
香港&広東

　リッツカールトン香港では8月10日ま
で、中国人現代アーティストYuanming 
He（エンミン・ホー）の香港初となる絵画
展が開催されている。
　環球貿易広場の102階から118階に位
置し世界で最も高い場所にあるホテル、

リッツカールトン香港。オープン以来このホテルの豪華なロ
ビーには、天を駆ける馬の絵画が飾られており、世界中から訪
れるゲストを出迎えている。そしてその絵を描いた画家こそが
Yuanming Heその人だ。
　中国四川省の田舎町で生まれたYuanmingは、自然の中で自
由な心を育み、馬や牛と生活を共にしたことからカウボーイと
呼ばれた。そしてこの幼少期の経験が後々、彼の芸術テーマや
発想の源となる。
　1980年に四川省で初めて中国の芸術賞を受賞した彼は、そ
の後も国内、海外問わず精力的に芸術活動を続け、1995年には

シンガポールで初の単独芸術展を開催。翌年にはサンフランシ
スコの展覧会に招待され、傑出したアーティストとしてその名が
知れ渡った。アメリカの芸術愛好家たちから評価を受けた彼は
ロサンゼルスのアートシーンでも大きな活躍をみせ、世界各地
の美術館で展覧会を開催。2014年はうま年ということから、中国
の郵政局が彼の描く馬の絵画を採用、記念切手が作られた。今
では中国芸術において最も格式ある人物辞典「Who’s　Who　in 
Chinese Contemporary Art」に、絵画分野で功績を収めた現代
アーティストの1人として名を連ねている。
　ハイライトや現代的なカラーがしばしば用いられる彼の作品
は、中国の伝統的な水墨画に見られる筆使いと、西洋美術の色
調や抽象性が見事に組み合わされている。また馬の躍動感を表
現するため、たてがみと尻尾は筆の特質を活かして1筆で描くと
いう。リッツカールトンの絵画に関して彼は「私もリッツカール
トン香港も、東洋と西洋の哲学を融合させており、このような場
所で展示できることを嬉しく思う」と話す。スカイアートサロンと
名づけられた展示室で開催される今回の絵画展。天空の優雅な
ホテルで忘れられない芸術鑑賞
となることだろう。
　また絵画展開催を祝して、ホテ
ル内の「The Lounge & Bar」では
Yuanming Heの作品にちなんだ
特別アフターヌーンティーを提
供。人気のリッツカールトンのア
フターヌーンティー。予約して訪
れよう。

Yuanming He
ウェブ：www.hym666.com

世界で活躍する中国人現代画家Yuanming He

              リッツカールトンにて香港初の展覧会を開催！

The Ritz-Carlton 　The Lounge & Bar アフターヌーンティー
住所：International Commerce Centre, 1 Austin Rd. West
電話：(852)2263-2270
時間：月～木　　　15:00～18:00
　　　金・日・祝日　14:00～16:00、16:30～18:30

Yuanming He氏
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どうして香港でギャラリーをオープンしたのですか？
　日本で画商として6年間ビジネスしてきましたが、マーケットの
サイズも見えてきて、つまらなくなってしまいました。ギャラリーに
来てくれるお客さんの顔ぶれも変わらないし、その人の予算も
知っている。日本では、この先マーケットの拡大も見込めない。そ
こで、まだ30代初めの若いうちに、思い切って海外へ打って出よ
うと考えました。パートナーのナンヅカもギャラリーのオーナーで
す。歳が近いこともあり仲良くなり、ギャラリーの一角を貸しても
らったり、一緒にアートフェアに参加したりなどの付き合いがあり
ました。
　では、どこでギャラリーをオープンするか。場所を決めるまで1年
位かかりました。最初は、ロンドンやニューヨークで、とも考えまし
た。でも、業界の人たちに、すでにマーケットができているそんな
場所でギャラリーを運営しても、草が一本も生えていない、猛獣が
ウヨウヨしている土地にリスが舞い込むようなもので、すぐに食わ
れておしまい、と言われました（笑）。
　そこで、目をつけたのがアジア。アジアのアートのハブといった
ら、香港かシンガポールなんです。香港ではアジア最大のアート
フェア「アートバーゼル」が開催されていますし、2年後には香港
政府が文化プロジェクトとして、美術館「M＋」のオープンを予定
しています。この「M＋」が強い力を発揮し、香港を取り巻くアート
の機運はさらに盛り上がっていくでしょう。アジアのマーケットを
作っているのは香港といっても過言ではないと思います。
　香港では自分たちの根を下ろして、いいポジションを築くこと
ができると思いました。今、展示中（取材は6月）の田名網敬一
さんの作品は絵のピースも大きいですが、香港は日本から近い
ので、輸送費が安くタックスもかからないこともいいですよね。

