
お問い合わせ：
天河大都会校：(86)20-2282-9282 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）
天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）
越秀世貿校：(86)20-2884-8682 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）
福田金中環校：(86)755-8280-5832 深圳市福田区金田路与福華路交匯處金中環商務大厦主楼1706　（羅宝線会展中心地鉄站E出口）
福田新城校：(86)755-25987982 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）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

語学がしっかり身に付く！
さらには、国際交流もできちゃう！

2月キャンペーン2月キャンペーン 8月 23日 地下鉄駅陳家祠の近所 中国カンフー
 9月 20日 荔枝湾涌（広州の名所） 荔枝湾涌で一日遊び
 10月 25日 珠江新城キャンパス 中国の伝統切り紙を作りましょう
 11月 22日 都内のあるレストラン 中華料理の試食会
 12月 20日 都内のあるバー クリスマスパーティー
 

 3月 22日 白雲山 白雲山へ一日の春遊び
 4月 19日 越秀キャンパス うどんを手作りしましょう
 5月 24日 越秀キャンパス 中国の端午節：粽を作りましょう
 6月 21日 越秀キャンパス 親子パーティー：美食diy
 7月 19日 珠江新城キャンパス 珠江の夜遊び

☆2014年3月～12月　愛クラブイベントスケジュール☆

　■大都会校チーム
　代表：李雲先生

　どんなことでも本気を出してやるこ
とが、私たちの信念です。2014年も、
皆さんに最も良い語学勉強体験をお
届けできるよう一生懸命頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　■珠江新城校チーム
　代表：覃圓圓先生　
　
　2013年度の優秀教学チーム賞を
頂き、誠にありがとうございます。これ
は、私たちの力だけでなく、学校本社
のサポートと、他のスタッフ、生徒の

支持があってこそだと思います。
　2014年も、誰でも愛マンダリンに来て気軽に勉強できるよう、生
徒の皆さんに、もっと良い教学の提供を目指します。同校で語学勉
強だけでなく、国際交流も楽しむことができるように頑張ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　■優秀教師：朱俊麗先生

広東外国語外貿大学卒
●教師歴：2年
●指導科目：初中級漢語、HSK五級、
　高級商務漢語
●指導している企業等：本田、
　住友商事、三菱商事etc

　私の努力を認めて頂いて、本当にうれしいです。ありがとうご

ざいます。まだ短い期間ですが、教学経験と指導方法を身に付
けていることが、生徒の反応と彼らの成績に現れているため、と
ても嬉しいです。そして、生徒との交流の過程の中で、中国文化
と海外の文化の違いを感じることができ、大変勉強になりまし
た。これからも一教師としてだけではなく、人間としても成長で
きると思います。
　2014年、一緒に中国語を勉強しましょう！宜しくお願いいたし
ます。

　こんな熱い愛マンダリン教学チームたちと一緒に語学を始め
よう！ぜひ気軽に問い合わせを。さらに、語学と同時に楽しめる
イベントも常時開催中。同校の愛クラブの情報も要チェックだ。

お申込いただくと、授業料20%オフ！
他にもお申し込みごとのポイントで
スペシャルギフトへの引き換えも
できます。

お申込いただくと、授業料20%オフ！
他にもお申し込みごとのポイントで
スペシャルギフトへの引き換えも
できます。

自分の学びたい言語が身に付くのはもちろんだ
が、それだけではない愛マンダリン。料理教室が
あったり、中国伝統の切り絵を体験できるなど、
イベントも盛りだくさん。今回は2013年の優秀
教師チームを紹介しよう。
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深圳

広州

BLUE SKY SPORTS CLUB
住所：Sha Ha Rd., Sai Kung
　　  (Near Hoi Wan BBQ)
電話：(852)2791-0806
ウェブ：www.bluesky-sc.com

　近年話題のスタンドアップペダル（以下SUP）。
ウォータースポーツ経験者の方ならご存知かも知
れないが、SUPと聞いてもどんなスポーツなのか
ピンと来ない人も多いのでは。SUPとはボートの

