
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！

競争であって競争でない…
イチロー、それでも挑戦 （4月7日）

米球界で「絶滅種」　
田中将大の決め球スプリット （4月6日）

3位〜10位は・・・

弊紙18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 : http://pr.nikkei.com/overseas/
※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:HKPW2014]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 4月5日～11日

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

日経電子版で
毎週更新中！
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　香港でメガネのトータルサポートをしてくれる、メガネのパリ･ミキ。日
本と同じサービスが受けられることで人気の同店だが、この度太古城に
あるAPITAのグランドフロアから、同じくAPITAのB1フロアへ移転オー
プンした。普段使いのメガネはもちろんのこと、遠近両用メガネ、子供用
メガネ、さらにはコンタクトレンズも扱っている。
　メガネを初めて作る人の中には、勝手が分からず不安を覚える人も
いるかもしれないが、同店ではそのような方も大歓迎！分かりやすく丁
寧に説明をしてくれるため、「初めてのメガネ」でも安心して買うことが
できるのだ。予約が必要だが、全て日本語で対応してくれるのも嬉しい。
また、同店ではお子様向けに、メンテナンスのしやすい「こどもメガネ
セット」という商品がある。バリエーション豊富なフレームと、割れにくく

傷がつきにくいプラスチックレンズがセットになっているため、遊び盛り
のお子様にもぴったりだ。
　最近目が悪くなったかな？という方や、お子様の視力が心配な方は、
さっそく同店で相談してみよう！

メガネのパリ・ミキ、移転オープン！
視力の事情を全力でサポート！

メガネのパリ・ミキ
住所：APITA B1/F., City Plaza 2, 
       18 Taikoo Shing Rd., Quarry Bay
電話：(852)2366-7052(松影まで)
時間：10:00～22:30

和モダンも香港スタイルもおまかせ
内装設計「葵ホームズ」

　内装デザインと日本家具の販売を手掛ける「葵ホームズ」。落ち着い
た和の雰囲気から、ゴージャスな香港スタイルの空間作りまで、得意分
野は幅広い。個人宅の内装だけでなく店舗デザインも行っており、照明
やインテリアなど細部に至るまでセンスの光る空間設計をしてくれる。
　日本の大手メーカーと共同で家具を開発した経験もあり、その評判
はお墨付きだ。同社が販売する日本式の家具は、香港外でも人気があ
り、ロシアやヨーロッパ諸国からもわざわざ買い付けに来る顧客がい
るそう。
　そんな同社のイチオシ製品は、レトロ調のソファ。クラシックなデザ
インだが、モスグリーンのカバーがソファーをモダンに見せる。カバーは
温かみのある綿、またはタフな印象のPVCから選べる。

　オーナーのタクミさんは日本語が堪能。「インテリアで困っているお客
様がここ1か所ですべての問題を解決できる場所にしたい」と語る。何か
インテリアでお困りのことがあれば、ぜひ一度お店で相談してみよう。

葵ホームズ
住所：Rm. 1732, 17F., Pacific Trade Centre, 
        2 Kai Hing Rd., Kowloon Bay
電話：(852)5301-0238 担当 タクミ(日本語窓口)
ウェブ：www.takumiconsultant.com
メール：howard@takumiconsultant.com
スマートフォン専用アプリ：AOI Furniture Smart

香港トピックス
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　ジーンズにタンクトップ、Tシャツにワークブーツというワイルドなスタ
イルでタップダンスを見せる、形破りなスタイルを創り上げた｢TAP 
DOGS｣。1995年、オーストラリアシドニーでの衝撃的な初舞台以来、96
年のロンドン(ウェスト・エンド)、97年のニューヨーク(オフブロードウェ
イ)を始め、北米、UK、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアなどで世界中の
1億人以上を動員。上演のたびにチケットがすぐに売り切れとなるなど、
今も変わらずそのエキサイティングなパフォーマンスで観客を魅了し続
けている。
　そんな彼らが、1999年の初の香港公演で以来14年振りの来港で、5月
20日(火)～25日(日)の6日間に8公演でパフォーマンスを披露する。演劇、
音楽、ダンスがミックスされたエネルギー溢れるパフォーマンスは子供
から大人まで全ての人が楽しめるだろう。
　彼らの踊るタップダンスは独創性に溢れている。逆さまにぶら下がっ
て天井に取り付けたブレートでタップを踏んだり、飛び散る金属の火花
の中でタップを踏んだり、長靴を履いて水面でタップしたり、エフェク

ターとブレートを接続して6人のステップでハードロックを演奏したり
と、今まで誰もやったことのないタップダンスである。形破りで個性的な
ダンスで世界中に衝撃を与え続けている｢TAP　DOGS｣の貴重な香港公
演、ぜひお見逃しなく。

演劇・音楽・ダンス・観客が一体となって劇場を駆け抜ける！！
｢TAP DOGS｣14年振りの来港！

TAP DOGS
日程：5月20日(火)～25日(日)
場所：Lyric Theater, Hong Kong Academy for Performance Arts
公演スケジュール：火～金　19：45～、　5月24日(土)　14:00＆19:45
　　　　　　　　25日(日)　14:00＆　7:30
チケット料金：HKD850(VIP)、HKD550、HKD350
チケットお求め方法：電話：(852)3128-8288
インターネット：www.hkticketing.com
 店頭：K11 Select, Tom Lee Music outlets, 
      　Hong Kong Academy for Performing Arts 他

｢ハロー!純一｣香港上映
子供たちによる、子供たちのための、ラブコメディ

　2011年の作品、｢スマグラ―お前の未来を運べ｣の監督で知られる、
石井克人氏が｢世界中の子供たちに映画や映画館を好きになってもら
いたい。だから子供たちにプレゼントを贈る気持ちで｣という想いで作ら
れた映画、「ハロー! 純一」。
　純一は、密かに大好きな前田さんに借りた消しゴムを返せず、モジモ
ジするような、内気な小学生。いつも個性バラバラの、仲良し6人組と一
緒に学校生活を楽しんでいる。そんなある日、純一のクラスに教育実習
生のアンナ先生がやってくる。ピンヒールにミニスカート、デートの話ば
かりでまともに授業も進まない。アンナ先生は純一の大切な消しゴムを
取ったり、いじわるもするけれど、なんだかやさしかったりもする。そして

仲良し6人組のうちの一人、倉本の悩みをアンナ先生が知ったことから、
純一たちはある“イベント”決行のために走り出す・・・！
　子供だけでなく、大人も子供になれる映画。親子で観賞してみてはい
かが？

ハロー!純一
5月8日公開
監督：石井克人
出演：満島ひかり、池脇千鶴、加部亜門ほか
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今週の香港ピックアップ

イカの甘みと透き通って輝く身が自慢！
　スプラウトグループが手掛ける、他店では出せない活イカを売りにする居酒屋「イ
カセンター」がこのほど、コーズウェイベイ（銅鑼湾）にて海外初となるお店をオー
プンした。
　ヤリイカ、スルメイカ、アオリイカ、スミイカなどを季節ごとに産地を変え、各地の漁
港から独自のルートで仕入れて、日本から毎日直送している。イカを中心に各種の鮮魚
を使った料理を提供。活イカ造り(HKD438～698)をはじめ、名物いか天ぷら(HKD98
～)、イカと青菜のカルボナーラなどのイカ料理のほか、さざえの天ぷら(HKD188～)な
どオリジナルメニューを提供している。舌鼓を打つ鮮度をさっそく味わってみよう。

イカセンター
香港店オープン

ワンダーランドのような音楽世界へようこそ
　世界の音楽シーンにおいても一目置かれる存在である中国の女性

アーティスト「薩頂頂（サー・ディンディン）」。来たる5月25日、九龍湾で

「幻境（ワンダーランド）」と命名された一

夜限りのコンサートを開催！彼女の独特な

音楽は世界中で認められ、2008年には英

BBC世界音楽大賞を獲得。今後大注目の

アーティストだ。

薩頂頂
香港ライブ開催

5月25日

Star Hall, 3/F, KITEC, Kowloon Bay
20:00～
HKD480、HKD380、HKD280、HKD180

22/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., CWB
18:00～24:00
(852)3904-3533
www.ikacenter.com