オープンに向けてどんな準備をされたのですか？
　香港に決めてから、ギャラリーが集まっているエリアをリサー
チして物件探しです。セントラル（中環）の家賃は高すぎて話にな
りませんでした（笑）。リプレゼント（契約）しているアーティストの
作品を売ってペイできる場所がアバディーン（香港仔）でした。
　ギャラリーの内装は、法律が違うので苦労をしましたが、自分
で図面を引きました。でも、その図面をもとに工事の見積もりを
依頼すると、あまりにも高くてびっくり。紆余曲折ありましたが、結
局、店を巡って材料を買ってきて自分たちで作りました。
　ギャラリーには、売れる作品を買い付けて販売するセカンダ
リーギャラリーと、所属アーティストをプロモーションするプライ
マリーギャラリーの2種類がありますが、私たちのギャラリーは後
者です。香港で初めてオープンした、日系のプライマリーギャラ

リーになると思います。

オープンから1年余。
振り返られていかがですか？
　まったくのゼロからのス
タートでしたので、手探り
で、いろいろな取り組みを
やってきました。まずは、
ニーズを探るために、トライ

アルの意味も含めて、1年間、どんな作
品を展示していくか、ナンヅカと話し
合いました。このギャラリーは、ともに
西洋ベースのコンテクスチュエル・
アートをテーマとしながらも、ストー
リー性が高くインパクトの強い絵を趣
向するナンヅカと、社会性の強い作品
を趣向する私の二人の個性で運営し
ているので、展示する作品にも多様性

が生まれていると思います。
　オープン後は、ギャラリーを知ってもらうことを
目標に、アートバーゼルや、アバディーンにある

ギャラリーが連携して行ったイベント「アートナイト」に参加して
情報発信を行ってきました。
　ギャラリーに来てくださるのはヨーロッパ人やアメリカ人。香港
人も訪れます。医者など裕福な人が多いですね。購入目的はそれ
ぞれで、みんなが同じテンションで買っているわけではないと思
います。田名網さんの作品は1枚1,000万円以上するものもあり
ますから、趣味より投資目的で購入される人がほとんどですね。
　10万円くらいから購入できる若いアーティストの作品も扱って
います。たとえば、8月は山田周平さん。彼の作品は社会性が高
く、長い目で見て、とても面白い作品だと思います。今回、案内の
パンフレットに用いた作品は権力者の象徴だったベルサイユ宮
殿に1枚のポートレートが掲げられているものです。そのポート
レートは虐殺者10人の顔を合わせて作り出したものです。興味
深い視点ですが、みんなに支持されて買ってもらえる作品とはい
えないでしょう。
　これまで、ビジネス的に見ると成功しているとはいえないかも
しれません。作品はチョロチョロ売れていますが、赤字かトントン
ですね。でも、売上が伸びるという前提で向こう5年は香港でやっ
ていると思います。

今後はどんな展開を考えていますか。
　やはり着目するのは美術館「M＋」です。アートの歴史的な価
値などを後世に残すことが美術館の役割ですが、これまでアジア
にはこうした美術館はありませんでした。「M＋」の準備室では、ア
ジアのアートヒストリーを展示するために作品のコレクションも
始めています。アートを買うための予算を6000億円位持ってい
るといわれています。私達は「M＋」へ向けて、リプレゼントする
アーティストの作品のプレゼンにも力を入れています。「M＋」
に、アーティストの作品が展示されれば、彼らの歴史的な地位を
確立することができるし、買ってくれた人にも喜んでもらえる。そ
れはギャラリーの重要な仕事でもあるのです。
　英語は得意ではないので香港に来て苦労していますが、絵の
ルールがわかっているプロフェッショナルな人には、「西洋の
アートコンテクスト」といえば、わかってもらえるので、プレゼンは
そんなに難しくはありません。ルールがわかっていない方に説明
するより簡単です。「M＋」の動向もリサーチし、どういう歴史と結
びつけて、どういうストーリーで作品を説明すればいいのかなど
戦略を練ってプレゼンしています。よくギャラリーに行くとガラン
としていて、係の人が暇そうにパソコンを打っているなんていう
風景を見かけるかもしれませんが、画商は意外にやることがいっ
ぱいあって忙しいんですよ（笑）。
　売り上げが伸びたら、セントラルでギャラリーをオープンした
いですね。認知度を高めて、サポートしてくれるコレクターとも出
会いたいですね。しっかり作品を売っていきたいし、ギャラリーに
も気軽にいらしていただければと思っています。