上に立ち、オールを使ってカヌーの様に漕ぐウォータースポーツのひとつ。さらに「SUPヨガ」
（SUP Yoga）とはその名の通りSUPをヨガマットとして水上でヨガのポーズを練習するもの。まだ
まだ新しいスポーツなので、香港でも体験できることはあまり知られていない。
　そこで、編集部はスポーツクラブ「BLUE SKY」のお誘いに応え、早速SUPヨガにチャレンジして
みた。
　夏に人気のボートクルージングや、イカ釣り、海鮮レストランなどで賑わうサイクン（西貢）の
フェリーターミナルから歩いて15分ほどの｢BLUE SKY SPORTS CLUB｣。こちらはカヌー、ボード
セーリング、ドラゴンボート、ダイビングなど様々なウォータースポーツのレッスンを常に開催し
ているスポーツクラブだ。SUPなど新しいウォータースポーツコースも香港でいち早くスタートし
ており、SUPヨガのレッスンを受けられるのは香港では今のところここだけ。
　今回編集部は初級と中級のSUPヨガにチャレンジ。実は取材した編集部員は個人的にヨガ歴
8年。密かに余裕を持っての参加だったのだが、勝手の違う水上でのヨガには少々戸惑った。静
かな湾内とはいえ、波に揺られるSUPはとても不安定。特にスタンディングポーズではバランス
を保つのに相当の集中力とコアの筋肉を使用する。その為、バランス感覚とコアがしっかり鍛え
られて体の引き締め効果が期待できる。
　また、サイクンの島々に囲まれた自然の中で、太陽、風、波を感じながら、独特の浮遊感に身体
を委ねればリラックス効果は抜群。毎日の都会でのストレスから解放され心身ともにリフレッ
シュできること間違いない。トライアルレッスンは各20分だが、初めてだった為かもっと長いよう
にも感じられた。
　誰でも簡単に楽しむことができ、波の音にリラックスしながら体を引き締めることができる
SUPヨガ。あなたも一度試してみては？ハワイやアメリカ本土、アジア、オセアニアなど世界中で
人気沸騰中のSUPヨガは｢BLUE SKY SPORTS CLUB｣ではHKD280/時間でビギナーからアドバン
スレベルまで各レッスンがそろっている。詳細はホームページをチェック！

西貢の美しい自然に囲まれ
波の音を聴きながら水上ヨガ！

海底が見える透明なカヌー体験

普段簡単にできるポーズでも、水上では難度アップ

SUPクラスの様子

SUPやウェイクボードと合わせて
友達や家族で楽しめるクルーズ
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深圳広州

広州

広東

（物件名）  グランドプロムナード　嘉亨湾 　 （Tower 6 中層階 Flat C）
（所在地）  サイワンホー（西湾河）
（間取り）  3LDK＋S　 1,032s.f （実用749sqf） 　バルコニー付き
（室　内）  家具・家電、東向き角部屋、眺望抜群の海景
（環　境）  大型クラブハウス完備。MTR西湾河駅近接。日系スーパーAPITAへ徒歩  

　10分弱。
（備　考）  ペット歓迎マンション。部屋の鍵有り、いつでも内覧可！2005年築。
（月　額）  HKD34,000 （管理費、税金込み） 

（物件名）  タイクーシン　太古城    （高層階  Flat B）
（所在地）  タイクー（太古）
（間取り）  3LDK   907s.f （実用816sqf）
（室　内）  家具・家電付き、海景、新内装
（環　境）  MTR太古駅直結、日系スーパーAPITA階上棟。
（備　考）  超便利な立地、天気を気にしないで傘不要の生活ができる。
  1987年築。
（月　額）  HKD31,000　（管理費、税金込み）

（物件名）  ザ・オーチャーズ　逸華園　　(Tower 2  中層階　Flat C)
（所在地）  タイクー（太古）
（間取り）  2LDK   792s.f （実用631sqf)　バルコニー付き
（室　内）  家具・家電付き、山景、南向き日当たり良好
（環　境）  MTR太古駅・AEON近接。クラブハウス完備
（備　考）  太古で一番人気のマンション。ペット可マンション。2003年築。
（月　額）  HKD25,000　（管理費、税金込み）

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

Grand Promenade

Hoi Tien Mansion

The Orchards
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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。