潤いあふれる透明美白肌をゲットしよう
　日本でスキンケア部門5年連続売上げ上位を誇る肌ラボから、新しく
薬用美白化粧水｢白潤｣が登場。たっぷりの保湿成分ヒアルロン酸に加

え、美白有効成分のアルブチンを配合。メラニン
の生成を抑え、シミそばかすを防いで潤いに満ち
た透き通る美白肌を実現。たった14日間の使用
で肌の変化が実感できるはず。

肌ラボ
白潤 薬用美白化粧水

発売中

Shore
ステーキラウンジテラス

今晩はお肉を豪快に食べたい気分！？ 
　ステーキレストラン｢Shore｣では、シェフのアントニーさんが季節の食
材を取り入れたエキサイティングな新アラカルトメニューを提供中。自

慢のウェット・エイジング、ドライ・エイ
ジングステーキに加え、ポークやチキンな
どのメニューもたくさん。お肉好きにはた
まらない。ラウンジ席の素敵な雰囲気も
楽しんでみて。

3/F.&4/F., the L. place, 139 Queen’s Rd. Central
ラウンジ＆テラス席　
月～金　12:00～深夜　土～日　16:30～深夜
ダイニング席　
月～金　12:00～15:00/18:00～22:30
(852)2915-1638
shore.com.hk HKD135/ 170ml

NOVOTEL HOTELS
新アフターヌーンティー

9月末まで

伝統的なイギリスの味わいを
　様々な種類のアフターヌーンティーが溢れるここ香港で、伝統的なイ
ギリススタイルを貫くNOVOTEL　HOTELS。同店の新メニューはフォアグ

ラが主役。レーズンとラム酒で仕上げた大
人味のスコーン、バルサミコ酢漬けのぶ
どうのトーストがシェフのイチオシだ。ベ
ルギー産チョコケーキとイタリアンチーズ
ケーキも贅沢な午後に最適。

Tasca Bar, 1/F., 348 Nathan Rd., Kowloon
15:00～17:30
(852)3965-8789
www.thesquare.com.hk
HKD208/2人
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■ビフォア「重慶大廈」と名前の由来
　重慶大廈ができる前の1920年代、現在地には重慶市場というマーケットがあった。観光客と駐在のイギリス
人向けに、海外から輸入した商品を販売する店舗が約30軒、軒を連ねていた。市場は40年代初期に一旦閉鎖さ
れるが、1945年に再開された。しかし、1958年に蔡天宝氏をリーダーとする福建人たちが、その土地を購入して
大型ショッピングモールと高級マンションの建築に着手する（重慶大廈オフィシャルウェブサイトより）。「重慶大
廈」と名づけられたのは、元々重慶市場があった場所だったこと、また、中国の都市「重慶」が北京以外にもう1つ
の首都とされた時期があり、それを記念するためだったといわれている。

■60年代「憧れの高級マンション」　
　現在のイメージからは想像できないが、当初の位置づけは個人向け高級住宅。ネイザンロードに面した便
利なアクセスと、海景が眺めるロケーションなど高級マンションとしての要素を備えていた。さらにまだ高層ビ
ルが少ない60年代に、50メートルを越え17階もある重慶大廈は、それだけで存在感があった。開業初期は中
国人オーナーの店が80%を占めていたが、20%だけだった少数民族オーナーの店は敏腕な経営で注目され
ていたらしい。
　エレベーターがついているショッピングモール、高級ジュエリー店、香港初の日本スタイルナイトクラブなど、ま
だ経済が発展途上だった当時の香港で、贅沢なエッセンスが集められていたと言っても過言ではない。しかし、防
火扉が常にロックされていることやビル管理の怠慢さから後に「高級マンション」の冠が取られることになる。

■70年代「バックパッカーの聖地」　
　70年代に入って、高級住宅の機能が段々ゲストハウスにシフトしてくる。元々そこに暮らしていた香港人家庭
が他の場所に移り、より多く稼げることからホテルを経営するようになった。ホテルは比較的安い値段で設定さ
れたため、世界各地からやってくる若い観光客には魅力的だった。さらにいくつかの旅行雑誌で紹介されたこと
で、人気に火がついた。
　現在、ビル内には非常に多くのゲストハウスが密集しており、香港には安宿が少ないこともあって毎日世界中
の旅行者で賑わう。値段の安さを重視するアフリカ、南アジア系の利用者が多い1泊HKD70程度のドミトリーか
ら、ホテルに近い設備を備えた1泊HKD400程度のもの（ゲストハウスではなく「酒店（ホテル）」の名を冠してい
るものもある）まで様々である。高層階には前者、低層階には後者が多い傾向にある。以前は予約を受け付けな
い宿が多かったが､近年は中国大陸からの観光客の急激な増加によりオンラインで予約必須の宿が増えてきて
いる｡

■80～90年代「ダークなイメージが定着」　
　60年代に開業して以来よく起こる火事が、看過できない問題となってくる。世界中に注目される事件は1988年
2月に起きた。デンマークからやってきた観光客は火事で逃げ遅れ、布団を抱いて11階から飛び降りて亡くなっ
た。この火事による彼と他の11人の死亡は、ローカルだけでなく、海外のマスコミにも取り上げられた。

　90年代は現在の重慶イメージが定着した時期だった。日本でも有名な映画作品「恋する惑星（1994）」の舞台となり、麻薬取引や殺
人事件などの暗いイメージが、ローカルの人にも深く刻み込まれた。また、この時期から、過去になかったモバイルの販売も始まる。

■21世紀「イメチェン進行中」　
　香港人に重慶大廈についてたずねると、「行けばきっと迷う」「カレーは美味しいけど、自分1人ではあまり入れないね」「軟派なインド
人にナンパされちゃう」などと評判は芳しくない。実際には2000年代以降警備が強化されている。A座3階に警備員詰所が設けられ、グ
ランドフロアでも親切な警備員がインフォメーションセンターで対応してくれる。そして長期に渡って問題となっていた強引な客引きも
2008年末から規制の強化が行われ、以前よりは悪質な客引きは大幅に減っている。そのため、安心で訪れる場所へ進化しつつあるは
ず…。また、今回の特集でも紹介するが、周辺におしゃれなショッピングモールがいくつか開業している。時代の流れによって、ダークな
イメージに染められていた場所も少しずつ変わってきている。

香港ド真ん中の
“無国籍ビル”

重
慶
大
厦

大
解
剖

華 し々いデビューから一転
涙なくして語れない重慶ものがたり

この小説に
登場！

このドラマ・
小説に
登場！

この映画に
登場！

ナイン・ドラゴンズ（２００９）
Nine Dragons

恋する惑星（1994）
（原題：重慶森林、Chungking Express）

深夜特急
（小説：1986～1992   ドラマ：19９6～199８）

　アメリカ推理小説作家マイクル・コナリーによる、刑事「ハ
リー・ボッシュ」の活躍を描くシリーズの15作目。
　南ロサンゼルスで酒店を営む中国人が殺された。背後に
は、みかじめ料をとる中国系犯罪組織・三合会（トライアッド）
の存在が。報復を恐れず追うボッシュの前に容疑者が現れ
る。その身柄を拘束した直後、香港で前妻と暮らすボッシュの
娘が姿を消す。ボッシュのもとに娘が監禁されている映像が
届く。監禁映像の背景にあったのは九龍島の繁華街、チム
サーチョイ（尖沙咀）であることが判明。一番大きなヒントと
なるのが、犯罪の温床として知られる「重慶大廈」だった。誘
拐された娘を救うべくボッシュは前妻とその恋人の力を借り
香港を駆け巡る。しかしボッシュの人生最大にして、最悪の悲
劇が起こる。娘は救えるのか？裏で糸を引いているのは誰だ。
　コナリーはこの作品のリサーチのために香港を2度訪問。
ボッシュが娘を探しまわったように、小説の舞台にできる場
所を探して歩き回ったそうだ。｢この作品のアクションは、活気
のある街の雰囲気が加速を続ける、香港そのものだ｣と語る。

