
名刺貼り付け位置

PPW新聞の短所を3つ挙げてください。

お名前

電話番号

E-MAIL

携帯電話番号

読み仮名 ご年齢 0 代

1

2

3

※ご記入いただきましたご情報に誤りや虚偽がある場合は、発送できませんので予めご了承ください。また弊誌ご請求の方には、ぽけっとページメールマガジンをお届けする場合があります。発送は香港地区・広東省に限ります。 ＊PPW443掲載分

弊誌お送り先ご住所

お申し込み期限 :2014年7月31日

（お一人様一冊限り）

差し上げます!

2014-15 ぽけっとページ電話帳 香港・華南版
14年のご愛読、ありがとうございます！
ぽけっとページ電話帳、今年も無事発行致しました。
充実した30ページの読み物でさらにボリュームアップした
14～15年度版は、下記の場所で配布されています。

将軍澳
麺屋一平安（将軍澳店）

荃湾
間口運輸（香港）有限公司

新界

金鐘
なだ万日本料理店
四季

中環
PRES LANGUAGE CENTER
Sagrantino
RGF
Tempstaff 中環オフィス
AGEHAN
日本国総領事館
GEOS（中環校）

跑馬地
帝京香港幼稚園

銅鑼湾
Kapas By D'Note
SAPPORO Japanese Restaurant
TO・KIO HAIR DESIGNING
麺屋一平安 (銅鑼湾店)
Vegi DINING KITCHEN
BEE (CURRY)SOGO地下B2店
写楽堂 (日本語書店)
旭屋書店 (SOGO)
日本人倶楽部
CARICY hair Salon
焼肉 伊呂波
AEON MaxValu Prime
神屋流　博多道場
AUBE hair Design

湾仔
日本貿易振興会 (JETRO)
Language World Hong Kong

クオーリーベイ
FUJI書店(UNY店)(Apita)
AEON   お問い合わせセンター
Apita (B1/F   お問い合わせセンター)

太古
大戸屋(太古店)
PARIS MIKI OPTICAL
丼丼屋(太古店)

香港島

尖沙咀
丼丼屋（Elements店）
EN
京笹
大戸屋（尖沙咀店）
Tomato Books
八海山
焼肉 伊呂波
博多道場
元気一杯
H.I.S. HK
豆富・健康美食 白木屋
Carte Blanche
Gateway Apartments
麺屋一平安（Elements店）
麺屋一平安（Miramar店）

Pasona Asia Co. Ltd
王子飯店（尖沙咀店）
王子飯店（Elements店）
niji bistro
Tempstaff 尖沙咀オフィス
Intelligence Ltd.
Panda Travel Agency
HOKAHOKA酒処
麺屋一平安（Energy Plaza店）

紅磡
華御結
UCC Vienna Café
恒隆白洋舎有限公司
竹乃里
稲庭養助

GEOS（紅磡校）
東京堂（AEON内）
AEON   お問い合わせセンター
REBEAUX

佐敦
Stream of Wisdom Language Center
Ramen Champion
Madera

九龍湾
麺屋一平安（九龍湾店）
白木屋

九龍

赤文字は大型配布店となります。

あなたの職業を
教えてください

□ 会社経営者
□ 駐在員
□ 現地採用者
□ 主婦
□ 出張者
□ 学生
□ 旅行客
□ その他

下記アンケートにお答えいただき、名刺を貼り付けて
香港（852）2376-0399までFAXでご返信ください。
後日お一人様一冊弊誌をお送りします。下記記入漏れが
ある場合は送付いたしませんので、ご了承ください。

早めに
ゲットしよう！

配布リスト



香港 香港

MR.COLLECTION
フェイスブック：www.facebook.com/MR.COLLECTION

チムサーチョイ本店
住所：Shop 413 , Rise Shopping Arcade , 5-11 GRANVILLE CIRCUIT , TST
チムサーチョイ2号店
住所：Shop 224, Rise Shopping Arcade , 5-11 GRANVILLE CIRCUIT , TST
モンコック店
住所：Shop 306 , Level 3 , Trendy Zone , 580A-F Nathan Rd., Mong Kok