生姜の原産地はベンガル湾を中心にインドから東南アジアにかけて広
がり、中国では古くから使われて、広東省が世界最大の生産地になって
います。また西インド諸島でも大規模な栽培が実施されています。中国
では漢方薬として用いられ、生のしょうがを生姜、乾燥したものを乾姜と
呼び、吐き気止め、風邪、鼻づまり、冷え、頭痛、咳、食欲不振の改善など
に使われます。
生姜は、健康増進、美容促進、ダイエットに、また血の巡りが悪い方にお
すすめの食材とも言えます。

生姜の働き
・殺菌作用がある　・食欲の増進　・ガン予防効果がある　
・新陳代謝を促進する　・発汗作用＝風邪予防　・消臭効果がある　
・冷え性を解消する　・消化を促進する
・胃腸の働きを良くする　・胃腸の痛みを解消する

日本でも昔から発汗促進作用は有名で、風邪の時に生姜汁を飲む習慣
がありました。
また生姜のエッセンシャルオイルは、血行を促進する作用があるので
マッサージオイルにすると腰痛や生理痛を和らげてくれます。

「生姜入浴」で爽やかな香りも楽しもう！
生姜入浴は、新陳代謝を促し、風邪予防に効きます。体がポカポカと温ま
り、お風呂のあともいつまでも冷めません。寒い季節にはいつでもお試
しください。

作り方：
ショウガをひと握り分（80g）をすりおろし、しぼり汁を浴槽に入れてかき
混ぜます。
薄くスライスしたショウガを布袋に入れ、揉みながら入浴すると芳香効
果が増します。

意外なおいしさにびっくり！
身体が温まって美肌効果もある「生姜紅茶」で、体の中からぽかぽかに。

材料：根生姜 （好みで適量）、紅茶、ハチミツ あるいは黒砂糖
作り方：
１）根生姜の表面は泥などがついているので、良く洗い、皮のまますりお
ろす。あるいはすりおろした生姜を布かキッチンペーパーで絞って生姜
汁を作る。
2）ティーカップに紅茶を淹れ、その中にすりおろした生姜か、生姜汁を入
れ、ハチミツか黒砂糖を好みで加える。

生姜は多いほど保温・発汗作用は強くなりますが、胃が焼けるような感じ
のする人は生姜の量を減らした方がベター。紅茶カップ1杯につき、すり
おろし生姜1～2つまみ、または3～5CC程度なら、胃に刺激を感じる人は
少ないはず。ハチミツや黒砂糖を加えると刺激も和らぎます。

 1日最低2杯、多くても6杯ぐらいが適量
§朝食前後/朝は体温も低く代謝が低下しているので、
体温を高めて1日の活動に備えるために飲むとGOOD。
§入浴前/生姜紅茶を飲むことで入浴中、
あるいはその後の保温効果が相乗的に働き、
発汗・利尿作用が促され、ダイエット効果が高まります。
§その他/おやつ時、喉が渇いた時などにも。

以下の方はお召し上がりはお避け下さい。
○体がほてる人　○皮膚や舌が異常に赤い人　○皮膚がひどく乾燥し
ている人　○相当な汗かきの人　○40℃以上発熱をしている人　○頻
脈のある人　○脱水症状のある人　○血便の出ている人　○生姜の量
を少なくしても生姜紅茶を飲んで胃が焼ける、あるいは胃痛がする人

楊さちこの中医美容学的　体の内と外に働きかける生姜はエライ！
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　近年、日本では様々な痩身グッズや新しいダイエット方法が次々と登場し、痩身関連
のマーケットは拡大の一途をたどっている。テレビや雑誌などでも取り上げられ、老若
男女問わず多くの人が注目していることが伺える。
　そこでGMOリサーチは、実際に消費者が「痩身」についてどの程度関心を寄せ、痩身
の努力をしているかなどの実態を把握するため、健康志向の高い日本と中国において
インターネットを通じアンケートを実施した。

●美容に関する意識
　まず、「美容に関する関心度」を聞くと、「非常に関心がある」と回答したのは日本で
は26.3％だったのに対し、中国では2.5倍以上の68.7％だった。「やや関心がある」と
の回答を合算すると、日本80.3％、中国95.7％となり、美容についての関心度は両国と
も非常に高いことが分かった。
　また、「美容に関する情報で参考にするもの」を聞くと、日本の1位は「テレビ番組の
情報」が51.6％なのに対し、中国の1位は「クチコミ」で71.6％と圧倒的に
多かった。