　作家・沢木耕太郎による紀行小説「深夜特急」。香港を舞台に
した物語は第1巻で描かれている。この本をバイブルに香港を
旅する人も多い。
　インドまで行くフライトの経由地として滞在した香港、バンコ
ク、そして、インドのカルカッタからロンドンまでを、バックパッ
カーとして旅した筆者自身の体験に基いて描かれている。
　1993年に第2回JTB紀行文学賞を受賞作のドラマ化も。ド
キュメンタリーとドラマを複合させるという試みで、1996年か
ら1998年にテレビドラマ化され、その際、重慶大厦内のゲスト・
ハウス「快楽招待所」が撮影に使用された。この時、主演の大沢
たかお、他のスタッフが実際に宿泊した「龍匯賓館（ドラゴン・
イン）には「深夜特急」のポスターがまだ飾ってあるらしい。

原作：沢木耕太郎
出演：大沢たかお、松嶋菜々子（声の出演）
　　  キャシー・チャウ（周海媚）、そめやゆきこ、三田村周三ほか
ゲストハウス　ドラゴン・イン（日本語あり）
ウェブ：www.dragoninn.net/photo1.htm

　香港映画「いますぐ抱きしめたい」「欲望の翼」で知られる、90年代を代
表する映像作家のウォン・カーウァイの作品。ある二組のカップルの出会
いをめぐるドラマを独自の語り口と映像感覚で綴っている。
　ストーリーは前半と後半にわかれている。前半は複雑で暗い重慶大
厦が舞台。麻薬密売人の金髪女性と刑事223号の妖しく陰鬱な出会い
を描いている。刑事223号を演じた金城武はこの映画をきっかけに
日本でも大ブレイクした。後半はセントラル（中環）が舞台。恋人と
のすれ違いが続く警官663号（トニー・レオン）が飲食店の店員フェ
イ（フェイ・ウォン）と出会う。やがて警官663号の日常に不思議な
ことが巻き起こる。そして2人の関係は…。
　監督はこの映画のを製作する際、どこで撮影するか具体的な
アイデアがあったそうだ。そのひとつが、自らが育ったチムサー
チョイ（尖沙咀）、中国人が西洋人と交わる、香港独特な場所。｢重慶大厦は
伝説的な場所で、異種の文化が混合し、そこで暮らす人々の関係は複雑。人
口が過密で過度に活動的なこの場所は尖沙咀そのものといえる｣と語る。

監督:ウォン・カーウァイ
出演:トニー・レオン、フェイ・ウォン、ブリジット・リン、金城武

香港を代表するショッピングの街、チムサーチョイ（尖沙咀）の真ん中にありな
がら、異色の存在となっている重慶大廈（チョンキンマンション）。古い香港の雰
囲気を今に伝える建築物と、ビル内に密集する安宿に暮らす多国籍な人達に
よって描かれる複雑な人間模様は、今はなき巨大スラム街「九龍城砦」を彷彿さ
せる。その混沌とした魅力により、いくつもの映画や小説の舞台ともなってい
る。ビル内には「1ヵ月間外に出なくても暮らせる」といわれるほど、宿から生活
用品店、レストランまで揃っているという。また、「重慶大廈＝カレー」というイ
メージが強いが、本当なのだろうか？　今回の特集は、そんな重慶大廈を徹底
解剖。現地取材を敢行し、多くの人をひきつけてやまない魅力に迫ってみた。
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Femal ToiletMale Toilet

Staircase 7

Staircase 8

Staircase 10Staircase 6

Staircase 5

Staircase 3

Staircase9

Staircase 4

Information

To 1/F

To 1/F

Staircase 2

Staircase 1

Lift Lobby C Lift Lobby E

Lift Lobby B Lift Lobby D

Lift Lobby A

Wood House

Main Entrance

両替両替

雑貨店では「噛みタバコ」やインドのヘアケア商品
を売っている。小袋に入った噛みタバコ（HKD1～）
は袋を振ったあと、封をあけて口の中に入れて
噛むだけ。どんな味？　編集部スタッフの体験談
によると、「石のように堅い。インドのお香を噛ん
でいる感じ」とのことで不評だった。

両替商がズラリ。店によっ
て微妙に交換レートが違
う。重慶大廈で両替すると
ホントに安いのかな？　
編集部の検証はP10へ。

安琪公司
ORIENTAL COMPANY（ARTS & GIFT）
東南アジア系お土産店　⇒P09

NEPAL FANCY EMPORIUM
インド・ネパールの民族衣装店
       　　　　　　　      ⇒P09

主に電子主に電子
電子電子

両替両替

カバンカバン

本屋本屋

レストランレストランレストランレストラン ランドリーランドリー雑
貨
雑
貨

時
計
時
計

修
理
修
理

両
替・ア
パ
レ
ル
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子・軽
食
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パ
レ
ル

電
子・軽
食

両
替・ア
パ
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ル

電
子・軽
食

両
替・ア
パ
レ
ル

電
子・軽
食

電
子・玩
具

時
計
な
ど

電
子・玩
具

時
計
な
ど

生
活
雑
貨
系

生
活
雑
貨
系

雑貨・電子・
アパレル･･･など。
ちょこと両替が一軒

雑貨・電子・
アパレル･･･など。
ちょこと両替が一軒

靴靴

生
活
雑
貨
系

生
活
雑
貨
系

DVD店。インディアン
DVDがビッシリ！　
さすが映画大国インド。

イスラム系衣料品店。
モスク周辺で見かける
涼しげな男性服や子供
服を売っている。

カラフルな食べ物はパキスタンのス
イーツだそう。バルフィ（BURFI）はミル
クを使ったあまーいお菓子で、砂糖菓
子のよう。

おもちゃ屋の奥では布団も
売っている。その隣は靴屋
さん、対面は文具屋さん。ここ
にくれば何でも揃う。

YGS CYBER world /YGS Tours & Travels
インターネット･トラベルサービス　⇒P09

子供用のドレスも販売。

テイクアウト用のカ
レーやチャーハンな
ど売っている食べ物
店も多い。カラフルな
スイーツの横には春
巻のような揚げ物も。

2階にはモバイル、パソコンなど電子部品を扱う
店が多く軒を連ねる。

レストランレストラン電子電子

モバイル・

電子系

モバイル・

電子系

モバイル・

電子系

モバイル・

電子系

モバイル・

電子系

モバイル・

電子系

包装資材包装資材
衣料衣料

モバイル・電子系モバイル・電子系

主
に
右
側
に
モ
バ
イ
ル
を
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
、

左
側
に
イ
ン
ド
系
レ
ス
ト
ラ
ン
が
並
ぶ
。

主
に
右
側
に
モ
バ
イ
ル
を
扱
う
シ
ョ
ッ
プ
、

左
側
に
イ
ン
ド
系
レ
ス
ト
ラ
ン
が
並
ぶ
。

KK茶餐廳
香港ローカルレストラン　⇒P09

Morning Star
DVD・香水・ギフトショップ　
⇒P09

Maharaja Provision Store
インド系ミニスーパー　⇒P09
Maharaja Provision Store
インド系ミニスーパー　⇒P09

床屋。メンズカットはHKD50、
子供のヘアカットはHKD40。

床屋床屋

床
屋
床
屋
ト
ラ
ベ
ル

ト
ラ
ベ
ル

包
装
資
材

包
装
資
材

旅行に行きたくなったらこの
スポットへ。トラベル会社が数軒。
旅行に行きたくなったらこの
スポットへ。トラベル会社が数軒。

1/F.

G/F.