　人が服に合わせるではなく、服を人に合わせる。そ
ういうコンセプトで3年前に創立されたローカルメン
ズファッションブランド「MR.COLLECTION」は、香港で
既に3店舗を展開している。4月にはマカオへも進出
し、その勢いは止まることなく、最近チムサーチョイ
（尖沙咀）店をリニューアルオープンした。
　ユニークでおしゃれな新ブランドが多く入っているRISE SHOPPING ARCADEは、知る
人ぞ知るショッピングモール。そこにある同ブランドのチムサーチョイ店は広く、ゆっく
り自分のスーツを選べる空間だ。オーダーメイドも店内で注文できる。
　さて、今シーズンのコレクションは一見クールなビジネススーツだが、細部にデザイ
ナーの工夫が伺える。スーツに使われている生地はグレー、ブルー、ブラックの入った
細いストライプ、サイズが異なる様々なチェックパターンなど10種類を越える。職人が
作ることで、体にピッタリフィットし、ボディラインが綺麗に出る。さらに「ミックス＆マッ
チ(Mix And Match)」のアイデアも活かしてみよう。「ミックス＆マッチはもっとおしゃれ
な男性になるために必要だと思います。制服のように決まった服装ばかりではなく、
様々なアイテムを混ぜて着るだけで、オフィススーツでもオシャレに演出できますよ」
とスタッフは語る。ポケットチーフからネクタイ、シューズまで小物類も豊富に揃っ

ている同店で、ぜひ、おしゃれで親切なスタッフに自分に合う組み合わせを
聞いてみては。
　ビジネススーツ以外にも、カジュアルなファッションも揃えている。例え
ば、カーディガンのメインカラーはグレーまたはブルーだが、襟の部分に
は紅と白のラインが入り、シンプルながらおしゃれ。また、今シーズンの
シューズコレクションはアニマルがテーマで、こちらにも注目してほしい。
　トータルコーディネートできファッションアイテムが揃う同店で、自分
だけのコレクションを手に入れよう。

［ MR.COLLECTION ］

ビジネスもカジュアルも
若い紳士のコレクションはここで
ビジネスもカジュアルも
若い紳士のコレクションはここで

14 Pocket Page Weekly 11 July 2014 No. 443
B

 ショッピング（香港・広東共通）



香港香港

香港

香港

主婦ユメコのプロフィール
香港在住歴3年。広東語学習歴は2年になるが使いこなせず（涙）。「リズム感や音感
がない自分に語学上達はムリかも…」とくじけそうになりつつも、ローカルの方た
ちと広東語で流暢におしゃべりする日を夢見て、日々奮闘中。

　香港生活ビギナーの頃…、スーパーマーケットのレジで、広東語で
何かを聞かれるけれどワカラナイので無言でやり過ごし、無愛想な人
と化していました。でも、広東語に少し慣れてくると、聞かれる言葉に2
つのパターンがあることがわかってきました。
　ひとつは「ヤウモウ、ウイインカー（有冇會員咭）？」（＝メンバーカード
を持っていますか？）で、もうひとつは「イウンイウ、ガウドイア（要唔要膠
袋呀？）」（＝ビニール袋が要りますか？）。広東語を使いこなしている
友達に聞くと、カードを持っていないときは「モウア（冇呀）」（＝ありま
せん）、袋が要らないときは「唔使（ムサイ）」（＝いりません）と答えれ
ばいいとのこと。
　以来、レジ前では耳をダンボにして相手の言葉をヒアリング。「カー
（カード）」に反応して「モウア（冇呀）」、「ドイ（袋）」に反応して「唔使
（ムサイ）」と答えるやり取りに挑戦。簡単そうにみえて、反射的に応え
るのは意外に難しく、両方の言葉をきちんと返せるようになるまで、し
ばらくかかりました。でも、言えたときは「やったあ！」と小躍りしたくなる
気分でした。
　「これでカンペキ！」と思いきや、いくつかのバリエーションにも遭遇。
「この銀行カードを使うと割引になる」というポスターを指されて、
「持っているか？」と聞かれたことも（汗）。この場合、カードを使わない
なら「唔用（ムヨォン）」「唔使（ムサイ）」だけど、持っていないなら「モ
ウア（冇呀）」。また、レジ横にうず高く積まれた特売のお菓子を勧めら
れることも。いらない場合は「唔使（ムサイ）」と言って断ればいいそう
ですよ。
　先日は、ビニール袋を「ムサイラー、ムゴイ（唔使喇、唔該）」（＝あり
がとう、いらないよ）と断っている人を見かけました。こっちのほうがい
い雰囲気！ 今度からは「唔該」をつけてみようと思いました。でも、本
当はレジの方と「今日はいい天気ですね」とか、もっと世間話ができる
ようになりたいなと考えているのですが、道のりは遠そうです。

Vol. 07ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

「
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主婦ユメコの
「つかってムゴイ広東語日記」②



香港＆広東 香港

Suye
九龍湾店　住所：Shop F170, 1/F., Amoy Plaza, PhaseⅡ, 77 Ngau Tau Rd., Kowloon Bay
尖沙咀店　住所：Shop 68B, Wai Wah Bldg., 66-67 Granville Rd., TST
太子店　    住所：Shop G34, G/F., Allied Plaza, Prince Edward
宝琳店　    住所：Shop 262, L/2, Metro City, Phase 1, Tseung Kawn O