［PROFILE］
アイショウミウラ（三浦愛正）さん
大学・大学院で建築を専攻する。
大学院で現代美術を学び、卒業
制作で、商店街の一角にある古い
一軒家をギャラリーに改装したこ
とが、画商になるきっかけとなる。
卒業後、そのギャラリー「AISHO 
MIURA ARTS」を運営。その後、シン
ジナンヅカ（南塚真史）さんが運
営するギャラリーNANZUKAの一
角に、自身のギャラリーを移転。そ
のギャラリーをクローズして、ナン
ヅカさんとのコラボレーション
で、昨年5月に香港にギャラリーを
オープンした。画商歴7年。

田名網敬一作品展「DEATH BRIDGE」より

ア
ー
ト
の
ハ
ブ
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
香
港
で

日
本
の
個
性
派
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
魅
力
を
発
信

アートギャラリー
AISHONANZUKA
住所：39, Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
メール：info@aishonanzuka.com 
ウェブ：www.aishonanzuka.com
これまでに展示されたアーティスト：空山基、菊地良博、亀井徹、小池一馬、横山裕一、佐伯俊男、田名網敬一
■山田周平作品展：8月1日～30日　

2017年、西九龍地区にアジアを代表する美術館「M＋」の開設が予定されており、
今、アジアにおけるアートのハブとして、香港の注目度は高まりつつある。
そんな香港で、昨年5月、日本で個性的な現代美術ギャラリーをそれぞれ運営する、
アイショウミウラさんとシンジナンヅカさんがアートギャラリー「AISHONANZUKA」をオープンした。
香港のアート業界でビジネスを始めた経緯、手ごたえ、今後の展開について、ミウラさんに話を伺った。

ライフ（香港・広東共通）

14 Pocket Page Weekly 01 August 2014 No. 446
B



香港＆広東

香港

香港＆広東

　80年代、歌謡曲「恋人よ」などが
大ヒットしたシンガーソングライ
ター五輪真弓。お父さん世代なら
その名を知らない人はいないだ
ろう。日本のみならず東南アジア
各地でヒットを飛ばした彼女は、
ここ香港でも根強い人気を誇る。
「リバイバル」、「恋人よ」、「残り
火」、「恋愛ともだち」、「一葉舟」な
どは、香港の歌手による広東語の
カバー曲も発売されており、若い世代にも知られた存在だ。
　そんな彼女が、7月15日、香港コンベンション＆エキシビジョンセンターにて
コンサートを行った。出産、育児などのために音楽活動をセーブしていた彼女。香
港でのコンサートは何と32年ぶりとなった。
　当日は彼女を一目見ようと多くのファンが駆けつけた。一般客のほかに、彼女を
慕う香港のアーティストも多数来場。多くの五輪ソングをカバーしてきた香港人有
名歌手・徐小鳳は、ステージに姿を現した五輪にバラの花を贈り歓迎した。
　ライブ冒頭、「香港嘅朋友，大家好，我係五輪真弓（香港の皆さん、こんにちは。五
輪真弓です）」と流暢な広東語で挨拶した彼女は、香港でも人気の高い「一葉舟」、
「恋人よ」、「リバイバル」、「残り火」を歌い上げた。さらにアンコールでは「恋愛とも
だち」と、新曲「花のように」も披
露。会場はいまだ衰えぬ彼女の美
声に酔いしれた。今回のコンサー
トはデビュー40周年を記念したツ
アーの1つで、香港は海外で唯一
の開催地。しかもこのツアーのラ
ストライブということもあり、会場
は大いに盛り上がった。