 

重
慶

    
大
厦

特集

　格安に泊まれるゲストハウスが多くあり、世界各国のバック
パッカーの集う生活の場となっている重慶大廈。一方で、お金
を持たない多国籍の人達が集まるため、犯罪も多発する場所
としても知られる。「汚い」「危険」といったダークなイメージで
話題となっているスポットを一目見ようと訪れる人も。でも、出
かける時は用心するにこしたことはない。そんな注意点をまと
めておこう。

❶ 2人以上で出かけよう！
　特に女性は興味本位で1人でフラフラで出かけないように
しよう。しかし、PPW編集部周辺には１人でゲストハウスに泊
まっていたという勇敢な女性もいる。

❷ 高価なモノは身についていかない
　「私はお金持ちなのよ～」といわんばかりに、ゴージャスに

指輪、ネックレス、時計などをつけていくと、ターゲットにされ
かねない。

❸ セクシースタイルはご法度
　蒸し暑い夏を乗り切るにはぴったりのショートパンツにタン
クトップ。でも、あまりにもセクシーなスタイルは目立ちすぎる
かも。スカーフをはおるなどの配慮を。

❹ 目的地の場所を事前にチェック
　美味しいカレーを食べに行く場合などは、ビルの見取り図
を確認し、エレベーターの場所、店がA～Eのどのブロックにあ
るかを調べておこう。最短ルールで行けば憂いなし!?

❺ 何かあればガードマンにSOS
　エレベーター周辺などはガードマンが立っている。彼らがど
こにいるかをチェックしておき困ったときは相談しよう。

❻ 客引きは徹底的に知らんぷり
　気のいい日本人は客引きに声をかけられると、立ち止まっ

たり、チラシを受け取ってしまったりしがち。そんな反応を見せ
ると、他の客引きも群がり、身動きがとれなくなる。

❼ エレベーターを使う時は時間に余裕を持って
　エレベーターは偶数階・奇数階行きが１台ずつ。重たい荷
物を持って乗る人もいるため、すぐに定員・荷重オーバーに。
特に上層階から降りてくるときはかなり時間がかかる。

❽ 非常事態をまねきそうな非常階段
　エレベーターがなかなか来ないとなると、階段を使いたく
なるのが人情。でも非常階段は薄暗くて人気がないので使わ
ないほうがいい。

❾ ニセモノも多いと心得よ
　ブランド時計やスマホがずらりと並ぶショップも多い。だが、
その真贋や性能を見極めるのは難しい。自己責任で購入し、製
品にトラブルがあったときに対応をしてもらえるのかも確認し
ておこう。

重慶大廈に行く時の
注意９カ条

迷子にならないための探険用マップ
複雑な内部構造で、「入ると迷っちゃう！」という声が多い。とくに目に慣れない店や、耳に慣れない言葉の世界に入ってしまうと、
迷子になった気がするのもしょうがないかな。そこで、PPW編集部がビルの1・2階を徹底探索してマップを用意した。
1つのジャンルに限らず、重慶大廈を解読できる店もラインアップ。出発する前に、探険の注意点も読んでほしい。

複雑な内部構造で、「入ると迷っちゃう！」という声が多い。とくに目に慣れない店や、耳に慣れない言葉の世界に入ってしまうと、
迷子になった気がするのもしょうがないかな。そこで、PPW編集部がビルの1・2階を徹底探索してマップを用意した。
1つのジャンルに限らず、重慶大廈を解読できる店もラインアップ。出発する前に、探険の注意点も読んでほしい。
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 一度は食べてみたい重慶カレー
ミニインディアタウンとも称される重慶大廈には、本場インドカレーが食べられるショップが軒を連ねる。
「食べてみたいけれど、本当に美味しいの？　どこへ行けばいいの？」という方もいるだろう。
そこで、編集部が舌と目と足をフル活動させて厳選したショップを紹介しよう。

ミニインディアタウンとも称される重慶大廈には、本場インドカレーが食べられるショップが軒を連ねる。
「食べてみたいけれど、本当に美味しいの？　どこへ行けばいいの？」という方もいるだろう。
そこで、編集部が舌と目と足をフル活動させて厳選したショップを紹介しよう。

腕自慢

ショップ
の

競演！

　エレベーターを降りると金色のサ
インが目の前に。入りにくい雰囲気
のドアには｢Members Only」とある
が、ご心配なく。メンバーでない人
は、用紙に必要事項を記入するだけ
で即メンバーに。オープンして23年、
ネットで口コミを聞きつけたお客さんで賑わっているそうだ。
　お店のオススメは「サモサ（Samosa）」、中身は野菜と肉の2種類あ
る。後は｢タンドリーチキン（Tandori Chicken）」と「チキンティカ
（Chicken Tikka）」。作り方は同じだが違いは、「タンドリー」は骨付き、
「ティカ」は骨なし。お店によると、日本人に人気なのは「タンドリーチ
キン」、「チキンカリー（Chicken Curry）」、そしてオクラの入った

「ビンデーマサラ（Bindi Masala）」だそうだ。ビールは提供している
が、それ以外のアルコール飲料は無料で持込み可。

Khyber Pass  (咖喱王)
電話：(852)2721-2786
営業時間：月～日、12:00～15:00、18:00～23:30

創業23年の老舗人気店
Khyber Pass（咖喱王）

創業以来勤務している
ワズ氏

エレベータを降りると
目の前に見えるサイン

タンドリ―チキン
(Tandori Chicken)

　ドアをくぐると青いライトで照らされた店内がちょっと怪しい
雰囲気のこの店は北インド料理のお店。
　一押しの料理は「ミックスグリル（Mixed Grill）」、肉と魚の4種
類の料理が1つのお皿に。他には「サモサ（Samosa）」や「ガー
リックナン（Garlic Nann）」も人気のメニュー。初めてで何を頼ん
でよいか悩んでしまうお客さんにはセットメニューも用意され
ている。ソフトドリンクのみの提供だが、ビール、ワ
インなどのアルコールも持ち込み無料。
　料理の品質を高く保ち続け、楽しんでもらったお
客さんがまた戻ってくるように心がけているという。
その結果が、香港のグルメサイトでオススメのイン

ド料理レストランの上位に
ランクインするのだろう。

Wakas Mess （華加士餐廳）
電話：(852)2721-4055
営業時間：月～日11:00～15:00、17:30～23:00

ローカルに人気のお店
Wakas Mess

　エレベーターを降りて右手のドアを開けると、突き当たりにある
お店。シンプルな店内には窓があり、日中は自然の光が差し込み、と
ても明るい。インドとパキスタンの料理が楽しめる。入り口に

「Members Only」とあるが、メンバーでない人も快く迎えてくれる。
オススメは鶏を丸々一羽焼いた「タンドリーチキン（Tandori Chicken）｣、

「ラムカレー（Lamb Curry）」。カレーは柔らかく煮込まれたラム肉と
カレーソースの相性がピッタリ。口に入れた後、時間差でやってくる
喉の奥で感じる辛さは癖になりそう。メニューには「ブレインマサラ

（Brain Masalah）」のようなビックリ料理もあれば、「BBQクエイル
（BBQ Quail）」、金曜日の
み 提 供される「ナハリ

（Nahari）」など、他の店で
はあまり見かけない品々
も。飲み物はソフトドリン
クのみで、アルコールは持
ち込みも禁止。

Sedique Halal Mess
電話：(852)2367-4445
営業時間：月～日、12:00～15:00, 18:00～22:30

窓からの景色も楽しめる??
Sedique Halal Mess

オーナーのセディキ氏。調理
も担当している北インド

重慶マンションには珍しい
窓からの景色

A座
6/F.
A3室

インド
パキスタン

ラムカレー(Lamb Curry)

E座
7/F.
E2室

B座
4/F.
B5室

サジット氏。3年勤務

チキンティカ(Chicken Tikka)

店の外観

　シンプルな茶色いドアが目印のこの店は、
22年の歴史を持つレストラン。”Members 
Only”の看板があるが、メンバーでなくても入
店できる。広東語のメニューには、辛さ(辣)の
レベル(無、小、中、大)が記載され、料理を選ぶ
際には参考になる。また、日本語が話せるス
タッフもいるので、困った時は助けてくれる。ア
ルコール類はインド「Kingfisher」を含む各種
ビールをはじめ、ワイン、スピリッツに至るまで揃っている。人気は

