
香港＆広東

　松岡圭祐の人気ミステリー小
説「万能鑑定士Qの事件簿」シ
リーズを映画化した本作。驚異的
な鑑定眼を持つ天才鑑定家役を
演じた綾瀬はるかが、自身の役柄
や撮影の様子を振り返った。
 
－脚本をご覧になっての感想は。
難しいことをたくさん話している
なと。（笑）この作品は、モナ・リザ
を題材に、色々な事件が巻き起こ
る話なので、一体これはどこまで
実話なのだろうかと気になりなが
ら自然と引き込まれていました。

－凜田莉子というキャラクターについて、どのように解釈していまし
たか？
莉子は、沖縄の波照間島でのんびり、陽気に育ってきたので、勉強
もできない世間知らずの女の子でした。ただ、非常に感受性が豊
かで、誰かのために全力で頑張ってこれたことが今の成長につな
がったのだと思います。映画ではその経緯について細かく描かれ
ていないので、その部分を自分の演技で補えるよう常に意識してい
ました。

－鑑定している時の莉子は、自信に満ち溢れていますね。
莉子は一度スイッチが入ると、途端に難しい専門用語を話しだしま
す。普通の女の子に鑑定スイッチが入るとどう変わるのか、話し出す
スピード、鑑定時の目線など、実際にやりながら監督と詰めていきま
した。
 
－モナ・リザに持っていたイメージは？
ミステリアスな絵ですよね。瞳に隠された文字というのも、本当に

よく見たらあるんじゃないかと思わされる、そんな不思議な魅力が
ありますよね。

－小笠原との関係についても教えてください。
最初はうっとうしい感じだったのですが（笑）何かあるとサッと手を
差し伸べてくれる人。莉子と恋愛に発展しそうな、でもきっとこのま
まなのだろうな…。

－松坂桃李さんと共演されていかがでしたか？
意外と一緒のシーンが少なかったんです。別々で撮影していること
が多かったので。私より年下ですけど、落ち着いていて大人びてい
るなという印象ですね。
 
－モナ・リザの魅力はどこにあると思いますか？
やはり瞳だと思います。不思議、何かあるんじゃないかと思ってしまう。

－フランス語のセリフは大変だったのでは？
クランクインまでに時間があまりなかったので必死に覚えました
ね。本当は、莉子みたいに一夜で覚えられたらいいのですけど（笑）

「万能鑑定士Q
ーモナ・リザの瞳ー」綾
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出演：綾瀬はるか、松坂桃李、
　　  初音映莉子ほか
監督：佐藤信介
8月28日公開！
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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
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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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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。

　香港で「チャーチャンテン（茶餐廳）」と呼ばれるローカルレストラン
へ行くと、具材などを選べるメニューがけっこうありますよね。たとえ
ば、米粉を原料とした米線（ライスヌードル）が食べられる某チェーン
店。スープは、オーソドックスな「清湯」、酸味のある「酸辣湯」、スパイ
シーな「麻辣湯」の3種類。麻辣湯は、さらに辛さを5段階から選べま
す。具は「マッユン（墨丸）」（＝イカミートボール）、「トングウ（冬菇）」
（＝シイタケ）、「フーペイ（腐皮）」（＝ゆば）、「ユーダン（魚蛋）」（＝つ
みれ）など10種類以上をラインナップ。料金を追加すれば、何種類で
もオーダーできます。
　また、別のローカル店には、肉とソースの種類が選べるランチセット
も。主食は「バッファン（白飯）」、「イーファン（意粉）」（＝スパゲッティ）、
「シュージャイ（薯仔）」（＝ポテト）から選択可で、ドリンク付き。いつも
オーダーするのは、「ガイヨッ（雞肉）」（＝鶏肉）、「グオンザップ（薑
汁）」（＝ジンジャーソース）、「シュージャイ」、そして、「ドンレンチャー
（凍檸茶）」（＝アイスレモンティー）。甘辛ソースのかかったチキンス
テーキに、フライドポテトが添えられて出てきます。
　組み合わせを変えると、いろいろな味が楽しめそう。日本にいたらウ
レしいサービスも香港では言葉の壁が！ 最初は、オーダーの仕方もハテ
ナマーク状態。どれを頼めば何がでてくるのかも皆目見当がつかず…。
でも、友人と「コレはニラ」「コレがハムだよね」と知識を持ち寄ったり、香
港人の友人に教えてもらったりしながら、自分の好きな具を把握。
　要領を得てきたら、広東語でのオーダーにトライ。そのときのポイント
は、発音が合っていなくても、店員さんにわかるようにメニューを指さし
ながら伝えること。そうすると、店員さんは正しい広東語で復唱してく
れます。ついでに、その発音を見習って、もう一度、復唱。ちゃんといえ
たとき、店員さんが「ホウア（好呀）」（＝OK）とにっこり笑ってほめてく
れることも。広東語を使おうとする気持ちは、ローカルの方との距離を
縮めてくれるのかもしれませんね。