アジアで大人気の五輪真弓
32年ぶりの香港コンサートを開催！

コンサート前の記者会見では、32年前のコンサート
を扱った香港マスコミ記事も展示された
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深圳

広州 深圳香港

香港&広東 深圳
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港景峰 The Victoria Towers ザ・ヴィクトリアタワーズ

（所在地） 九龍駅
（間取り） 3LDK　1163sq ft.
（室　内） 高層階、家具購入
（環　境） MTR九龍駅上のマンション、日本人多い
（備　考） バルコニー付き。高級ショッピングモール「エレメンツ」があり、

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。

（月　額） HKD38,000　管理費、税金込み

星域軒　Star Crest　スタークレスト

香港

擎天半島　Sorrento　ソレント

（所在地） 金鐘駅　
（間取り） 3LDK　1164sq ft.
（室　内） 築浅物件（未入居）
（環　境） 家電あり
（備　考） 単身者から家族向けまでの部屋がそろう。
 セントラルまでも近く、お勤めの方には人気が高い。
 MTR金鐘まで徒歩約6分。MTR金鐘～MTR尖沙咀まで約5分。
（月　額） HKD55,000　管理費、税金込み

（所在地） ジョーダン（佐敦）駅
（間取り） 3LDK　1258sq ft.
（室　内） 全家具家電あり
（環　境） 学校送迎バス有り。
（備　考） 70階建ての高層マンション。駅も広東道も徒歩圏内。九龍公園が

隣にあり、緑の多い環境ながら都会の中心地。
（月　額） HKD35,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041

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) 20-8729-4501
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

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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香港

広州

香港香港

　さて、二回目はバラエティ豊かな香港の醤油についてご紹介してみ
たいと思います。

　スーパーの調味料コーナー
へ行くと、あるわあるわ。メー
カーも色々種類も色々、最初は
もうなにがなんだかさっぱり。生
だの老だの鮮やかだの、日本
的ないわゆる「醤油」はいった
いどれ？？

　香港では、一般的に料理に
使用する醤油は2種類あります。
　まずは「生抽（セイチュウ）」。一見薄口醤油のような色をしているの

に味はけっこう濃い、味付け用の醤油
です。ついつい入れ過ぎて料理が塩
辛いっ！なんて事故に何度あったこ
とか。
 人間、痛い目にあわないと学習しない
というのは真実だとしみじみ思います。
　もう1つが「老抽（ロウチュウ）」。味
付け用の「生抽」とは逆に色付け用と
いう感じ。味はむしろ甘めでマイルドな
のですが、色だけ妙に濃いのです。
　なんでも「老抽」は「生抽」をさらに
数ヶ月寝かして作るそうで、日本のたま

り醤油のようなものなのではないかと睨んでいます。
　香港の本屋でレシピ本などを眺めていると（広東語は読めないの
であくまで眺める、です）、生抽大匙
２とか老抽大匙１とかという表示を
見かけます。きっと、どちらか単品で
使うというよりも、料理に合わせてう
まく組み合わせて使うものなんでしょ
うね。
　この2つの他に醤油ベースのソー
ス？と思われるものがいくつかあり
ます。次回のこのコーナーでご紹介
したいと思います。

食いしん坊S子のプロフィール
海外生活2回目、香港生活半年。マーケットと名のつくものは青空市だろうが
フリマだろうがスーパーだろうが見かけるとチェックせずにはいられない体
質。まったく広東語がわからない状態にも関わらず果敢にローカルアジアン
な生活に挑戦中。

Vol. 10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

食得係福
食いしん坊Ｓ子の
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　お墓参りや法事等ご先祖様を供養する時、多くの方はお坊さんに来て貰

い読経を上げて貰えれば「用事が済んだ」ということで満足されているの

ではないでしょうか。『論語』の中で孔子が何度も繰り返し唱えていること

は「形式より心」ということです。どんなに偉いお坊さんを来て貰っても、

どんなに立派なお墓を建てたとしても、先祖を敬う心が欠けていれば何の

意味もないということです。逆に言えばお金がなくてお坊さんも呼べない

し、立派なお墓を建てることができなくてもご先祖様のことを常に心に置

き、感謝の心を持っていれば立派にご先祖を弔っているということです。そ

の為にも今まで見たこともないご先祖様、神様ですが心の中でイメージを

作り、その「自分の神様」に向けて話しかけるようにすれば形だけでなく心

から弔っていることになるのではないでしょうか。孔子はこの一節で如何

にして心からご先祖様を、神様をお祭りするかの『コツ』のようなものを教

えてくれているのです。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」
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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