「チキンマサラ（Chicken Masala）」、「マトンデリスペシャル（Mutton 
Delhi Special）」、「サグパニャー（Sag Paneer）」 だそうだ。他にも、数々
の定番料理が並ぶメニューには102品が掲載されている。
　メンバーになるのはとても簡単。必要事項を記入するのみで会員
費も必要ない。

The Delhi Club (新德里餐廳)  
電話：(852)2368-1682
営業時間：月～日、12:00～15:30、18:00～23:30

日本語が話せるスタッフがいるお店

　どこかのお宅のダイニングルームに入り込ん
だような店内。これは“家で食事をするような気分
で”という店主の気持ちの表れ。ここは完全なベジ
タリアン、肉料理は一切提供されていない。
　インド北部のパンジャーブ地方の料理を提
供。菜食主義でありながら、根菜は食さないジャ
イナ(Jain)教徒のための料理も作る。作り置きせ
ず、料理はすべてオーダーを受けてから作るの
で、ジャイナ教徒以外にも、苦手な物、あるいはアレルギー食材等のリクエストにもできる限り

応えてくれる。日本語のメニューもあり、壁には料理の写真も貼られている
ので安心だ。野菜だけでこれだけの種類の料理ができるのかと驚かされ
る。朝食メニュー、セットランチも用意されている。オススメは「スペシャル
カダイ（Special Kadai）」。｢Kadai」という鍋を使って作った煮込み料理。
　オーナーは、日本人と日本が好きと語る親日家だ。日本に3か月間滞在し
た経験があり、度々日本へ訪れるそうだ。

Smart Pure Veg （印度素食菜館）
電話：(852)2369-5762
営業時間：月～日　10:00～15:00、18:00～23:00

日本語のメニューもあるベジタリアン専門店

サジット氏。3年勤務

パンジャーブ地方

Smart Pure Veg（印度素食菜館）
B座
5/F.
B5室

オーナーのシン氏。
ターバンに長いひ
げが印象的

　伝統的な北インド料理を提供し続け40年になるこのお
店。電飾が輝く、赤い看板のエントランスが目印。
　料理は作り置きせず、オーダーが入ってから作るそう
だ。新鮮な素材にこだわり、例えば、「ヴィンダルー

（Vindaloo）」にはチリパウダーではなく、新鮮なタイのチ
リをすりつぶして使用。自家製のプレーンヨーグルトを
使った「マンゴーラッシー（Mango Lassi）」は自然の甘み
が感じられ、すっきりとした口当たりだ。ラッシーに新鮮
なヨーグルトが使用されているかを見極めるポイントを
教えてくれた。ドリンクの濃度はサラサラした感じで薄
め、そして甘すぎない。濃く、甘すぎるものには粉末ヨー
グルトが使われていることもあるらしい。お店のオススメ
の「チキンティカマカニ（Chicken Tikka Makhani）」は他
の店がソースにトマトペーストやケチャップを使うところ
を、ここではフレッシュなトマトを使用している。トマトの
風味が広がり、辛みは少し遅れてやってくる。辛さは調節
してくれるので、辛いのが苦手な人も安心できる。
　アルコール類も提供されているので、スパイシーな料
理によく合うビールもオーダーできる。

Taj Mahal Club（皇宮印度餐廳）
電話：(852)2722-5454
営業時間：11:30～15:00
　　　　  18:00～23:30
ウェブ：www.tajmahalclub.com.hk

マハラジャの舌も唸らせる！？

チーズのカダイ(Paneer Kadai)

B座
3/F.
4室Taj Mahal Club （皇宮印度餐廳）

北インド

チキン･ティカ･マカニ
(Chicken Tikka Makhani)

店の外観

The Delhi Club（新德里餐廳）
C座
3/F.
3室

北インド

エビのカレー(Prawn Karai) 

勤続10年のジェームス氏

店
の
外
観

北インド
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重
慶

    
大
厦

特集

掘り出しグッズ、サービスをみつけよう！
ショッピングセンターはグランドフロアと1階にある。中に入ると迷路のようで、ちょっぴりドキドキ。
でも、安くていいモノを求める旅行者などに支持されて長年営業してきた店も多い。ここではおすすめのショップを紹介！　
店主は一見無愛想だったり強面だったりするが話してみるとフレンドリーなので、わからないことは聞いてみて！

ショッピングセンターはグランドフロアと1階にある。中に入ると迷路のようで、ちょっぴりドキドキ。
でも、安くていいモノを求める旅行者などに支持されて長年営業してきた店も多い。ここではおすすめのショップを紹介！　
店主は一見無愛想だったり強面だったりするが話してみるとフレンドリーなので、わからないことは聞いてみて！

　「インドのDVD」と「フランス製香水」
という不思議な組み合わせの商品をメ
インに取り扱うショップだが、37年以上
の歴史を持つ。コスメやギフトも取り扱
う。「当初は日本製のライターやペンを
販売していたが、高価になりすぎて扱え
なくなった。ギフトは全部中国製品」と
夫婦で店を切り盛りするバンダナさん。
一番人気は有名なインド映画「ランチ・
ボックス」とセットに なった D V D

（HKD20）。中国人にオーストラリア人の
ほか、日本人も多く訪れるという。

Morning Star
電話：(852)2368-2947
ウエブ：www.morningstarhk.net

「日本人にはインドの石鹸やヘア
ケア商品のほか、線香や仏教
ミュージックが人気。日本には仏
教徒が多いからね」とバンダナ
さん。仏教徒、多かったっけ？

1/F.
Shop
16

　インドのヌードルやビスケット、ピクルス、野菜など
の食品のほか、雑貨やコスメも扱うコンビニ風スー
パー。香辛料をパウダーにしたマサラはお土産にも
ぴったり。これを使ってマッサージをすると、赤ちゃん
がぐんぐん育つというベビーオイルも発見。ちょっと
気になる！ 3代目のブラルさんのおすすめはカレー
のレトルト商品。「ご飯もセットになった商品は家で
気軽にインドカレーが楽しめる。インドのスナックを
添えて食べてもおいしいよ」と教えてくれた。

Maharaja Provision Store
電話：(852)2723-1891

重慶マンションができたときに
移転・開業。3代目店主のブラル
さん

　重慶マンションに入って、
インフォメーションデスクの前
で右折すると突き当たりにあ
る。バックパッカーに便利な
インターネットとトラベルサー
ビスを提供。インターネット関連では、コンピュー
タの修理やソフトウェアのインストールなども行っ
ている。トラベル関連では航空チケットの手配や
ホテルの予約、ディズニーランドやオーシャン
パークのチケットの販売などを手がける。また、ビ
ザ用写真の撮影も行っており、写真を撮影する人
が次々と訪れる。

YGS CYBER world /YGS Tours & Travels
電話：(852)2366-5940、2722-4807

顧
客
の
要
望
を
聞
い
て
対
応
す
る
ス
タ
ッ
フ

の
ジ
ュ
エ
リ
さ
ん

G/F.
Shop
12&12A

インドフード・雑貨を取り扱う
老舗スーパー

イチオシは
香港の風景を描いた絵皿

ビルの歴史を象徴する
ローカルレストラン

　インドやネパールなどの民族衣装「パン
シャビドレス」「サリー（女性）」「クルター

（男性）」などを取り扱う。店頭にはカラフル
な生地や、衣装に合わせてコーディネート
できるイヤリングや腕輪が飾られており華
やかな雰囲気。中国人などがパーティや結
婚式で着るために買いにくるという。オー
ダーメイドで作るドレスの価格はデザイン
等によっても異なるが、店頭に飾られてい
るタイプがHKD300～500。注文してから7
日でできる。いますぐほしいという人のた
めに既製品もある。

NEPAL FANCY EMPORIUM
電話：(852)2367-7144

店主のプリティさんは
1999年よりここで店を構える

パ
ー
テ
ィ
ー
用
に

イ
ン
ド
の
民
族
衣
装
は
い
か
が
？1/F.