●痩身について
　痩身に「非常に関心がある」「やや関心がある」と回答した数値を
合算すると、日本では61.8％、中国では80.3％となり、美容同様に
痩身に対する関心度も高いことがわかった。痩身の為に取り
組んでいることについては、多くの項目で中国の数
値が日本の1.5～2倍となり、中国では痩身のた
めに実際に行動している人が多い事が伺え
る。両国とも「バランスの良い食生活（日
40.8％、中73.4％）」、「野菜・果物の摂取（日
34.0％、中66.5％）」が上位を占めており、痩身
グッズやエステなどを利用するのではなく、日常生
活の中で比較的容易に取り組める対策が人気のようだ。
　また、ダイエット食品（痩身を目的とした食品）の購入経験、関心度
については、「現在購入している」「過去に購入したことがある」と回
答したのは、日本で34.6％。中国で54.8％となり、中国の方が日本よ

りもダイエット食品への関心が高いことが分かった。
　中国では、普段から周囲の人や媒体を通して美容に関する情報を集めるほか、痩身
の為に行動している人が大多数を占めている。行動の内容としては、食生活の改善と
いった、普段から容易に取り組める対策が好まれる一方、痩身グッズやダイエット食品
の購入経験はさほど多くないことが明らかになった。反対に、日本では痩身への関心の
高さの割に、実際に何かしら行動を起こしている人が、中国に比べて少ないようだ。

日本と中国の美意識調査

日頃から簡単に取り組める対策が人気日頃から簡単に取り組める対策が人気

●調査テーマ：痩身に関する実態調査について 
●調査地域：日本、中国 
●調査対象：20～40代の女性 
各国1,000名ずつ 計2,000名 
●調査期間：2013年11月20日～2013年11月22日 
●調査方法：インターネット調査（クローズド調査）

美容についての関心度[各国：N＝1000、単一回答]

0%

26.3%

68.7% 27.0% 3.6%

0.7%

49.5% 18.0% 6.2%日本

中国

20% 40% 60% 80% 100%

非常に関心がある
やや関心がある

あまり関心がない
全く関心がない
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Ellallieのお求め先はこちら
Channel N
住所：7/F., Heung Lam Bldg., 23 Connaught Rd. Central, Central
電話：(852)2588-1799

　ファッション小物として常に女性にはかかせないアクセサリー。洋服と一緒にアクセサ
リーも変えることで女性を輝かせてくれる。そんな女性を常に惹きつける魅力の詰まった
「ELLALLIE」のアクセサリーを今回は紹介。
　「ELLALLIE」は2010年に香港在住の韓国人デザイナーSophieさんが創立したアクセ
サリーブランド。シンプルなデザインでは満足できない彼女は、どの世代の女性がどん
な場所にでも似合う特別な1点が見つるようにとデザインをしている。全てSophieさん
が自らデザインし、韓国で1つ1つハンドメイドで仕上げる同ブランドのアクセサリー
は、量産品と異なり数が限られているため、他人とはかぶらない自分だけのオリジナル
ルックを作ることができる。
　パールやキラキラする素材をデザインに多く取り入れるSophieさん。「パールはこれ
からのアクセサリーのトレンドになると信じていますよ」とニッコリ笑顔の彼女は韓国
産の天然真珠を、自然のままの形を残しながらアレンジを加えてる。そんな彼女の自由
な発想から生まれるアクセサリーはユニークで時には遊び心が満載で、通常のデザ
インのパールアクセサリーより幅広い年代の女性に好評だ。新感覚のデザインのネッ
クレスや、着けるだけで品のある華やかな雰囲気になれるお花をモチーフにしたピア
ス。どれも彼女の創作コンセプトが体現されている。また、スワロフスキーのクリスタル
や、ダイアモンドが主役のリングコレクションは嬉しいことにお手頃な価格で購入でき
て、これからの季節で様々な場面で活躍してくれること間違いなし。リングのサイズは
調節可能なので、リングを購入してからサイズが変わったなんて時でも安心。より個性
的なデザインが好きだという人には、ドクロモチーフのアクセサリーはどうだろうか。
着けるだけでスタイリングのアクセントになるのでお洒落な女性には必見なアイテム
だ。
　普通のデザインより彩られるファッションを追求するSophieさん。女性が1人1人自
分の魅力を最大限に引き出せるアクセサリーをこれからも作りたいと話す。デザイン
へのこだわり、新しいエレメントデザインにを惜しまずに取り入れる同ブランドの今後
のデザインにも期待したい