Vol. 12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」③

イラスト：タカミ



香港 香港

小中学生の教育とコミュニケーションに関する
保護者調査

～～ 小中学生のスマホ・タブレット保有状況と保護者の意識 ～～
◆スマホ保有率小学生高学年7.8%、中学生34.4%、タブレット保有率は中学生で17.1%
◆「本当は持たせたくない」スマホ、タブレットともに持たせている保護者の4割以上

　小学生または中学生の子供を持つ20歳～59歳の男女1,000名に、こどもにスマートフォンや
タブレット端末を持たせているかを聞いたところ、スマートフォンを「持たせている」のは、小学
生低学年（1～3年）の保護者では2.4%、小学生高学年（4～6年）の保護者では7.8%、中学生の
保護者では34.4%となり、タブレット端末を「持たせている」のは、小学生低学年の保護者では
5.1%、小学生高学年の保護者では9.3%、中学生の保護者では17.1%だった。次に、スマート
フォンやタブレット端末を持たせている保護者の意識をみると、スマートフォンでは、「持たせて
もよいと思っている」59.7%、「本当は持たせたくない」40.3%となり、タブレット端末では、「持た
せてもよいと思っている」57.1%、「本当は持たせたくない」42.9%となった。

～～ 小中学生のSNS・メールアプリ利用状況 ～～
◆小中学生が利用しているSNS・メールアプリトップは「LINE」、小学生高学年で1割
◆LINE利用率中学生になると一気に増加、小学生高学年の3倍に
◆ 子供が利用しているSNS・メールアプリが「わからない」学年が上がるほど増加

　全回答者に、自身の小中学生のこどもが利用しているSNSや通話・メールアプリを聞いたとこ
ろ、最も多かったのは「LINE」14.4%で、次いで、「Twitter」3.0%、「Google+」1.8%、「Facebook」
1.4%、「Skype」1.3%。また、「何を利用しているのかわからない」は14.0%、「SNS、通話・メールア
プリは利用していない」は69.1%だった。学年区分別にみると、小学生低学年（1～3年）の保護者
では8割以上（82.5%）が「SNS、通話・メールアプリは利用していない」としたが、小学生高学年（4
～6年）の保護者では「LINE」が9.0%と1割となり、中学生の保護者では「LINE」が30.5%、「Twitter」
が7.5%。他方、「何を利用しているのかわからない」とした保護者は、小学生低学年の保護者で
は11.4%、小学生高学年の保護者で13.8%、中学生の保護者で16.8%となった。

～～ 小中学生のタブレット学習に対する保護者の意識 ～～
◆タブレット学習に期待していること「楽しんで勉強できる」「すぐに調べ物ができる」「教材の幅が広
がる」
◆ タブレット学習の不安「ゲームばかり」「ネットトラブル」「ネット閲覧ばかり」が半数以上
◆ 「（宿題をコピペするなど）間違ったネットの使い方を覚える」は3割が不安

　タブレット端末を持っている小中学生の半数以上が自宅での勉強時に利用しており、また、
最近では、学校での授業にタブレット端末を導入しているところも。そこで、全回答者に、こども
がタブレット端末を使って学習することに対して、どのようなイメージを持っているか聞いたと
ころ、期待していることとしては、「楽しんで勉強できる」43.6%が最も多く、「ネットに接続でき、
すぐに調べ物ができる」32.0%、「動画や音声も使え、教材の幅が広がる」29.9%が続いた。一方、
不安なこととしては、最多は「ゲームばかりする」67.5%で、「ネットトラブルに巻き込まれる」
56.0%、「ネット閲覧ばかりする」50.8%は半数以上の保護者が不安なことに挙げた。