Shop
50A

　仏様や招き猫、きらびやかなゾウの置物に、翡翠の腕
輪、中国扇子など東南アジア系のグッズが所狭しと並べ
られている。「45年前は日本人がお金持ちだったけど今
は中国人。お土産用に香港の風景をモチーフにした絵
皿が一番売れる。きれいでしょ？」と店主の謝紹豪さん。
昔は中国の風景を刺繍した布絵など中国のメモリアル
グッズが売れたそう。時代とともに顧客のニーズに合わ
せて商品のラインナップも様変わり。それが店を長く続
いていく秘訣なのだろう。

安琪公司　
ORIENTAL COMPANY（ARTS & GIFT）

日本語も話せる謝さん。1973年に3週間ほど
日本に滞在。「山口百恵の歌がはやっていた
よ」とにっこり

G/F.
Shop
11B

　重慶大廈の食事といえばカ
レーのイメージがあまりに強烈。
だが、意外にもローカルレスト
ラン1軒が静かに店を構えてい
た。ビルのオープンとともに開業
したが、時代の流れに伴い、近所
の店もここのオーナーも何度か
変わってきたという。しかし、
メニューのローカルさはカレー
色に染められることはなかった。一般の茶餐廳によく出てくる料理
ばかりだけど、「近くにはこの1軒だけ」。その安定した味と良心的な
値段で周辺で働いているブルーカラーに重宝されており、欧米人の
常連客もいるらしい。異色な存在である同店から、大廈の古い歴史
に思いを馳せてみるのをいいだろう。

KK茶餐廳
電話：(852)2368-1436、2723-3135

4、5年前からレストランの
オーナーに転身。店を切り盛
りする梁さん

G/F.
Shop
25

1/F.
Shop
80A

身ひとつの旅行でも困らない！
便利サービスを提供

インドカレーのレトルト商品。種類も豊富

店内のドレスを参考に
オーダーしてみては？

日
本
人
に
は
癒
し
系
グ
ッ
ズ
が
人
気

店頭には仏教ミュージックのCDが並んでいる

香港の風景を描いた絵皿はHKD60～

番
外
編
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Q.なぜ重慶マンションに住みましたか？
　最初のイメージは？
　ここに住んだのは、やはりお金がなかったから。最初のイメー
ジは、沢木耕太郎さんの著書「深夜特急」。この本を読んだとき
「行かなきゃ」と思った。実際に行ってみると、観光客も多いし、
店も多く、スタッフも必要以上に優しくて危険性は全く感じな
かった。「深夜特急」では極めて暗い印象だったので、逆に拍子
抜けしてしまった。

Ｑ．ここにはいくつかのゲストハ
ウスがあるが、どういう基準で選
びましたか？
　まずは値段。1泊HKD100で泊ま
れるところを基準にしたが、その予算
で泊まれるところはなかった。最安値
はHKD150。長期滞在で1泊HKD130
まで交渉で落とすことができた。設備
は、1.窓がある、2.洗濯機がある、とこ
ろを探すのがポイント。インターネッ
ト、冷蔵庫、シャワー、トイレなどはも
ちろん必須。

Ｑ．スタッフは怖くなかったですか？
　宿のスタッフはインド人とネパー
ル人がほとんど。彼らは賃金の高さ
を理由に、といっても毎日働いて1ヶ
月HKD5,000くらいの給料らしいが、
「香港で働きたい」気持ちが強い。だ
から、彼らが悪いことをすることはない、と感じた。なぜなら、少
しでも怪しまれることをすれば母国へ帰されてしまうから。イン
ドやネパールの国民性からか、親切なスタッフは多い。
　スタッフいわく、宿のオーナーの中には悪いことをしている
人もいるらしい。オーナーはいくつかの宿を掛け持ちし、多い
人ではHKD50,000くらい給料を取っているらしい。安い給料
で仕事は全部スタッフにやらせて、自分は酒と○と○を楽しん

でいる人も。かつて香港
に出兵してきたネパー
ル人、インド人の子、孫
たちがオーナーのなか
には多い。彼らは香港で
の永住権を持っている
ので、悠々自適に暮らし
ている。ちなみに彼らの
住まいも重慶マンション
内にあるが、かなり広い
ところに同居している。
ただし、彼らが客に変な
ことをすることはないと
感じた。

　おそらく重慶マンションの中で一番気をつけるべきは他の
客。謎めいた客が多い。多くはバックパッカーだが、たまに私の
ように長期滞在している客もいる。怪しいやつがいたら、宿のス
タッフに聞くのが一番。

Ｑ．事件などに遭遇したことは？
　ある日、「今、下の階で、ドア開けたまんま黒人の男が中国人
の女性と○○○してるよ」とスタッフが言っていたことがあっ
た。その女性はよくいろんな男性と寝ているらしい。夜になる
と、インド人とパキスタン人が喧嘩することは多かった。だが、
事件らしい事件は何もなかった。
　私がいた頃は、マンションの入口付近を警察が毎晩見回りに
来ていたので何かあってもすぐに対応していた。パスポートは
必ず持ち歩き、変な時間に、知らない階段、ブロック、フロアー
に行かなければ、基本的に何かに出くわすことはなさそう。

Ｑ．住んでみて感じた良い面と悪い面は？
　テレビもあるし、インターネットもつながる。夏ならクーラーも
あるので男性にとっては何の問題もない。むしろ快適。シャ
ワー、トイレ共同の宿だと女性は嫌かもしれないが、部屋に
シャワートイレがついている部屋もたくさんある。毎日掃除もし
てくれて、ゴキブリが部屋の中に出ることはなかったし、シーツ
や枕カバーも変えてくれる。洗濯機は、洗剤、柔軟剤セットで自
由に使っていいし、扇風機が24時間回っているので室内でもよ
く乾く。ウォータータンクもあるので、いつでも冷たい水、熱いお

湯を手に入れることができる。
　スタッフに頼むと、彼ら御用達の
カレー屋（食堂）に連れてってくれ
る。ここは部屋の1つを食堂のよう
な役割にしてカレーを作っている。
HKD25でカレー、ナン(orライス)、
チキンが食べられる。スタッフのた
めのカレー屋なので、安くて美味し
い。デリバリーもやっている。
　ただ、スタッフは家がない人が多
く、宿の廊下に寝ている。すると、朝
10時に彼らが一斉に起き始め、1
人1人シャワー・トイレに入る。そう
すると2時間くらい彼らによって
シャワー室（トイレもここにある)の
使用が阻まれる。万が一この10時
～12時に便意を催した場合、断固
たる決意で彼らのシャワー室への
侵入を防がなければ地獄を見るこ

とになる。一番の不便なところはエレベーター。5人しか乗れな
い。しかも自分の階に停まるエレベーターは1台(偶数フロア1
台、奇数フロア1台)しかない。長いときには自分の階にたどり
着くまで30分かかることがある。夏だと汗が噴出すこと間違い
なし。

Q.印象に残っている思い出はありますか？
　宿には4～5人のスタッフがいて、掃除や洗濯、客引きを分担
して行っていて、私は毎月末に次の月への宿泊延長の是否を
彼らに伝えていた。滞在して数ヶ月経つころには、「あの日本人
は金を持っている」という間違った噂が彼らの間で広まってし
まったらしい。月末が近づくと、毎晩それぞれのスタッフが思い
思いのもてなしを準備して私の部屋にやってくるようになった。
　あるスタッフはバナナを持ってきて「もし宿泊を延長するとき
は俺に言ってくれ。安くするぞ」と言い、あるスタッフは「酒でも
一緒に飲まないか？」とつまみと酒を持ってきて「延長するとき
は俺に言ってくれ」と。他にもネパール産のお菓子を持ってきた
り、カレーをご馳走してくれたり、変えたばっかりのシーツをま
た変えてくれたり、中には「実家に送金するのにHKD1,000足り
ないから貸してくれないか？」とストレートに頼んでくるスタッフ
もいた。それぞれの国民性や人間性が顕著に現れた出来事
だった。