現代中国語訳
祭祖先如同祖先在世，
祭神如同神就在现场。

日本語現代語訳
祭(まつ)ること在(いま)すが如(ごと)くし、
神を祭ること神在すが如くす。

【原 文】
祭如在、祭神如神在。

　目の前に神さんはいはるんや。
そない思うとご先祖さんや神さんを心から敬えるんちゃう？

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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～土（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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プチコン＠香港
プチコン（プチ婚活合コン）は独身者限
定の飲み会です。参加条件は、男性45歳
以下、女性40歳以下、の男女の出会いを
真剣に考える独身の方になります。連絡
先交換のお手伝いやフォローしていま
すので、お一人参加の方も安心していら
してくださいね。興味のある方はお気軽
にご連絡ください。
連絡：kanae-tarumoto@hotmail.co.jp
　　  樽本佳奈依

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイム、フルタイム募集！
「何かしたいなぁ」と思っている主婦の
貴方！ランチタイム11:30～14:00頃ま
で、尖沙咀東の和食店でアルバイトして
みませんか？週3日ぐらい。飲食店での
経験者大歓迎！年齢や語学は不問。正社
員の募集も行っております。先ずはお気
軽にお電話ください。林まで
電話：(852)6048-7445
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳募集
セントラルのクリニックで通訳できる方
を募集いたします。勤務時間は月曜日か
ら土曜日。午前中のみ。詳細はお電話ま
たはメールにて、お気軽にお問い合わ
せください。
電話番号：(852)2577-1568（堀または永井）
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休2日。有給休暇、ダブル・ペイ、
MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港イイところ探索隊
今回訪れる場所は、「ディスカバリーベ
イ」香港屈指のリゾート・シティ。豊かな
自然と澄んだ空気、山や川や海があり、
南欧風の街並みや、欧米系外国人の多
い地域。海外にいるからこそ、日本人と
の出会いを大切にしたいですね。どな
たでも大歓迎です。
■日程:8月12(火曜日)
■時間:10:00～15:00
■費用:ランチ代　
■連絡:65009794(宮崎)
shekinahjapan@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

メンバー募集

　マイボスコム株式会社は、「英語教育」に関して2回目のインターネッ
ト調査を実施した。様々な言語が飛び交う香港では、英語力の必要性
を感じずにはいられないが、今回の調査でどんな結果が出たのかさっ
そく見てみよう。
　まず、英語力の必要性について聞いたところ、必要性を感じる人は全
体の59.9％となった。10代では「必要性を感じる」の比率が他の年代を
上回る一方、30代40代の男性、40代女性では、必要性を感じる人が少
ない傾向にあった。その中で、現在英語を自主的に学習している人は
たったの8.3％。学習したことがない人は、半数以上を占めた。
　さらに、英語学習者に自主的に学習している理由を聞いたところ、
「自己啓発、習い事として」「海外旅行に行く」などが上位に。30代40代
の男性では「仕事で必要になった」が最も多い理由となった。また、どの

ような方法で学習してい
るかを聞いたところ、「参
考書」が最も多く27.9％、
次いで「英語の書籍や新
聞・雑誌を読む」「テレビ
の英語講座」「ラジオの英
語講座」がそれぞれ2割
弱で続く。1カ月あたりにかけるお金は「0円」が4割弱、「～1000円」が3
割弱となった。年代別に見ると、30代男性や40代50代の女性でお金を
かけて学習している人が多かった。
　また、今後英語学習をしたいと思っている人は38.2％。女性や若年層
で多く、10代女性で7割弱、20代女性では半数強を占める。英語学習で
試してみたい方法を聞くと、「英会話スクール」が3割弱で最も多く、「テ
レビの英語講座」「カセット・CD教材を使った通信教育」「個人レッ
スン・家庭教師」などがそれぞれ約2割となった。

回答者からは以下のコメントが寄せられた。
・外国の方とのビジネスで通訳を介さなくてはならず、自分の言葉で気
持ちを伝えきれなかった（46歳男性）
・国際化社会なので、英語でのコミュニケーションは必須だと思う。流
暢でなくても、苦手意識を持つことなく英語を使えることが大切（47歳
女性）
・海外ドラマが大好きだけど、英語が分からないので吹き替えしか見る
ことができない。英語が分かったら、何かしながらTVを見ることができ
るのに。と思う（42歳女性）