　香港には日本の物があふれていて、在港の日本人にはとても暮
らしやすいと言われている。また、日本のファッションも大人気で、
多くの日本のアパレルブランドが香港にも進出している。その中
でも原宿や渋谷といった若者向けのファッションは特に人気だ。
香港でも比較的カジュアルプライスで購入できるのも魅力の1つ
で、手軽に流行の服を購入できるので若者以外でも社会人の女
性にもコーディネイトのアクセントとして利用する人も多いのだ
とか。
　そんな中、原宿・渋谷ファッションを香港でも年齢関係になく、
もっと気軽に楽しんでほしいと誕生したのが香港アパレルブラン
ドの「Suye」。現在同ブランドは「Taste of Sweetness “あどけなさ
が残る少女の可愛さ”」をブランドコンセプトとして若者向けに香港で4店舗を展開して
いる。若者向けといっても、女性はいくつになってもどこか少女の心を持っていて、かわ
いくてスイートな物を身につけていたいと思うもの。そんなすべての女性に向けたメ
イドイン香港のブランドだ。
　店内には夏らしいカラフルな色使いの服が並ぶ。今季のトレンドであるマリン柄、花
柄やシースルー素材のトップスやドレスは女心をくすぐる。また、服に合わせたアクセ
サリーや小物類も充実している。日本のファッションといえば 値段も気になるが、トップ
スでHKD200から、そしてワンピースでHKD500までと比較的カジュアルな値段設定な
のも魅力的。若者向けのファッションだが、大人もコーディネイトに取り入れて楽しめ
る小物や一点物も多いのでゆっくり探してみよう。また、子供がいるお母さんは子供と
一緒にショッピングを楽しんでみるのも良いのでは。ニューオープンのカオルーンベイ
（九龍湾）店では新たにライフスタイル雑貨も加わりさらにパワーアップ。持っているだ
けでもカワイイ雑貨や文房具などがいっぱいだ。自身も日本のファンだという若い香
港人のオーナーのジェリーさんが一年に4、5回は東京に出向き自ら視察・仕入れを
行っており、店頭を飾る品々からは彼のセンスの良さが溢れている。

［ Suye ］

ライフスタイルショップで楽しむ
日本の渋谷・原宿カワイイファッション
ライフスタイルショップで楽しむ
日本の渋谷・原宿カワイイファッション

シックで洗練された店内、
夏らしいカラフルなデザインの服がいっぱい

気分も上がる花柄のスニーカーキッチンを飾るかわいいマグカップ

お洒落なインテリア雑貨

今年のトレンドの
２wayサマードレス

,
,

,
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深圳

香港

香港&広東

広州

香港

深圳

香港
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（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグレー

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓楽
海岸近く。

（備　考） 香港・マカオ・珠海市との玄関口となっている南
山区にある。2013年の建築物件。高級サービ
スアパート、ジム、屋外プールなど完備。

（月　額） RMB27,000～

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK （103㎡  建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄・大劇院駅と直結している万象城に

近い。日本人構成率高い。
（備　考） ジム、卓球室､サウナなど完備。超高層ビ

ル。深圳の景色が眺望できる。33階に屋
外プールあり。

（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

壹間公寓  Apartment One

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  （78㎡  建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、Wifi環境、24時間コンビニあり。
（備　考） 紫荊城ショッピングモール。ゴルフセンター、

ウォールマット、花園城中心、蛇口体育セン
ター、四海公園、蛇口病院など設備があり、娯
楽、生活にも便利。深圳湾口岸、日本人学校
近く。

（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

H
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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., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay

三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 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
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB

CEO property agency ltd TEL (852) 3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

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) 20-8729-4505
広州市天河区粤墾路68号広墾商務大厦2座2楼

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

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室

ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
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

不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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◆結婚は人生の・・・◆
　先日、昔務めていた会社の上司ご夫妻とお会いしました。お
茶をして分かれた後、このご夫妻は腕を組んで楽しそうに人混
みの中を去って行きました。その後ろ姿は昔と同じで、とても仲
良く、ああいう風になれたらなあと思えるものでした。
　共に人生を歩む伴侶とそんな生活を誰もが望むのでしょうが、
生まれ育って来た環境も違えば考え方も違い、いざ一緒に暮らし
始めると「こんなはずじゃなかった」とか「こんな非常識な人だと
は思ってもみなかった」と思うこともあるでしょう。「この人と出会
うべきではなかった」と後悔することになるかもしれません。
　
◆パートナーで人生は変わる？◆　　　
　パートナーによって人生は変わります。
　たとえば、全く同じ生年月日で生まれた時間も同じ男性①と男
性②がここにいるとします。この男性の相手が女性①か女性②
かで、結婚後は違った人生を歩む事になります。 
　女性①の生まれた日が陰金エネルギーで男性①の生まれた
日が陽水エネルギーであれば、金は水を生むというスムーズな
関係（相生）なのでこの二人の相性は良いと判断します。その反
面、女性②の生まれた日が陰土エネルギーで男性②の生まれた
日は陽水エネルギーなので、土は水の流れを塞き止めるという
ぎくしゃくした関係（相剋）からこの二人の相性は良くないと判
断します。
　では、ケース①と②ではどちらが幸せな結婚と言えるのでしょ
うか？
　ケース①のように一方が相手をサポートする関係であれば、
お互い居心地が良く相対的には仲良く暮らせることでしょう。女
性①はしっかり男性①をサポートし、男性①は女性①の不安を
受け止め、守ってくれる頼もしい存在です。一方、ケース②の場
合は、自由気ままで思い通り行動したい水の性質を持つ男性②
を女性②が制する訳ですから、男性②にとっては窮屈な相手
で、女性②としても相手と考え方や意見に食い違いが生じ不満
がつのります。
　だからといってケース②の二人は結婚すべきではないと判断
するのは早合点で、この二人になぜご縁があったのかをじっくり