■■調査概要■■
英会話のGaba調べ
■調査タイトル：小中学生の教育とコミュニケーションに関する保護者調査
■調査対象：ネットエイジアリサーチのモニター会員を母集団とする小学生または中学生のこどもを持つ20歳～59歳の男女
■調査期間：2014年5月30日～6月6日
■有効回答数：合計1,000名

楽しんで勉強できる

ネットに接続でき、すぐに調べ物ができる

動画や音声も使え、教材の幅が広がる

ITリテラシー（ITを使いこなす力）が身につく

どこでも勉強できる

積極的に勉強するようになる

勉強がわかりやすくなる

子供のペースや習熟度に合わせて勉強できる

教材・学習資料が電子化され保管しやすくなる

情報モラルが身につく

0%　　　　　40%　　　　　80%

タブレット端末を使って学習することに対して、
どのようなイメージを持っているか（複数解答形式）（全体［n=1,000］）夏休みを子供と向き合う良いタイミングと捉えている親は多いのではないだろうか。

そこで、英会話のGabaでは、小学生または中学生の子供を持つ20歳～59歳の男女に対し、
「小中学生の教育とコミュニケーションに関する保護者調査」を実施した。
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東海大学同窓会香港華南支部
東海大学および付属校、留学経験のあ
る香港の方、是非お気軽にご連絡下さ
い！2～3ヶ月に一度、家族ぐるみのイ
ベントと今年度は日本から著名な方を
お招きし、講演会を企画しております。
メール:bobby@mail.isl.hk（石水）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

デジタルマーケティング 日本人スタッフ募集！
銅鑼湾(コーズウェイベイ)のデジタル
マーケティング会社The Eggでは日本人
スタッフ(パートタイム)を募集中。
SEO検索エンジン最適化に伴うHPコン
テンツの修正、制作業務担当。HTMLの
知識不要。
募集資格：日本語でのコンテンツ制作あ
るいは広告コピー制作、雑誌執筆など
の経験者歓迎。Excelの基本操作ができ
る方。英語初級から上級。
勤務時間：9:00～18:00の間のいつでも
(週15時間程度)まずは履歴書(日本語、
英語どちらでも可)を
jobs@theegg.comまで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ママのイキイキ応援プログラム
11月23日（日）①午前10:00～12:00/②午
後13:00～16:00／11月24日（月）③午前
10:00～13:00 ホンハム地区にて講座を
開催します。講師は「テレビ寺子屋」

「ホンマでっか!?TV」「すくすく子育て」な
ど、日本で多数メディアに出演している
山﨑洋実コーチを招いての講座は海外
初開催!子育てに関心のある方ならどな
たでも参加できます。この機会を是非お
見逃しなく!お問合せ詳細はfacebook、
アメブロ「ママイキ香港」で検索。
mamaikihongkong@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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

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



Brown’s Tailor
住所：Unit E, 2/F., Comfort Bldg., 88 Nathan Rd., TST
電話：(852)3996-8654
ウェブ：www.brownstailor.com

　紳士服店「Brown’s Tailor」のオーナー、Felix
さんの理想とするスーツは快適さ、品質、そして
技術を表現した一着だ。
　アパレル業界出身のFelixさんは、デザイン、
生地などに詳しく、特にスーツにこだわる。我々
の基本的な体型は似ているが、決して同じでは
ない。既製スーツはあらかじめサイズが決まっ
ているので、体に合わない部分は我慢するしかない。また、多くの老舗紳士服店を訪
ね、様々なスーツを見てきたが、納得のいくスーツに出会うことはなかった。そこで、