全
国
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1
万
人
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英
語
に
つ
い
て
の
意
識
調
査 やや必要性を

感じる
31.2%

どちらともいえない
17.9%

あまり必要性を
感じない
11.9%

必要性を感じない
10.2%

必要性を感じる
28.8%

〈英語力の必要性〉

調査概要
【調査対象】　「MyVoice」のアンケートモニター
【調査方法】　インターネット調査（ネットリサーチ）

【調査機関】　マイボイスコム株式会社
【回答者数】　10,027名
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香港香港

　コーズウェイベイ（銅鑼湾）のランドマークの1つであ
るハイサンプレイスには様々な店舗を揃えるフード
コートの他にも多くのレストランが入って常に賑わいを

見せているが、その13階にお洒落な
カフェ「Moments　Life　Style Café」が
新しくオープンした。以前は少し敷居

が高そうなフレンチレストランだったが、コンセプトを「カジュアルに利用できるお洒落
なカフェ」に変更してリニューアルした。
　黒と白を基調にしたシンプルでシックな店内にはいたる所に写真やクッションが飾ら
れ、まるで我が家のリビングにいるかの様にリラックスできる雰囲気。大きな窓からは
コーズウェイベイの街並みを見渡すことができ、広々と開放感のある空間は居心地が良
くてついつい長居してしまいそう。
　そんな同店ではこだわりの食材でお財布にも優しく、食べてほっと心安らげる

「Comfort　Food」を提供している。メインが選べるランチはHKD118から、ディナーは
HKD148から楽しめる。それぞれサラダまたはスープとドリンク、デザートなどをプラス
できるオプションもあり、その日の気分によって選べるのもうれしい。温泉卵を割って黄
身と一緒に食べるグリルチキンシーザーサラダはまろやかな食感。人気のエッグベネ
ディクトは珍しくクラブケーキを使用しており、ハムやベーコンよりあっさりといただけ
る。ガッツリ食べたい人には「ボロネーゼスパゲッティーのカナダ産ビーフ乗せ」を。
パンチの効いた味にトッピングのパルメザンチーズが味わいをさらに豊かにしてくれ
ている。オニオンジャムの甘さが肉の味をより味わい深くしている｢Momentsバー
ガー｣は100%アンガスビーフにパルマハム、チーズ、とボリューム満点だ。
　ティータイムには、チョコケーキ、スコーン、ストロベリーチョコ、マカロンなどのスイー
ツのほか、サンドイッチなどのセイボリースナックとお茶もついているアフタヌーンテ
イーセット（HKD268／2人用）が楽しめる。ショッピングの合間や後に立ち寄ってみては。

ボロネーゼスパゲッティーのカナダ産ビーフ乗せ

Moments Life Style CaféMoments Life Style Café

Moments Life Style Café
住所：Shop 1302, 13/F., Hysan Place, 500 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2115-3328
時間：月～日　12:00 ～23:00

グリルドチキンシーザーサラダ クラブケーキのエッグベネディクト
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都市の中心地にリラックスできる空間
時間の流れを忘れてしまうお洒落なカフェ
都市の中心地にリラックスできる空間
時間の流れを忘れてしまうお洒落なカフェ

濃厚だけど癖になるテイラミス
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香港 香港

香港

　「サンキスト（Sunkist）」と聞いて思い出すもの
は?もちろん、オレンジやグレープフルーツなどの柑
橘類のフルーツだろう。そのサンキストがこの夏、
ウィンダム・ストリート（雲威街）にある、人気レストラン・
バー「Lily　&　Bloom」とコラボ。バーテンダーが作り出す様々なカクテル、そして、そのカ
クテルにマッチするバー・スナックにもサンキストのフルーツがふんだんに使われて
いる。
　まず最初に紹介するのは「ゾンビパンチ（Zombie　Punch）」。3種類のラム、フレッシュ
なザクロのシロップ、そして絞りたてのグレープフルーツジュースで作られたカクテル
だ。グレープフルーツはもちろんサンキスト。そして、このカクテルを楽しむのにピッタリ
のスナックが「ハマチのセビーチェ（Sunkist Ceviche）」。オレンジとレモンのソースがか
かったハマチがトルティージャ・チップスの上にトッピングされている。アボカドの
ピューレを付ければ美味しさも倍増。
　そして、「ヌイヌイ（Nui Nui）」はテキーラベースのカクテルで、メスカル酒、キュラ
ソー、セブンスパイスのシロップ、サンキストのフルーツジュースをミックスしたものだ。
シナモンが薫るこのカクテルと相性抜群なのは「カニとサフランのコロッケ（Crab　and 
Saffron Croquette）」、オレンジ風味のアイオリソースが添えられている。