考える必要があります。
　男性②は女性②と一緒になったおかげで自分勝手に行動せ
ず、ある程度自制心を持ち一人の人間として自分を磨きながら
成長していけるのです。この女性のエネルギーによって、実利を
得ながらも社会で成長していく術も備わることでしょう。男性①
は結婚後にこの力が備わるとは限りません。また、風水でこの二
人の関係をスムーズにすることも可能です。 そして、いい加減で
はない男性②の生き方は女性②にとっても実はありがたく、こ
の二人は安定した家庭を築くことができるはずです。
　問題は、二人が見方を変えてこのことに気づけるかどうかです。

◆久美子的結婚で人生を変える奥義◆  　
　結婚は素晴らしいものです。
　自分がどの相手を伴侶にするかで結婚後の人生を変えること
もできるからです。
　この世に生を受けた人のほとんどが、陰陽五行のエネルギー
全てを網羅している訳ではなく、何かのエネルギーが欠けてい
る場合がほとんどです。自分にとって必要なエネルギーが弱い
こともあります。パートナーとなる人がそれを十分持っていれ
ば、これまでの人生の中で享受できなかったエネルギーを得る
ことができます。
　まさにそのチャンスが結婚によって訪れるのです。
　それは愛情や心のあたたかさかもしれません。もっと知りた

いもっと学びたい、という思い
かもしれません。ある種の品格
かもしれませんし、お金や不動
産などの物質的な充実かもし
れません。結婚後急に出世した
り、これまでになかった明るくに
ぎやかな生活を送れたり、裕福
な生活を送るのは偶然ではあ
りません。結婚によってエネル
ギーを無条件に与えてくれる相
手と出会い、その人と共に暮ら

しているからだと思います。　　
　ある人と出会い結婚することは偶然ではなく必然的なことで
す。腕を組んで歩くようなことはなくても、そこに配慮のある言
葉はなくても、与え続けてくれる何かがあります。目に見えない
ところでそのパートナーは力になっているのです。そのおかげで
今の自分がいるのです。それに気づき感謝することこそが結婚
によって人生を好転させる「奥義」だと思っています。

風水の奥義を行く！ 第２７回　結婚によって変わる人生
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。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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., CWB
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

相剋

時　　日　　月　　年

□　　壬　　□　　□

□     （陽水）    □　　□　　

男性②

時　　日　　月　　年

□　　己　　□　　□

□     （陰土）    □　　□　　

女性②

ケース②

香港クラシファイド

語学を楽しむ！
英語/広東語/北京語の生徒募集中。
TOEIC/IELTS/英検対策。日本語が話せ
る講師が丁寧に文法や発音を教えま
す。マンツーマンで、あなたのニーズを
に合うレッスンができます。2～3人のグ
ループレッスンも可能です。お気軽に
お問い合わせください。
LINE/電話:(852)6200-5476 (キャサリンまで)
メール:hitsujime@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ママのためのサバイバル英会話

発音を矯正して、通じる英語に変身させ
ましょう。英検・TOEIC受験対策、国語・英
語の家庭教師も承っています。当方、英
語学専攻。テキストにてご連絡ください。
What'App：(852)9462-9820
または msmasako@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語プレイグループ
コロボックルは毎週火曜日の午前中跑
馬地にある聖マーガレット教会で約1歳
から3歳くらいまでの子供を対象とした
日本語のプレイサークルです。只今参加
希望の親子を募集しています。お見学の
申込は、korobokkuruhk@gmail.com 
笹木までどうぞ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニールズヤー ド認定アロマセラピー
基礎クラス2014年9月期生募集

◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年9月4日～
10月16日　10:00～12:15（週1回全6回）
※ 10月2日祝日のため休講
②金曜日午前クラス：2014年9月5日～
10月10日　10:00～12:15（週1回全6回）
③日曜日午前クラス：2014年9月7日～
10月12日　10:00～12:15（週1回全6回）
◆募集人 数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTR フォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、開講日時に関して別途ご相談
をさせていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クォリーベイ)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駅改札口Aを出て
徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをして
います。活動場所は奥運駅/美孚駅、参加
者は20代～60代の日本人です。テニス
好きな方のご参加お待ちしております!
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンメンバー募集！
バドミントンやりませんか！性別、年齢、
経験問わず！メンバーは経験者から、香
港で始めた人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム（紅磡）近郊で活動
しています。希望者は、年に数回他チー
ムとの交流試合にも参加しています。ぜ
ひ、ご参加ください！
電話：(852)9018-0357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バスケやりたい子集まれ！部員募集

小4から中2までを対象にしたバスケクラ
ブJSBBCでは、新入部員を募集していま
す。練習は、土曜日の午前9時半～12時半、
場所は日本人学校中学部の体育館です。
参加希望の方は、電話(852)9086-9180、
もしくはメールjsbbchk@gmail.com
（担当：佐野）までお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット

毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺角）で
練習しています。お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsで
は、現在ギタリストを募集しております。
月に2回ほどの練習と、ライブも定期的に
行っております。興味のある方、Bluesが
お好きな方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。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。
宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
隔月で同窓会を開催中です。青山学院
卒業生および関係者の皆様は、お気軽
にご連絡ください。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852)6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-beauty.com 
電話：(852)9701-8517
【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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があり、丁寧な
顧客対応ができる方。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までお問い合わせください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・野崎
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

PPWプレゼンツ
ボートトリップやりますの会
第2回ボートパーティー開催

「第1回に続き、来る8月2日に第2回ボー
トトリップを開催いたします。今回もチ
ムサーチョイ（尖沙咀）を出発し、西貢沖
の大浪湾へ夏本番の香港を楽しくク
ルージング予定です。途中無人島への
上陸やバナナボートでの水上遊戯も満
喫できます。今回、料理はタイ料理かど
うか現在調整中です。お友達作りにぜひ
ご参加ください。
日時：8月2日　土曜日
出発地：チムサーチョイ埠頭(TST Pier)
集合場所：時計台の下
集合時間：10時半
乗船時間：11時～18時（予定）
費用：HKD650
参加人数が限られているため、定員に
達した時点で締め切りとさせていただ
きます。また今回は安全確保のため成
人の方のみご乗船とさせていただきま
す。水上遊戯をご希望される方は水着
のご持参をお願いします。
お問合せ連絡先
メール：shirabechina@yahoo.co.jp
電話：(852)2376-0633
「ボートトリップやりますの会」幹事まで
お気軽に
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無料回収
中古家具、家電をほとんど無料で回収し
ます。高級の家具と家電を買取します。
家具と家電以外も不用品回収と買取の
お手伝いをいたします、お気軽に問い
合わせください。
raku-kaishu@yahoo.co.jpに詳しい情報
（写真、サイズなど）をメールください。

メンバー募集

求人

クラス

その他

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
pocketpageweekly.com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。）

イベント告知

CLASSIFIED

相生

時　　日　　月　　年

□　　辛　　□　　□

□     （陰金）    □　　□　　

女性①

時　　日　　月　　年

□　　壬　　□　　□

□     （陽水）    □　　□　　

男性①

ケース①
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アルゼンチン

ブラジル

香港に集まった世界の味

アメリカ

www.pocketgourmet.com.hk

各国料理を各国料理を各国料理を各国料理を
食べ尽せ!食べ尽せ!食べ尽せ!食べ尽せ!

W杯
出場
国

試合観戦だけじゃ物足りない！試合観戦だけじゃ物足りない！

ドイツ

　6月～7月は香港のイカ釣りシーズン。そこで、PPWスタッフも、1台の
ボートを借り切って、サイクン（西貢）へイカ釣りに出かけてきた。当日は
朝方から激しい雨と雷。雨足が少し落ち着いたころ、幹事から「雨天決
行」の連絡がきた。でも、午後には雨もやみ、雲の切れ間から空も見える
ようになった。

　「はじめまして！」の人同士も含めて参加者は
約25名。三々五々、サイクン埠頭に集合する。サ
イクンはボートトリップを楽しみに来た人や海
鮮料理を食べにきた人で大賑わいだった。
　イカ釣りボートは、日が落ち始めた７時過ぎ
に出航。2階の甲板に上ると、海の向こうに明か
りが点り始めた街の風景が見えた。点在する