［ ELLIALLIE ］

韓国アクセサリーブランドが香港上陸！
自らの魅力を引き出そう！
韓国アクセサリーブランドが香港上陸！
自らの魅力を引き出そう！

自信作を身につけた、
デザイナーSophieさん

独創的なパールコレクション

スワロフスキーのクリスタルとダイアモンド
で仕上げるリングコレクション

ドクロモチーフのアクセサリー
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　ホンハム（紅磡）にある日本料理レストラン「岡田和生」では、2014年1月より、日本の
伝統文化をモチーフにした新しい「和食」メニューを展開している。この新メニューでは
「健康」にフォーカスし、「野菜は多く、肉は少なめ」をモットーに、有機野菜などを用いて
提供されている。同店ゼネラルマネジャーの下田斉昭さんは、「2013年12月に、日本の
和食文化がユネスコの無形文化遺産に登録されるなど、和食は今、世界のトレンドと
なっている。そこで、コンセプト自体から見直して、伝統的な和食メニューを提供してい
こうと考えた」と語る。このプロジェクトのために、日本で懐石料理などを手掛け、高い評
価を得ている渡邉賢二シェフを料理長（エグゼクティブシェフ）として迎える。
　新コンセプトを象徴する和食メニューが、すべての顧客に前菜として供される「季節
のおとどけ」だ。渡邉料理長が、毎月のテーマに合わせて、旬の食材を使いアレンジして
いる。1月のテーマは新年。おせちスタイルの祝い肴とお雑煮スタイルのスープは芸術
品のようだった。2月のテーマは節分。豆まきをしたり、恵方巻を食べたりして無病息災
を願う風習をモチーフに、祝い肴には、枡の形をした大根に焚いた大豆を入れ、鬼の顔
に飾り切りしたにんじんや巻き寿司を組み合わせている。各料理に込められた意味を
説明すると「そんな意味があるのですね」と驚かれる方も多いという。3月は桃の節句が
テーマ。渡邉シェフにより、毎月のテーマがどんな料理で表現されるのか、今から楽しみ
にしている方もいるのでは？
　同店では、スタイリッシュな雰囲気の店内で、懐石料理や鉄板焼き、寿司など、極上の
料理を堪能することができる。窓の外にビクトリア
湾の風景が広がる。絶妙な設計によりライティン
グされるオープンキッチンを備えており、シェフが
料理を作り出す、魔法のようなパフォーマンスを
見るため、カウンター席を希望する方も多い。家
族と記念日を祝ったり、海外からのお客様をおも
てなししたりするのにもぴったりのお店だ。

繊細で優美、
新シェフの感性とスキルが光る！
繊細で優美、
新シェフの感性とスキルが光る！

■日本文化の和食を発信するに当たり心がけたことは？
　伝統を大切にしつつも、斬新なモノも取り入れていきたいと考えま
した。中国に根付いている「健康」もテーマに、カラダに気を使ったヘ
ルシーメニューを重視し、たとえば、香港の有機野菜10種類以上を
使ったサラダなどを提供しています。日本をイメージできる味噌ド
レッシングもあります。また、ヘルシーなだけでなく、鉄板焼きなどを
チョイスできるのもこの店の魅了だと思います。
　和食は手間をかける仕事です。各食材にあった、蒸す、炒めるなど
の調理法を採用し、野菜によっては煮る前に焼いて水分を落とすな
ど、調理にひと手間かけることを大事にしています。そのひと手間は、
繊細な味わいとなって活きてくると思います。