　最後は「スコーピオン（Scorpion）」。ドライジン、
スパイスラム、カルヴァドス、フレッシュなサンキ
ストのオレンジとレモンのジュースを使ったカク
テルだ。甘酸っぱい味のこちらに合わせたいのは

「串焼ポークのグリル（Grilled Pork Skewers）」。
シトラス風味のバーベキューソースで頂くポーク
は美味。
　仕事で疲れた一日の終わりに、夏の暑さを吹き
飛ばしに、Lily　&　Bloomへ飲みに行こう! 

カニとサフランのコロッケ（Crab and Saffron Croquette）と
ヌイヌイ（Nui Nui）

串焼ポークのグリル（Grilled Pork Skewers）と
スコーピオン（Scorpion）新鮮なサンキストのフルーツ

Sunkist x Lily & BloomSunkist x Lily & Bloom

Lily & Bloom
住所：5/F., & 6/F., LKF Tower, 33 Wyndham St., Central
電話： (852)2810-6166
ウェブ：lily-bloom.com

ハマチのセビーチェ（Sunkist Ceviche）と
ゾンビパンチ（Zombie Punch）

仕事で疲れた体を癒してくれる
爽やかなフルーツ味のカクテル
仕事で疲れた体を癒してくれる
爽やかなフルーツ味のカクテル

カ
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　上海で大人気のハンバーガーレストラン「Beef & Liberty」が、ワンチャイ(湾仔)のお洒落
なレストランやカフェが多く立ち並ぶスターストリート界隈に待望の香港店を堂々オー
プン。ハンバーガーと聞くとどうしてもカジュアルなお店を想像してしまうが、同店はバーも

備わった本格的なレストランだ。
　店内は黒を基調とし、天井が
高く広 と々した空間。シックな音

楽が流れ、壁に描かれたシルバーとゴールドの馬が大きなインパ
クトを与える。オーナーのニールさんは、自身もお酒が大好きとい
うこともありハンバーガーとお酒を一緒に楽しんで欲しいという

思いで、幅広いドリンクメニュー、各国の珍しいクラフトビール、日本のウィスキーの山崎や
響、そして種類豊富なワインも揃えている。バーにてドリンクだけの利用も可能だ。
　店名の由来もユニークだ。1735年頃、イギリスで文化人たちが集う「高貴なステーキクラ
ブ」と言う名のクラブが存在した。そこは良質の牛肉やステーキを味わうのはもちろん、
メンバーとの交流を楽しむ場所であった。クラブ入会時にメンバーが宣誓させられる誓約
文の最後に「…so beef and liberty be my reward（牛肉と自由が私の褒美となる）」とあり、
その文面からアイディアを得たという。
　こだわりのバーガーに使われる牛肉は、世界で最も空気が綺麗と言われているオースト
ラリアのタスマニアにあるケイプ・グリムから届く。自然豊かな大地にある小規模な牧場
で、成長ホルモンを使わずに牧草を与えて育てた牛の肉は、脂肪が少なく、オメガ3とビタ
ミンEが豊富に含まれる。また、週3回届けられる牛肉は冷凍時間を極力短縮するため、肉
の旨みを保つためにお店に配達されるとその日のうちに店内のキッチンでランチ時とディ
ナー時、2回に分けて挽き、ハンバーガーのパテを作っている。そのパテを挟む自家製の天
然酵母パンも、肉と相性ピッタリ。
　まずはお店の人気メニュー｢チーズ（Cheese）｣を。見た目は小振りながら、肉厚のあるパ
テは肉汁たっぷりでとてもやわらか。スモーキーな香りが食欲をそそる。バランス良く玉ね
ぎ、トマト、チーズが挟まれ、食べ応えもたっぷりだが、女性でもぺろりと食べられるサイズ
なのはうれしい。刺激が欲しい人にはピリ辛ソースを使用した｢グリーンチリ(Green Chill)｣
がオススメ。他にも、ベジタリアン向けの「ファラフェル（Falafel）」、そして女性や、健康志向
の人にうれしい、｢パンなしバーガー（Burger in the Bowl）｣もある。こちらは、パン以外の
バーガーの中身が、たっぷりのサラダの上に乗っている。ハンバーガーと相性抜群のミル
クシェイクはチョコレート、ストロベリーを始め5種類あるので、こちらも忘れずに。