島々の間を縫うようにボートは進んでいく。渡る風も心地よい。
　船長が手配してくれたケータリングの夕食を済ませた後、いよいよイ
カ釣り。釣り方はいたってシンプル。光でイカを集めて、U字型フックを束
ねたような小さな釣具でひっかけて釣るというもの。10センチ前後の小
さなイカが釣れるらしい。このイカ釣り、経験者からは「1匹も釣れなかっ
た」「ほとんど釣れない」とのコメントも。でも、この日は違った！ イカ釣り
名人の香港人女性がいて、釣り方を伝授してくれた
のだ。ポイントは、1（イチ）、2（ニ）で助走をつけるよ
うに軽く、3（サン）で強く釣り具を引っ張ること。実践
したところ、面白いように釣れて大豊漁になった。あ
ちらこちらから歓声があがる。細腕で奮闘していた
女性2人もついに1匹を釣り上げて破顔。でも、日本
人男性1人だけがゼロという結果に。彼の後日談「気
合は入っていたけれど、名人の技を習っていなかっ
た！」。
　最後にみんなが釣ったイカを船長が調理してくれ

た。ニンニクが効いた味と、塩・胡椒味の2種類で、どちらも美味。「自分で
釣ったから、余計に美味しい」との声も。約2時間半のボートトリップを終
えて、夜10時近くにサイクンに到着。
　この日、深夜は再びドシャ降りの大雨に。船長によると、雨が止んだ後
の日のほうがイカが釣れやすいそうだ。大漁は天気にも恵まれたのか
もしれない。

❶日時を決めたら、ボートを1台貸し切るため、20～30人の仲間を募る。友達の
　友達、友達の家族など、初対面の人も大歓迎！ みんなでワイワイ楽しむのが
　香港スタイル。
❷ボートを予約する。ボートの船長（オーナー）はインターネットで探したり、知
　人から紹介してもらう。船長とのやり取りがあるため広東語は必須。ココが日
　本人にはハードルが高いところ。
❸イカ釣りボートは、夕食のケータリングサービスがセットになっている。ソフト
　ドリンクやアルコール類は自分たちで準備しよう。
❹20～30人ほど集まると、ボートのレンタル料、自分たちで購入した飲物代な
　ども含めて、一人の予算はHKD200～400に。
❺「自分たちで企画するのは難しそう」と思ったら、旅行会社のイカ釣りツアー
　に参加するのがおすすめ。

●パンダバスでは毎年ビュッフェ付きで手軽なイカ釣りツアーを催行。
    （7月は貸切プランでご案内）日本語での問い合わせは、(852)2724-4440。

■サイクンへの行き方
モンコック（旺角）から出ている「サイクン」行き赤いミニバスを利用すると便利。
MTRチョイホン（彩虹）駅などからもミニバスが出ている。

イカ釣りを企画しよう！

イカ釣りへGO！ 達人に技を習って大豊漁

日が暮れ始めたサイクン イカ釣り前に腹ごしらえ。
船上でケータリング
の夕食をつまむ

釣り上げたイカ

釣りたて新鮮なイカを船長が料理してくれる

このボートでイカ釣りへ

ライフ（香港・広東共通）
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独自の研究でスキンケアグッズを開発し続けている「肌研」。
今回、香港で新しく発売されたライトタイプはこだわりの4種
類のヒアルロンを使用してさらに高い保水力が瓶の中に詰め
られている。角質層のすみずみまでをたっぷりとうるおわせて
くれる上、時間がたってもやわらかく、もちもちした肌状態を
保つことが可能だ。これ
で必要な潤いを肌の奥ま
でまっすぐ届けてくれる。