■日本と香港ではプロデュースする懐石料理は違いますか？
　懐石料理も、日本と違って、こちらではどんな食材でもア
レンジして入れることができるので自由度が高いと思います。
でも、日本の文化を伝える大事な機会なので、こちらの方の
口にも合うように、味付け、技法などを工夫しています。
　文化の違う方たちがお客様ですから、味の好みも十人十
色。全員の方から100点満点をいただくのは難しいかもしれ
ません。それでも、店の雰囲気やサービス、料理の演出などを
含めて、トータルで100点以上をとれるように目指していきた
いと考えています。
■北海道のご出身と伺いました。新鮮な食材への思い入れも
ひとしおですね。日本では、ご自身で築地の魚市場に行かれていたそ
うですね。香港では街市に行かれましたか？
　街市に行くと、ローカルの人たちがどんなものを好んでいるのかを
知ることができるので、ときどき出かけています。想像していたよりき
れいでした。日本では見たことがない魚など、いくつか買って自分で
調理してみたものもあります。これは食材として使えるのでは、という
発見もありました。いろいろな食材を試してみるのは楽しいですね。

渡邉賢二新料理長にインタビュー

喜んでいただける
　  料理づくりに尽力

岡田和生料理長
（エグゼクティブ シェフ）
渡邉賢二さん Profile
北海道出身。ホテル「コンラット
東京」内の日本料理レストラン
「風花」で5年、銀座にある懐石
料理レストラン「とかみ」で1年
勤務するなど、料理人として20
年以上の経験を持つ。本年1月
に来港、現職に。風花でマクロ
ビオテックを手がけた経験や、
カウンタースタイルのとかみで
顧客の顔を見て調理した経験

が今に活きるという。渡邉シェフとのおしゃべりを楽し
みに訪れる人も多かった。とかみは、芸能人や会社社
長などが多く利用する店だった。渡邉氏は、こうした著
名人からプライベートパーティのシェフを頼まれるほ
ど、料理と人柄が支持されていた。「料理人としての信
念は料理で人を喜ばせること。海外では、現地の方も
含めて、日本料理を楽しんでもらうために心を配って
いる」と語る。
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岡田和生
営業日：火曜～日曜（月曜定休）
営業時間：ランチ12:00 ～15:00 （土曜・日曜のみ）、ディナー18:00～23:00
住所：5/F., Harbourfront Landmark, 11 Wan Hoi St., Hung Hom
電話：(852)3746-2722
メール：KazuoOkada@KOdining.com

握り盛り合わせ

季節のおとどけ 祝い肴（1月）刺身盛り合わせ 3種

有機野菜のサラダ

季節のおとどけ  蟹真丈
卵豆腐薄葛仕立て（2月）

季節のおとどけ 前菜の小皿（2月）：左から
牡蠣の時雨煮、ひいらぎ鰯、恵方巻、大豆
旨味 大根升、鬼人参 揚げ鴨黒酢卸し
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毎回2～3ヶ月毎に開催される
「異業種交流会  色のない会」が、
3月5日（水）、ホンハム（紅磡）の
「稲庭養助」にて開催決定。
参加ご希望の方は下記まで
お問い合わせください。

「異業種交流会  色のない会」

次回は３月５日（水）

開始 20:00（受付19:30）
参加費 HKD400/名
定員 約40名

kanji@konshinkai.hk
5492-6340（藤田）

※定員になり次第、締め切る可能性が御座います。

お申込締め切り:2月26日（水）

香港

香港香港

　クワイフォン（葵芳）新都会広場にある「Mr. Steak Bar & Grill」は、オープンしてか
らまだ僅か3ヶ月だが、近隣の人たちだけでなく、わざわざ他のエリアから足を運
ぶ人も多いという人気ぶりだ。店内は流行りの「Loft Design」をコンセプトに、様々
な金属や白熱電球などを使ったクールな雰囲気。一般のヨーロピアステーキハウ
スのデザインとはひと味違った趣きだ。人数によっては仕切りを取払い、オープン
形式でパーティーを開くこともできる。
　今回新メニューとして登場したのが「低温ローストクリークストーン・ファームズ
飼育のアンガスビーフ（Slow-Roasted “Creekstone Farm” Black Angus Beef Rib 
Eye）」だ。アメリカから輸入されたクリークストーン・ファームズ飼育ビーフを、ノル
ウェーから導入したオーブンで12時間をかけて真空低温ローストされたこちらの
牛肉。テーブルに運ばれた瞬間、そのゴージャスさに思わず目を奪われる。表面を
程よくローストされたお肉はとても柔らかくジューシー。お肉好きには堪らない美
味しさだ。また、真空低温ローストだからこそお肉の旨味がしっかり凝縮され、同店
シェフのこだわりが伺える。
　メニューも豪華コースから手ごろなお料
理まで揃っており、若い人たちにもオススメ
のお店である。今度ぜひ寄ってみる価値は
ありそうだ。