Ｑ．7ヶ月住んだ後、印象は変わりましたか？
　住む前も住んだ後も、私の中での重慶マンションに対するイ
メージは変わらない。ただのゲストハウスということ。だから「是
非周りの人におすすめしたい！」とも「あそこは行かない方がい
い」とも思わない。ゲストハウスは「行く必要のある人が行くべ
きところ」であって、住むことに何のメリットもデメリットもないと
思う。
　ただ、たとえそこが香港で悪評高い場所であったとしても、そ
こにいるスタッフ、オーナー、他のお客さんたちはみな私たちと
変わらない感情や考えを持ち、それぞれがいろんな背景を持
ちながら、あの建物の中で生活をしているということは住んで
みて初めて分かった。
　「重慶マンションだから怖い」ということはなく、今の世の中ど
こにいたって「怖い」し自分の身は自分で守らなければならな
いということも改めて感じた。「行っても行かなくてもいいとこ
ろ」、また、「行ってみなきゃ分からないところ」も世の中にはたく
さんあって、重慶マンションもまたその1つ。「重慶マンションを
”危ない”の一言で語ることはできない」というのが私の今の印
象である。必要があれば宿泊することは厭わないが、いまはそ
の必要がない。

重慶マンションに住んだ方にインタビュー
”危ない”の一言では語れない
格安で多国籍の国民性に触れられるゲストハウス
”危ない”の一言では語れない
格安で多国籍の国民性に触れられるゲストハウス

重慶大廈の両替ってホントにお得？
　重慶大廈で両替すると交換レートがいいとい
われているが、本当だろうか？そこで、編集部は、
銀行と街中、重慶大廈の両替商の交換レートを調
査してみた（右表の通り）。香港ドルから日本円に
交換したいときは「WE SELL」をチェック。若干だ
が交換レートは重慶大廈に軍配があがった。次に
日本円を香港ドルに交換したいときは「WE BUY」
をチェック。この場合は銀行がお得という結果に
なった。顕著な違いが出たのは人民元の交換
レート。銀行での両替は避けたほうがよさそうだ。

  売出 WE SELL    買入 WE BUY
 銀行 街中 重慶大廈 銀行 街中 重慶大廈
米ドル 7.691 7.78 7.77 7.8162 7.74 7.745
日本円 75.75 75.5 77 77.43 67.5 75.7
ユーロ 10.5881 11.00 10.80 10.8786 10.50 10.65
人民元 0.81 1.26 1.26 0.79 1.24 1.24

両替比較

（2014年4月編集部調べ）

場所
通貨

■住んだ方のプロフィール
・チョンキン太郎さん
  （仮名　※実在の人物です）
・滞在期間：2012年10月～2013年6月
・滞在宿：KOWLOON GUEST HOUSE
・交渉するもダメだった宿：FIRST GUEST HOUSE、
  GRAND GUEST HOUSE、HAPPY GUEST HOUSE

€￥ ＄RMB
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　うどんが好きな人なら必ず知っておきたい1軒、
本格讃岐うどんのお店｢自家うどん｣。
　「うどん県」としても知られる香川県の特産・
讃岐うどん。昔から上質の小麦を生産、品質の
よい「いりこ」が多く取れ、古代から塩の産地で
製塩が盛んだ。小豆島は江戸時代から有数の醤
油生産地として知られる。そのため、讃岐国は「う
どん」作りに適した地だと有名に。さらに農家で代々受
け継がれ、磨かれてきたうどん打ちの技術で作られる
うどんは長年に渡り、愛されている。
　同店では、そんな讃岐うどんを厳選された昆布、イリ
コ、花かつおを使ったスープと一緒に楽しめるメニュー
の数々が用意されている。ぶっかけうどん、ざるうどん、釡
揚げうどん･･･どんな季節でも訪れて欲しいうどん屋だ。

　口コミで爆発的に人気が広がった手づくりクッキーの
「ジェニーベーカリー」。香港土産として購入する人も多
く、街を歩けばロゴ入りの袋を持ち歩いている人をよく
見かける。
　缶一杯に詰められたクッキーはサクサク。クマをモ
チーフにしたかわいらしい缶のデザインは、しばしば変
更になるので、コレクションしている人も多い。週末や休
日は大行列で、並んでチケットをもらわないと購入でき
ないことも。
　編集部は人気の秘密を探るべく、購入した3人に話を
伺った。また、中国に
はジェニーベーカ
リーを購入できるサ
イトもあるそうだ。教
えてくれた中国人女
性は「それほどでも
ないけどね」といい
つつ、しっかり5個
買っていた。

郭さん
中国から遊びに来ました。
中国の検索サイト「百度」
で、香港土産を調べて、この
店を知りました。お土産用
に5個買いましたよ。

スワンさん
シンガポールから家族旅行
で来ました。この店は友達
から教えてもらいました。以
前食べたことがある母も大
絶賛。購入した6個は全部自
分で食べます（笑）。

ジェニーベーカリー（珍妮曲奇）
住所：Shop 24, G/F., Mirador Mansion, 54-64 Nathan Rd., TST
電話：(852)2311-8070
※上環にも店舗あり

　チムサーチョイ（尖沙咀）の繁華街
にほど近い日本料理店「旬菜　富」。在
日本人の間で、本格的な日本料理を食
べたいならここと言われるほど知る人
ぞ知る名店だ。オーナー兼料理長の佐
藤さんは、かつてその腕をかわれ香港
の有名日本料理店の料理長として招

かれた後、12年前に同店をオープンさせた。
　その日入った旬の食材で料理長がメニューを決める「夜の
おまかせコース」はHKD700から。もちろん一品料理もあり、日
本酒によく合うメニューが並ぶ。おすすめは「はまぐりうに焼」。
これからが旬のぷりぷりのはまぐりの上に贅沢に乗った大ぶり
のうにが口の中で溶ける。築地から仕入れる「カツオのたた
き」は、臭みが全くなくさっぱり頂ける。ランチタイムもメニュー
は豊富で、ミニ懐石もあり昼間の接待にも利用できそう。
　客席からは腕をふるう料理人の姿がうかがえ、料理に対す
るこだわりと自信が見て取れる。本格的な日本料理を食べたく
なったら、ぜひ足を運んでみて。

旬菜　富 
住所：G/F., 7-9, Minden Avenue, TST
電話：(852)2366-1078
営業時間：18:00～22:30　ランチ　12:00～14:30　日曜定休
料金：夜のおまかせコースHKD700/HKD1000（サービス料別途10％）

アクセス：広州地下鉄5号線「小北」駅

広州のアフリカ？広州の「重慶大厦」？

　ビクトリアハーバーに面する小さな丘にある
「シグナルヒルガーデン（訊號山花園）」。100年
前の黒頭山という名前から訊號山に改名され、
元々は船舶に向けたシグナル
タワーの所在地だった。その
後1981年に市民のための公
園に整備された。信号を掲げ
たれんが造りの塔が当時のま
ま残っており、1級歴史建築と
指定されている。広場には四
方が反り返った瑠璃瓦風の中国風屋根の建物
も建っている。すがすがしい広場からは、香港
島東側の景色を眺めることができ、あまり知ら
れていない公園を贅沢に愉しむ人々の姿も。

はたまた

「小北」「小北」
　濃厚なアジアの熱気を感じられる香港の「重慶大
厦」。タイプや風景は異なるが、広州にも独特な雰囲
気を醸し出しているエリアがある。それが地下鉄5号
線「小北」駅一帯だ。アラビア文字の看板が普通に掲
げられていたりして、まるで異国に紛れ込んだかのよ
うな錯覚さえおぼえる。地元の人からも、「あそこは中
国ではない！」と言われるほど……。各地から到着す
る中国人で賑わう広州駅と、ビジネス・ショッピング
の街「陶金」という、いかにも広州らしいエリアに挟ま
れているだけに、なおさら強くそのギャップを感じる
のかもしれない。
　このエリアで最も多く見かけるのはアフリカ系の
人々だ。仕入れた衣料品などを運ぶ人、買い物や食
事のために訪れる人などであふれる。アラブ人や回
族なども多く、国内外の様々な人々が行き交ってい
る。こんなエリアだから、様々な地域のグルメを味わ
える。アラビア料理、アフリカ料理、インド料理、トルコ