肌研 極潤ヒアルロン液

お求め先：Mannings、Watsons、SASAなど大型薬局まで
ウェブ：www.hadalabo.com.hk

売上総数一億を超える！

もっとうるおわせたいところは、
コットンに化粧水をつけて敷く。

これがポイント！

Perfect & Simpleの力。

　東京ミッドタウンや青山にトータルビューティーサ
ロンを構える「uka」。忙しい毎日を送る人が一度にキ
レイになれる場所にと、ヘアを始め、ネイル、エステ、

まつげエクステなどのサービスを展開。また普段のお手入れからもキレイを手に入れてもらうため、
ホームケア商品にも力を入れている。そんなukaから、待望のヘアケア商品が登場。日本ではすでに
コスメティックアワードを13個も獲得しており話題の商品となっている。
　これからさらに湿度が気になる季節。湿気で髪型が上手く決まらず悩んでいる人も諦めてはいけ
ない。髪質ごとのセット方法をお教えしよう。
1．ボリュームが多く髪全体が広がる人は…
 まず根元を80％ほど乾かしてから、つむじを中心に放射状に乾かすことがポイント。そうすることで
毛先に向かって全体がすっと収まる。ボリュームダウンしたい人もトップのみふわっとさせることでバ
ランスのいい仕上がりに。
　ボリュームが気になる人におすすめなのが、ukaのシャンプー＆トリートメント「Nighty night」。ダ
メージヘアにツヤと潤いを与え、髪の広がりを抑えてくれる。
2．全体的にぺたっとしてしまう人は…
　ブローの際、分け目とは反対方向に大胆に乾かし、最後に髪の流れにそって戻すと根元がふわっと
立ち上がる。また髪の長い人は、ドライヤーの熱を与えながら毛先をクルクルと手で軽く巻いて乾か
せば熱が冷めたときに柔らかいクセがつき自然なボリュームが出る。
　ペシャンコヘアの人におすすめなのが、根元からハリやコシを与えてくれるukaシャンプー＆ヘアト
リートメント「Wake up!」。天然香料のフレッシュで清潔感あふれる香りが爽やか。
3．薄毛でボリュームが出ない人は…
　髪が薄くなってきたことを気にしている人は、とにかく頭皮をしっかりマッサージすることが大事。
髪を洗う前にまず頭皮全体をブラッシングし、余分な汚れを落として血行をよくさせる。毛穴まで十分
にすすいだあと、頭皮のクレンジング剤を頭全体に馴染ませて指の腹でマッサージ。普通にマッサー
ジするだけでもいいが、頭皮をひっぱるようにするとさらにいい。これは抜け毛予防にもなるが、湿度
の高い時期には毛穴が開いて頭皮に汚れが詰まりやすいので、髪の量が多い人にもおすすめ。
　頭皮の余分な皮脂をすっきり洗いあげるukaの「Deep & Light」は、毛穴に風を感じるぐらい爽快な
スカルプクレンジング。アンチエイジング効果のあるコエンザイムQ10配合で、女性には嬉しい限り。
　ブランド名のukaはさなぎが蝶になる「羽化」から名づけられたそう。おしゃれに関心を払う人は性
別を問わず羽化する蝶のように美しく輝いてほしいという思いが詰まっている。商品はビューティー
サロン「10/10」各店舗で購入可能。

10/10 space
住所：Flat B, 1/F., Fairview Mansion, 51 Paterson St., CWB
電話：(852)3595-1152

uka
ウェブ：www.uka.co.jp

忙しくて、めんどくさがりやで、欲張りなあなたへ
ukaヘッドセラピーシリーズ
  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ukaヘッドセラピーシリーズ

uka屈指のスタリストHiroyuki Watanabe氏
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第145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

＊はり出したふとももの外側をすっきりさせる＊
　女性の場合、太りはじめるといちばん脂肪がつきやすく、取れにくい部
分である太もも。なかでも、太ももの外側にポコンと出たお肉は鏡の前
に立つとまっ先に目につく要注意ポイントです。

《歯磨きタイムの簡単エクササイズ》
　歯磨きをしながら簡単なエクササイズをする習慣をつけることができた
らしめたもの。朝と夜、一日2回は確実にエクササイズすることになります。
　
１．歯を磨き始めたらまず、両脚を揃えて立ち、片方の脚を横ヘ一歩踏み
出してぐいっと体重をのせる。
２．5秒我慢したらもとに戻り、今度はもう片方の脚でする。（歯磨きが終
わるまで続けてみましょう。）

＊膝のお皿についた脂肪を撃退して膝美人に＊
　膝のお皿に贅肉がついてエクボのようになっている人いませんか？膝
は脚のなかでもアクセントになる部分。ココがスッキリしていないと脚全
体がのっぺりとした印象を与えてしまいます。立った時に膝のお肉が
たっぷりつまめたら赤信号。
　膝を鍛えれば、脚のラインが美しくなるだけでなく、関節を強くしてケガ
を少なくする効果も期待できます。ただ、膝関節は痛みやすいので、ちょっ
とでも膝に違和感を感じたらエクササイズはすぐに中止してください。

《仕事中の眠気覚ましエクササイズとしても》
　デスクワークの最中に眠くなったとき、気分転換におすすめなのが、
　椅子さえあればどこでもデキルこのエクササイズです。

１．椅子に浅く腰掛け、両手は椅子のサイドを持って体を固定します。
２．片方の脚のひざをピンと伸ばして30秒静止。
３．脚を替えて同様に行う。（膝を伸ばした時に膝の位置がずれないよう
にしてくださいね）

＊ふくらはぎから足首のラインをきゅっと引き締めたい＊
　最近は、フラットなふくらはぎの女性が多くなったといわれています。
つまり、ふくらはぎと足首の太さが同じで、膝からしたが棒のように見え
る女の子が多くなったというわけです。そう、ただ細ければいいという
誤った意識に捕われている人が、いまだに多く存在しているのです。
　脚を後ろから見た時に、ふくらはぎはダイヤモンド型に、足首はアキレ
ス腱の両脇がくぼんできゅっと締った感じに見えるのが理想的なカタチ
です。やっぱり、メリハリがあってこその美しい脚。それに、ふくらはぎは
太ももと同様に何種類もの筋肉が集まっているところでもあるので、自然
と立体的なカタチになるはずの場所です。フラットな状態にあること自体
健康的とはいえません。
　ふくらはぎや足首が太いと悩んでいるアナタ。美しく見せるには、多少
太めでも、まずメリハリをつけることから始めてはいかがでしょうか。