Mr. Steak Bar & GrillMr. Steak Bar & Grill

ステーキだけじゃない！
豊富なメニューを手頃に楽しむ
ステーキだけじゃない！
豊富なメニューを手頃に楽しむ

ぷりぷりの大海老が贅沢な
フィットチーネ

英国産豚バラ肉と
ハーブ入りソーセージ

デザートには
ワッフルアイス

真空低温調理のアメリカ産
アンガスビーフ Mr. Steak Bar & Grill

住所：Shop 488-490, 4/F., Metroplaza, 
　　  223 Hing Fong Rd., Kwai Fong
電話：(852)2554-4441
営業時間：12:00～22:30



香港

　ヘルシーレストランとして2006年にオープンした「Eat Right」。早朝から開店している
SOHOでは極めて珍しいユニークな一軒だ。スウェーデン出身のオーナー、マーティン
氏はフィットネスインストラクターでもあり栄養士としての経歴も持つ。以前、クライアン
トとのやり取りの中で、多くの人が日々の仕事や生活に多忙できちんとした食事ができ
ないことからトレーニングでも結果が出せない事を知った。そんな話からマーティン氏
が、「では私が健康にも良いヘルシーな食事をお届けしましょうか？」と提案したことか
らレストランオーナーに転身。

　出勤前の会社員や運動帰りの方にも利
用してもらえるようにとレストランは平日
は7時から、土曜日は8時から、日曜日も8

時半から開店している。メニューの使用食材は地元香港の他、ヨーロッパやオーストラ
リアから仕入れる全て新鮮なオーガニックのみ。その食材で、同氏は栄養士としての知
識を活かし、専門のシェフと日々健康的なメニュー提供を心がけているという。また、苦
手なものがあればそれを抜いてくれたり、少なめに調整してくれたりと、個々のニーズに
あった対応もしてくれる。SOHOというと、大人のイメージを持つ方もいるかも知れない
が、他店では珍しいキッズメニューまで取り揃えており、家族連れには嬉しい気配りだ。
こちらも同じく厳選されたオーガニックで新鮮な材料のみを使用し、お子様サイズでも
人気のメニューを選べる。もちろん多めに、少なめにと個々のリクエストも対応可能（値
段が多少変わってくる場合もあるので、その場でご相談を）。自慢のオリジナルジュース
も全て絞りたて、新鮮かつ美味しいので、小さなお子様にもお勧め。
　また、日替わりのランチセットもお得な価格で人気が絶えない。スターター、メイン、デ
ザートと、さくっと気軽に楽しめる感覚が嬉しい。リピーターが多いのも納得できるだろ
う。現在はスプリングプロモーション中で、お得な情報が盛りだくさん。詳しくはウェブサ
イトを要チェック！

Eat RightEat Right
ヘ
ル
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Eat Right restaurant & wine bar
住所：No.23 Staunton St., SOHO, Central
電話：(852)2868-4832
時間：月～金7:00～22:30、土8:00～23:00、日8:30～22:30
ウェブ：eatright.com.hk

カロリー控えめなメニューとは
思えないほど美味しい

朝にぜひヘルシー感覚の
「Fruit salad and Strawberry 
Smoothie」で

ワインとの相性抜群のサラダ
「Baked Salmon Fillet with 
Beetroot and Quinoa Salad」

レストラン予約などができる
QRコード。ロイヤルティプロ

グラムなどもあり！

栄養士が提供！
健康や栄養バランスが再発見できるレストラン
栄養士が提供！
健康や栄養バランスが再発見できるレストラン

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
オ
ー
ナ
ー

の
マ
ー
テ
ィ
ン
さ
ん

Pocket Page Weekly 21 February 2014 No. 42324B

香港グルメ


	P13 Imandarin_423R
	P14 AD_423L
	P15 Life SUP Yoga_423R
	P16 Property_SANPO 423L
	P17 AD_423R
	P18 Health_DrYoung_423L
	P19 Health_fit_423R
	P20 Shopping Joyrich_423L
	P21 AD_423R
	P22 OKADA_423L
	P23 Mr.Steak_423
	P24 Gourmet EATRIGHT_423L