「伝統的技術と時代遅れにならない要素を兼ね備えたスーツを提供したい」と、1年か
けて準備し、同店をオープンした。
　チムサーチョイ(尖沙咀)のネイザンロード(彌敦道)沿いにあるComfort Buildingの
店の内装はヨーロッパ風の家具が置かれ、木目を基調とした落ち着いた雰囲気。多彩
な布地と様々なスタイルのスーツがディスプレイされている。「ここに来て下さったお
客さんと一緒にスーツを語り合いながら楽しみたい」と、店内の棚に置かれたウィス
キーについても説明するFelixさん。
　スーツはもちろん、ジャケット、ズボン、シャツ、ネクタイなどのアイテムも単品から注
文できる。顧客の好みを踏まえ、自身の専門的な知識を生かし、理想の1着を創り出す。
Felixさんが得意とするスタイルは、英国風とイタリア風だ。ヨーロッパから輸入してい
る生地も紳士のスーツには欠かせない。
　一度オーダーメイドのスーツを着てみれば、値段以上の価値を実感できるはず。ぜ
ひお店に寄ってみてFelixさんと紳士の心得を語り合ってみては？

服は着るだけでなく、品格を決める大切なアイテム
オーダーメイドスーツで自分自身をアップグレード
服は着るだけでなく、品格を決める大切なアイテム
オーダーメイドスーツで自分自身をアップグレード

Brown’s TailorBrown’s Tailor
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香港

香港

香港

香港



香港 香港

香港

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

　　女性なら、だれもがキレイになりたいもの。しか
し、社会における女性の役割が拡がる今、仕事、家
事、育児にと追われる中で、美容ばかりに時間をかけ
られないという女性も多く、限られた時間の中で賢
く、効率的にキレイになれる方法が求められていると

言える。株式会社ワコールでは、時間をかけずに、「キレイ」を手
に入れている女性を「速攻美人」と名付け、その「速攻美人」を目
指す女性たちの美容への意識を探っている。

【「時短でキレイ」が必須条件！「速攻美人」を目指す女性たち】
　はじめに、「キレイ」に投資する時間につ
いて、女性たちの意識を探った。「キレイにな
るためになら、そこに費やす時間は惜しまな
いですか？」と聞いたところ、「惜しまない」と
答えた人は31%にとどまり、一方で、「きれい
になるために費やす時間はなるべく短縮し
たい」という人は89%。忙しい毎日の中では、
たとえ「キレイ」のためであろうとも、限られ
た時間を効率的に使いたいというのが、女
性たちの意識のよう。

　こうした中で、女性たちの人気を集めているのが、賢く時短でキレイになれるアイテム。実
際に今回の調査の中でも、「時間をかけず効率的にキレイになれる商品を取り入れたい」と
いう人は88%と、9割近くにのぼった。そこで、そんな時短でキレイになれるアイテムとして、
取り入れているものについて聞くと、下地とファンデーションが一緒になっている「BBクリー
ム」が最も多く39%、「永久脱毛」（28%）、「オールインワン化粧品」（24%）、「着圧ソックス」

（24%）と続いた。1つで複数の役割を果たすものや、毎日のお手入れ時間を省けるものが、
支持を集めているよう。これらの調査結果から、忙しい日々の中で時間をかけずに「キレイ」
を手に入れる、「速攻美人」を目指す女性たちが多く存在することが分かった。

【 夏に向けたダイエットは「スタイルが良くみえること」を重視！】
　続いて、薄着になる夏に向けて、女性たちの関心が高まる「ダイエット」について、どのよう
な意識を持っているのか調査。

◆ 夏に向けた「ダイエット」、失敗した経験を持つ女性は9割強！
　まず、「夏に向けてダイエットをしたことがありますか？」とたずねたところ、「ある」と答えた
人は58%と過半数を占めた。そして取り組んだことのあるダイエット方法について聞いたと
ころ、「食べる量を制限する」（77%）、「運動をする」（76%）、「食べるものを制限する」（68%）
といった回答。いずれも、ある程度長期間にわたって努力しなければならない方法が上位に
並んだ。
　さらに、ダイエットの成功率について調べると、92%もの女性が過去にダイエットに失敗し
た経験があることが、明らかになった。
また、「ダイエットの成果として重視するポイント」を聞いたところ、上位2項目は、「スリムな
体に見えること」（60%）、「メリハリのある体に見えること」（56%）。「減量」（41%）や「体脂肪
率を減らすこと」（30%）といった数値的な成果よりも、どう見えるかという視覚的な成果を重
視しているようだ。
 