《どこでもできる、ふくらはぎエクササイズ》
１．まっすぐ立って、両手で椅子の背などを持ち、体を支えます。
２．膝を軽く曲げ、息を吐きながら両脚のかかとを少しあげます。5秒静止。
３．コレを5回繰り返してください。
※腰をひいて椅子に重心をかけてしまうのはダメ。
　つま先に体重をのせる感じで。
※このエクササイズは太ももの裏にも結構効きます。

楊さちこの中医美容学的　気になる下半身のお悩み解消法

◆新刊のお知らせ
美味しいものも気持ちいい
ことも大好きで、普段忙しい
自分にご褒美をあげたい女
性のために贈る、永久保存
版のガイドブック。『72時間
で自分を変える旅　香港』
（幻冬舎）発売中。
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　香港にもアメリカやオーストラリアのステーキレストランは多々あるが、ラテンスタイ
ルのお店は数少ない。そんな中、多くのレストランを展開しているダイニングコンセプツ
グループが、新感覚のラテンスタイルステーキハウス｢Toro Steak & Gastro Pub｣をエレ
メンツのシビックスクエアにオープンした。同店は、アメリカで数多くの人気レストラン

を手掛ける有名シェフのリカルド氏が手
掛けるアジア初のお店とあって、オープン
前から話題となっていた。
　2階構成の店内は、1階はテラス席と

バー席となっており、ニューヨークのお洒落なラウンジをイメージしたガストロパブ。
ランチタイムや夕方は近隣のビジネスマンで賑わいをみせ、カジュアルにお酒や食事
が楽しめる。2階はウッド調の温もりある落ち着いた雰囲気の大人な空間で、大切な人
や友人とゆっくり食事をするのに最適だ。
　同店には世界各国の最高品質のお肉が勢揃い。自慢のドライエイジングリブアイ、T
ボーンステーキ、和牛のサーロインステーキ、リブアイなど種類も豊富で、お肉好きには
たまらない。その中でもおすすめは、オーストラリア産「ブラックアンガスリブアイステー
キ」。焼き加減は肉本来の味をより堪能できるミディアムレアがオススメ。味付けは塩と
コショウのみとシンプルそのものなので、まずは肉の甘みを十分に味わってほしい。お
好みで備え付けのスパイシーホースラディッシュソース、あるいはパセリやニンニクの
みじん切りをオリーブオイルとレモン汁で和えたチミチュリソースで、ラテンフレーバー
なお肉を楽しんでみよう。チミチュリはアルゼンチンやペルーなどでステーキソースとし
て多く使用されているという。
　お肉は苦手という人も問題ない。同店はステーキハウスでありながら、新鮮なシー
フードやサラダなども豊富に取り揃えている。グリルドシーバス、サーモンを始め、ボス
トンロブスターなどシーフード好きを満足させてくれるメニューもたっぷり。たまの贅沢
にボストンロブスターでもいただいてみては。甘い身は柔らかく上品で至福の時を味わ
えることだろう。
　お腹いっぱい食べた後でも何故か食べられてしまうデザートには、アメリカや南米で
人気のある3種類の牛乳を使った「ケトレスレケーキ」を。バターは使用しておらず、たっ
ぷり気泡を含んだ口当たりの軽いケーキで、食事の締めくくりには最適だ。

ToroToro

Toro Steak & Gastro Pub　
住所：Shop R008, Civic Square, 3/F., Elements, 1 Austin Rd. West
電話：(852)2696-9608
ウェブ：www.diningconcepts.com

夏だ肉だスタミナだ！
陽気な気分でラテンスタイルのステーキを堪能！
夏だ肉だスタミナだ！
陽気な気分でラテンスタイルのステーキを堪能！

あっさりと頂けるマグロの
セビーチェ、柚子ソース合え
「Tuna Nikkei Ceviche」

エ
グ
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ク
テ
ィ
ブ
シ
ェ
フ
、リ
カ
ル
ド
さ
ん

ボリュームのある
ブラックアンガスリブアイステーキ
「Black Angus Rib Eye」

ピリ辛が癖になる
マンゴーマルガリータ
「Spicy Mango Margarita」

BBQサーモンとチャヨテ
（メキシコ原産の瓜）
「Barbecued Salmon With 
Chayote Slaw」

シンプルでスタイリッシュな店内
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