発生ゾーン
出店：マンダム資料

 株式会社マンダムは、世界で初めて30・40代男性
の頭部から首にかけて発生するニオイの成分がジ
アセチルであることを独自の手法で解明し、そのニ
オイを「ミドル脂臭」と名付けた。それを機に、30・40
代男性のニオイに関して女性はどう感じているのか
生活者意識調査も実施した。
　アンケート結果とミドル脂臭について、詳しい内容
を見てみよう！

気になるニオイは加齢臭だけじゃない！
ニオイの元は「ミドル脂臭」！？
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Joyrich
住所：43 Gough St., Central
ウェブ：www.joyrich.com

今、日本をはじめ台湾や韓国にも展開して
いる話題のLA発ストリートカジュアルブランド
｢Joyrich｣がセントラル（中環）に待望の新店舗
をオープン。オープニングイベントには東京か
ら有名DJマドモアゼル・ユリアさんも駆けつけ
会場を盛り上げた。
同ブランドはレトロ＆フューチャー、すなわち古きよき時代のアイテムからインスピ

レーションを受け、カラフルポップでモダンなオリジナルスタイルを提案。世界中の
ミュージシャンやセレブなどオシャレ上級者をとりこにしている。日本では、若い女性向
けファッション雑誌“Nylon Japan”、“ViVi”、“GLITTER”などで頻繁に特集が組まれるほど
の人気ブランドだ。同ブランドのジャケットやプリントドレスは、流行に敏感な原宿の
若者の間でキーアイテムとなっている。通常のメンズウェアやウィメンズウェアに加え
て、アメリカンアニメ“ザ・シンプソンズ”やディズニーキャラクター、有名デザイナーの
マルコム・ステュアートさんとコラボした特別コレクションも発表している。
“｢Joyrich｣は、他ブランドにない奇抜で斬新な色使いで遊び心が満載。誰もが着て

いて楽しくなるようなアイテムを自由な発想でデザインしている”と話すデザイナーの
デイビットさん。彼は今を生きる若者の心を良く理解しており、デザインはアニメから
インスピレーションを受けることが多いという。デイビットさんは今までクマモチーフ、
レトロリムジン、拳銃、花、ヒョウ柄などをデザインに使用してきた。
派手な色使いでロゴやキャラクターを強調しているが、実際に着てみるとエネル

ギッシュでとてもスポーティー。思ったほど主張しすぎず、全体のバランスがいい。もう
すぐ2014年春夏のコレクションも店頭に並ぶ。また、夏に向けてビキニも入荷予定。前
進的なファッションに挑戦はしたいがいきなりは気が引けるという人も、ファッション
ポイントとしてどこか一点アイテムを取り入れるところから始めてみては。早速お店を
チェックしに行こう。

日本でも話題！
LA発ストリートカジュアルブランド香港上陸
日本でも話題！
LA発ストリートカジュアルブランド香港上陸
［ Joyrich ］

冬季限定ジャケット

遊び心が溢れるのがJoyrichデザインの特徴

Joyrich×Malcolm Stuart
のキャップ

マ
ド
モ
ア
ゼ
ル・ユ
リ
ア
さ
ん（
左
）
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　昨年、有名シェフ・ラリス氏がファインダイニングとしてセントラル（中環）にオープン
したレストランを、コンセプトを一新してリニューアルオープン。以前のクラシックなイ
メージと異なり、ビストロ風の肩肘張らずに気軽に気の合う仲間と楽しめるカジュアル
なお店、コンテンポラリーオーストラリアレストラン｢Bellbrook｣だ。
　同氏の故郷であるオーストラリアの牧場に囲まれた田舎町をイメージした、ウッディ
なインテリアは香港の喧騒を忘れさせてくれるほど心地よい。料理を待っている間、紙