Beef & LibertyBeef & Liberty

Beef & Liberty
住所：2/F., 23 Wing Fung St., Wan Chai
電話：(852)2811-3009
時間：月～金　12：00～15：00、18:00～22:30、土日祝　11：00～22：30
ウェブ：www.beef-liberty.com/hk

ハンバーガーとイギリスのジェントルマンクラブ？
関係なさそうに見えて、実は大いにあり
ハンバーガーとイギリスのジェントルマンクラブ？
関係なさそうに見えて、実は大いにあり

一番人気のチーズバーガー

左　スティッキーリブフィンガー　
右　クリスピーチキンウィング
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Burger in the Bowl (パンなしバーガー)

癖になるチョコレート(左)と
ストロベリー(右)ミルクシェイク
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Museum CONTEXT
旗艦店
住所：Shop 246, 2/F., Prince’s Bldg., 10 Chater Rd., Central
電話：(852)2152-0820
時間：月～土 10:00～19:00、日 11:00～18:00
ウェブ：www.museumcontext.com/index.php

　セントラル（中環）のプリンスズビルディング（Prince’s Building）の2階にある
「Museum CONTEXT」と名の付くこの店、テーマは「伝統と文化が感じられるおとこの
収集品」。香港では見つけにくい商品を主にイギリスから取り寄せている。一点物の
高価なアンティークから、グリーティングカードの小物まで揃える。男性客が多いかと
思いきや、実は男性へのプレゼントを選びに来る女性客の方が多いそうだ。
　建築士の資格も持つオーナーのアンドリューさん、エジンバラで最初にこのビジネ
スを始めた。イギリス国内で事業拡大を続ける中、海外進出の必要性
を感じ、2011年11月、香港にこの店をオープン。他には、ランドマーク
（Landmark）と、最新のアート発信地、PMQにもお店がある。
　「オススメの商品は？」の質問には「店にある全ての品物が自分にとっ
ては特別。どれがオススメと言うのは難しいな。あえて言えば、3脚のラ
イトスタンドと螺旋階段の模型は我が家にもあるよ」と教えてくれた。
　そんなアンドリューさんがこだわりぬいた商品が並ぶ店内でまず目
に付くのは家具。アンティークはもちろん、レプリカも販売している。
ショーウィンドーに飾られているトランク型のバーセットはお酒好きな
人なら欲しくなる。冷蔵庫サイズの大型のもの以外に、スペースの狭
い香港の住宅事情を考えて、小型版も販売している。
　他の商品も「旅行の黄金時代」、「航空と航海」、「伝統的なおもちゃとゲーム」、「軍用雑貨」、「スポーツ」など、
ここには書ききれない様々なジャンルに分類されている。天井から吊り下げられた飛行機、大きなヨット、自動
車の模型、靴べら、カフス、古いコインやメダルなど、様々な物があふれかえる。時間を忘れてついつい長居し
てしまいそうだ。
　最近力を入れているのがグリーティングカードやポスターなどのプリントもの。イギリスと香港のデザイ
ナーが手掛けるオリジナルの商品は、香港らしさがモダンにデザインされている。商品の販売以外にも、忙し
い人のための買い付けなどのほか、店やモデルハウスなどのインテリア装飾を手伝うサービスも行っている。
　誰かのプレゼントに迷ったら、または珍しいものに遭遇したければ、一度この店に足を運んでみて。でも、行
くときは時間に余裕があるときに！

［ Museum CONTEXT ］

品物で溢れる店内

古
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英国紳士、オーナーのアンドリューさん

ビックリするようなお宝がいっぱい！
いつまでいても飽きない空間
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 ショッピング（香港・広東共通）
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