◆ 着やせテクを駆使、下着でスリムに… ダイエット失敗時の対処法
　ダイエット経験がある女性の9割が失敗している中、どのように対処しているのかを聞く
と、「着やせテクニックを駆使する」（48%）、「下着を使ってスリムに見せる」（22%）といったも
のが挙がり、スリムに見えるように工夫している姿がうかがえる。ちなみに、「着けるだけで着
やせできるブラジャーがあれば、使ってみたいと思いますか？」と聞くと、70%もの女性が

「使ってみたいと思う」と回答。「速攻美人」を目指す女性たちにとって、着けるだけで見た目
の印象を左右するアイテムのニーズは非常に高いと言える。
 

［調査概要］ 
調査名：美容の効率化に関する調査
調査対象：20～30代 女性 700名
調査期間：2014年6月26日（木）～2014年6月27日（金）
調査方法：インターネット調査

時短でキレイ!! 
    「速攻美人」を目指す女性が増加中

キレイになるために費やす時間は
なるべく短縮したい

思わない
11％

思う
89％
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香港 香港

香港香港

■「夜時間」は、翌朝の寝起き顔にも影響！？朝の「がっかり
顔」経験者は7割に

　今回の調査では、朝の顔の状態について聞いてみた。「朝
の起き抜けの顔が、『がっかり顔』（＝日中の自分の顔よりも
見た目が悪く、がっかりしてしまう残念な状態の顔）になって
しまった経験はありますか？」と質問したところ、70％と大多
数の女性が「ある」と回答。仕事や家事などやらなければい
けないことが多く、夜は何かと時間がない現代女性の中に
は、朝の『がっかり顔』経験者も多いよう。
　ちなみに、「起き抜けの顔が『がっかり顔』になる頻度」とし
て最も多かったのは、「週に1～2日」（28％）。さらに、「週に5
日以上」と答えた人も22％にのぼっており、5人に1人は、ほ
ぼ毎日『がっかり顔』を実感しているということに。また、「起
き抜けの顔が『がっかり顔』になりやすい季節」としては、

「夏」と回答した人が46％と最も多い結果となり、これからの
時期は特に注意が必要と言える。

　さらに「起き抜けが『がっかり顔』だった時の、顔や肌の状
態」について詳しく聞いたところ、最も多かったのは「顔がむ
くんでいる」で56％という結果に。また、「目の下にクマがで
きている」（48％）、「目がはれぼったくなっている」（44％）に
続き、「肌がくすんでいる」という回答も41％と目立った。

■「がっかり顔」対策ができている人はわずか1割台・・・水洗
　顔で済ませる人も多数

　しかし、こうした状況にもかかわらず「朝の『がっかり顔』
を解消するための対策が十分にできていると思います
か？」という質問で「できている」と答えた人は12％と1割台
に。残り88％と大多数の人は、『がっかり顔』の対策が十分
にはできていないよう。また、「朝の洗顔方法」についても
聞いたところ、最も多かったのは「水（またはお湯）で洗う」
で44％。洗顔料や石鹸を使わず、そのまま水だけで済ませ
てしまう人が半数近くであることがわかった。

■「がっかり顔」の原因、「くすみ」と「むくみ」
　朝の「がっかり顔」の大きな原因の1つと言えるのが「くす
み」。今回の調査でも、多くの女性が、朝「くすみ」を実感して
いることが明らかになった。「くすみ」の原因の１つは、乾燥、
肌のターンオーバーの乱れによる角質肥厚。さらには、寝て
いる間に分泌された過剰な皮脂をそのままにしておくと、毛
穴詰まりやざらつき・ごわつきの原因になって、肌の透明感
を邪魔してしまう。特にこの季節、冷房による乾燥や、冷たい
ものの摂りすぎで血行が悪くなることで、「夏ぐすみ」を感じ
ている女性は多いと予想される。
　「がっかり顔」のもう1つの原因「むくみ」。睡眠中は、基本的
には顔の筋肉を動かさない状態が続くので、必然的にリン
パの流れが悪くなってしまう。そのため、起き抜けの顔は、ど
うしてもむくみやすくなってしまうのだ。特に夏場は、クー
ラーで冷えたり、冷たい飲み物をたくさん飲んで体内に水分
がたまりやすくなってしまったりするため、よりいっそう顔が
むくみやすくなると言える。