のテーブルクロスにクレヨンでイラストを描いたりメッ
セージを残したりと、自由に楽しむこともできる、今まで
香港になかった新感覚のお店だ。

　まず料理の最初に出されるパンには、かわいい植木が一緒についてきた。しかしなん
とそれはマリネしたオリーブをバターに混ぜたものだ！そんな遊び心にワクワクさせら
れ、いったい次はどんな“お楽しみ”が出てくるのかと期待も膨らむ。
　看板メニューの一つでもある｢スコッチエッグ（Scotch eggs in the 852）｣は、牛のミン
チの旨味と半熟卵のまろやかさが絶妙なバランス。わさびソースを加えるとパンチが効
いて更に味わい深くなる。
　また、「ブラタサラダ（Burrata Salad with grilled Egg Plant ＆Tomato）」は必食。半
分に割るとトローリとろける濃厚なブラタチーズに、焼きなすとトマトのマリネを合わせ
ていただく。濃厚だが重さを感じさせず、カラダにも優しい一品だ。
　メインにはオーストラリア先住民の料理をアレンジした「バラマンディの樹皮包み焼
き（Barramundi Cooked in Aboriginal Paperbark）」を注文。バラマンディはスズキに
似た白身魚で、それをオーストラリア特有のハーブやライムを使って木の皮で包みグリ
ル焼にしたもの。炭の香りとは一風違った樹皮の香りが漂う一品だ。
　その他、編集部のオススメはカンガルーのステーキ。香港で食べることができるのは
おそらく同店だけであろう。カンガルーの肉は脂肪分が少なくあっさりと食べられる。ヘ
ルシー志向の方にはぴったりかも。
　さあ、さっそくオーストラリアを感じに出かけてみよう。
人気店なので早めの予約を忘れずに。

BellbrookBellbrook

The Bellbrook Bistro oz by Laris
住所：2/F, 77 Wyndham St., Central
電話： (852)2530-1600
営業時間：ランチ12：00～15：00　ディナー18：00～23：00
　　　　 サンデーブランチ　12：00～15：00

素朴な田舎町をイメージ
新感覚なオーストラリア料理を楽しむ
素朴な田舎町をイメージ
新感覚なオーストラリア料理を楽しむ

ち
ょ
っ
と
し
た
遊
び
心
が
あ
ち
こ
ち
に

看板メニューの一つ
スコッチエッグ

濃厚でありながらもヘルシーなブラタサラダ

香港でも珍しい白身魚の樹皮焼き

カンガルーのステーキは牧草を使った演出でカントリーな雰囲気を表現

キャラメルが効いたデザートの1品
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　ローカルのB級グルメからミシュランの星付き店まで、ワンチャイ（湾仔）あたりには特
徴的なお店がたくさんあるが、今回は大人気のカフェを紹介しよう。いや、ここは一見
カフェのようでいて、実はタイ人が経営するとてもユニークなレストランなのだ。

　このレストランは賑やかなワンチャイの中
では比較的静かな廈門街(Amoy Street)にあ
る。夜になると観光客の数が減り、やや暗めの
街灯のせいで、周辺はちょっとロマンチックな
雰囲気に。この通りにタイ料理店はこの1軒の
み。サテー（タイ風串焼き）を焼く香りに誘わ

れて、知らず知らず店の前まで来てしまう。
　店内はサテーの香りや香辛料の匂いが漂い、食欲が一気に湧いてくる。黒板におすす
めメニューなどが手書された、タイ料理店らしからぬスタイルがとてもおしゃれで期待も
ふくらむ。こっそりと隣のテーブルを覗いてみるとどの料理も美味しそうで、しかもボ
リュームもありそう。何人かでシェアするのも良いだろう。
　編集部が注文したビーフカレーはココナッツの味がアクセントとなり、長時間煮込ま
れた牛のバラ肉はとても柔らかく、野菜もたっぷりで、それぞれの旨味が見事にカレー
に溶け込んでいる。セットのナンとの相性も抜群。一口食べると、やみつきになりそうな
美味しさが広がる。
　カレー以外の料理にも注目。中でも本場仕込みのタイ人シェフが作る定番のサテー
はぜひ試してみてほしい。香辛料の効いたタレに漬けこみ店頭で焼くサテーは焼き加
減が絶妙で、肉はとても柔らかくジューシー。本場にも引けを取らない美味しさに、つい
つい4本、5本と手が伸びてしまう。

　他のオススメ料理として「豚の首肉のサラダ」はあっさり
していて、食欲をそそられる前菜である。また、香辛料たっ
ぷりの「パッタイの海鮮炒め」は海老の大きさにビックリ！
それでいて値段はHKD100と財布に優しく、嬉しくなる。
　食後のコーヒーにもサプライズが。普通のカプチーノかと
思ったら、綺麗なデザインカプチーノで、一般的なコーヒー
ショップにも負けない美味しさ。ぜひ試してみてほしい。
　本場のタイ料理と本格カフェを同時に楽しめる「穌桟」
に、ぜひ一度足を運んでみては。

穌桟  Café y Taberna
住所：G/F., 25 Amoy St., Wan Chai
電話：(852)3484-3005

カフェ？それともタイ料理レストラン？
サテーにもコーヒーにもこだわりがキラリ！
カフェ？それともタイ料理レストラン？
サテーにもコーヒーにもこだわりがキラリ！

絶品ビーフカレー

タイレストランとは思えぬ
カプチーノ！

特製ソースに漬け込んだサテー

豚の首肉サラダ

穌 桟穌 桟
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