料理などエキゾチックなレストランが軒を連
ねる。多くは「ハラール」と呼ばれるムスリムレスト
ランで、ラム・マトンやビーフをメインとした料理が味
わえる。ドネルケバブや、ヒヨコマメなどをペースト状
にした「フムス」など、中東料理と出会えるのもココな
らでは！
　小北に来たらぜひ行きたいのが、地下鉄駅から鉄
道の下をくぐって北方面にのびる通称「広州黒人街」

（「宝漢直街」）と呼ばれる通りだ。細く狭い道に人々が
ごった返し、「これぞ小北！」という熱気であふれてい
る。通り沿いでは、「ナン」（中央アジアなどでよく食べ
られるパンの一種）を釡で焼いて売っていたり、ケバ
ブ（羊肉の串焼き）や烤鶏（ローストチキン）の露天商
などがあったりして、見ているだけでも楽しめる。
ちょっと不思議な街「小北」で、広州のまた違った一面
をのぞいてみよう！

旬菜 富

オーナー兼料理長の佐藤さん

〈アクセス〉
Nathan Rd.のホリデーイン・ホテルから、尖沙咀東
に伸びるMody Rd.の中間地点あたりに「緬甸臺
(Minden Row)」という小道がある。その小道を奥に
進むと左手に公園入り口がある。

シグナルヒル・ガーデン

丘から香港東の素敵な眺め

塔の内部も見学できる

緬甸臺にある入り口

大人気の香港土産
長蛇の列のナゾに迫る
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築地から仕入れたカツオのたたき

本格的な和食がいただける
穴場の日本料理店

購入した方に
インタビュー

自家うどん　活方店
住所：Shop 23A & 25 Basement, 
　　  Wood House, 36-44 Nathan Rd., TST
時間：11:30～22:30
電話：(852)2366-6718
ウェブ：www.tasteofjapan.com.hk/jika_udon

自家うどん

 広 州

重
慶

    
大
厦

特集

千年の歴史が詰った
一杯の讃岐うどん

予想外な所に憩いの場所
歴史と香港風景を共に味わえる

重慶大厦周辺のあんな場所、こんなお店
重慶大厦の探検にワクワクドキドキ。でも、緊張してちょっぴり疲れたという人もいるのでは？　
そんな方のために、周辺にある、ほっとくつろげる日本料理店や公園を紹介しよう。
せっかくなので、香港土産として大人気のクッキー屋にもぜひ立ち寄ってみて。やさしい甘さのクッキーを頬張ると思わず笑顔がこぼれる。

重慶大厦の探検にワクワクドキドキ。でも、緊張してちょっぴり疲れたという人もいるのでは？　
そんな方のために、周辺にある、ほっとくつろげる日本料理店や公園を紹介しよう。
せっかくなので、香港土産として大人気のクッキー屋にもぜひ立ち寄ってみて。やさしい甘さのクッキーを頬張ると思わず笑顔がこぼれる。
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香港＆広東 香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
広州営業・販売系/物流・倉庫 広州 RMB15K

国際物流実務上の業務管理、客先窓口（営業）、
日本本社への報告業務等。　1）社内コミュニ
ケーションレベルの普通話　2）営業センスの
ある方。営業経験者歓迎

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 広州 応相談

日系企業向け保険サービス案内、得意先の
フォローアップ＆新規開拓業務。 1）4年制
大学卒業者　2）経験不問、営業センスのあ
る方。普通話できる方歓迎

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルティング

香港/香港島 インテリジェンス
香港20K～25K

会計監査･記帳・税務に関連する問い合わせ
窓口業務。クライアントとコンサルト間の調整。
1)5年以上の就業経験（業界不問）　2)ビジ
ネスレベルの普通話　3)数字に強い方

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 インテリジェンス
香港19K

外資系企業にて、在日本のオンラインゲーム
ユーザ向けのカスタマーサポート業務。 1)社内
コミュニケーションレベルの英語　2)香港にて
就労可能なビザホルダーの方

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
メーカー（機械・
電気・電子）

香港/九龍 30K～35K

電子部品の製造・販売を手がける日系企業
にて、LCDモジュール・電子部品・EMSの新規
開拓営業業務。 1)5年以上の電子部品業界で
の営業経験　2)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 20K～30K

ローカル企業を担当し、既存顧客のフォロー
アップならびに工場との調整・交渉業務。 
1）電子部材業界経験者　2）ビジネスレベル
の英語　3）将来的に日本勤務可能な方

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 応相談

日系法人顧客向けに国際物流パッケージの営業
業務。主にフォローアップ。週に1回程度の華南
地域への出張あり。 1)物流業界での営業経験　
2)コミュニケーションレベルの普通話

香港/九龍 18K～22K インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・
内装・住宅関連

日本本社と頻繁にやりとりをしながらホテルや
チケット手配など日本からの出張者へのきめ
細やかな対応業務など。 1）3年以上のバック
オフィス業務経験　2）コミュニケーションレ
ベルの英語ならびに広東語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25K～30K

電子部品や様々な商材を扱う商社にて、営業
マネジャー業務。工場との折衝・部下のマネジ
メントなど。 1)10年程度の関連業務経験　
2)部下のマネジメント経験　3)ビジネスレベ
ルの普通話および英語の読解能力

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K（応相談）

副資材の既存営業業務ならびに日本本社との
連携業務。顧客は日系企業。週2回程度の華南
地区への出張あり。 1）アパレル業界での営業
経験もしくは香港・広東省での営業経験
2）ビジネスレベルの英語

RGF 香港

RGF 香港

金融/金融・保険 20K～25K香港/香港島

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス職。
在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設サ
ポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ対応。
入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

23K～28K香港/香港島

大手外資系コーポレートサービス企業にて、日系
企業担当窓口を募集。営業お問い合わせに対し、
案件のヒアリング、フィードバック。内部のプロ
フェッショナル、会計士、監査とのコミュニケー
ション。

金融/金融・保険 25K～40K香港/香港島
日系銀行でのマネジャー職。金融リサーチ、金融
規制調査。東アジアの経済情報、金融情報をま
とめ、レポーティング。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/香港島 30K～35K

大手保険ブローカーにての社内SEポジション。
各拠点と連携し、新統一システムの導入。SE
経験者歓迎。

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB12K～深圳

華南でのビジネス拡大による自動化機械の
技術サポート募集。FAメーカーでの営業技術・
技術職経験者、普通話できれば尚可。

インテリジェンス
深圳専門職/物流・倉庫 ～RMB25K深圳 倉庫管理・顧客対応業務。物流経験10年

以上、普通話ビジネスレベル必須。

RGF 香港
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～35K香港/香港島 大手日系通信にての営業職。IT経験者優遇。
営業経験ある方歓迎。

RGF 香港WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 応相談

日系大手WEB広告代理店にて、今後の幹部
候補の募集。香港事務所の立ち上げ、営業。自由
にやらせる社風の為、立ち上げに携わりたい
ビジネスパーソン歓迎。

RGF 香港企画・広報・
経営管理系/小売・流通 香港/九龍 25K～35K

スタッフのマネジメント及びサポート、日本
本社、海外支店との連携及び業者との打ち
合わせ、折衝業務。ホームページ、ブックレット、
チラシ製作に関連する打ち合わせ、連絡業務。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 20K～30K

日系半導体商社にての営業職。中国内のお客様
をハンドルする為、中国への出張が多い。北京語
スピーカー。

香港/九龍
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ビジネス（香港・広東共通）
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