[調査概要]・調査期間：2014年7月11日～7月14日 
　　　　　・調査方法：インターネット調査 
　　　　　・調査対象：20～30代女性500名

オルビス株式会社は、紫外線・冷房による冷えや乾燥などのストレスが多くなる夏の到来に合わせ、このたび、20～30代女性500名を
対象とした「フェイシャルケア」に関する調査を実施した。

顔がむくんでいる

目の下にクマができている

目がはれぼったくなっている

肌がくすんでいる

肌が脂っぽくなっている

肌がカサついている

肌がたるんで見える

肌がシワっぽくなっている

その他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48%

　　　　　　　　　　　　　　　　　44%

　　　　　　　　　　　　　　　　41%

　　　　　　　　　　　29%

　　　　　　　　　23%

　　　　　　　20%

　　　　12%

3%

0%　 　 　 　　20%　　　　　　40%　　　　　60%

起き抜けが“がっかり顔”だったの顔や肌はどのような状態ですか？

水（またはお湯）で洗う

洗顔フォームで洗う

洗顔用の石鹸で洗う

ジェル洗顔で洗う

パウダー洗顔で洗う

その他

朝、洗顔はしない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44%

　　　　　　　　　　　　　　33%

　　　　　12%

2%

2%

2%

　　5% 

0%　 　 10%　　20%　　30%　　　40%　　50%

朝の洗顔方法として当てはまるものをお選びください。

「むくみ」や「くすみ」で起き抜けの顔が台無しに… 
5人に1人が、寝起きの「がっかり顔」をほぼ毎日経験
「むくみ」や「くすみ」で起き抜けの顔が台無しに… 
5人に1人が、寝起きの「がっかり顔」をほぼ毎日経験
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1/F., Oriental Crystal Finance Center, 
107-109 Chatham Road South, TST
MTR尖沙咀B2、尖東P3出口から徒歩５分程度
(852) 2957-8777（日本語でどうぞ）
営業時間　12:00-15:00 18:30-23:00

個室での宴会も承ります。（８名様まで）

香港

香港

香港

　避風塘炒辣蟹（蟹の唐辛子炒め）と言えば香港を代表的する料理のひとつ。観光客を
始め、香港にいるならば一度は試してみたい料理だ。Hee Kee Crab General Restaurant
（喜記蟹將軍）では、この伝統的な一品を新しい3種の蟹料理へと変貌させた。

　殻付きの蟹料理は手が汚れるし、殻をむくのは意外と面倒
なもの。そこで、同店では蟹を殻から外し、その身を使って4種
類の料理を作っている。

　同店のオーナーによると、味付けの軽いものから強いものへと食するのが、4種の蟹
料理を最適に味わう秘訣だそうだ。
　まず最初は「脆皮鵝片伴金銀蟹盒（新鮮な蟹肉とマンゴーのサラダ仕立てクリスピー
グース添え）」を。黒トリュフオイルで風味づけされた冷たい蟹のサラダ仕立てに、
ジューシーで暖かいグース（ガチョウ）が添えられた料理だ。一緒に食べれば豊かな香り
が口の中いっぱいに広がる。
　次に食したのは「黑松露菠菜汁鮮蟹鉗（蟹の爪と黒トリュフのほうれん草スープ添
え）。ベトナム産の蟹の爪を使った見た目にも斬新な料理だ。スープに使用した新鮮な
ほうれん草の甘味を活かしながらも、トリュフの風味はしっかり味わえる。西洋と中華が
融合した料理となっている。
　「招牌將軍令（蟹肉団子の唐辛子炒め）」は伝統的な「避風塘炒辣蟹」の味を窺い知る
ことができる1つだ。蟹肉とエビのすり身で作った団子を唐辛子と胡椒で炒めたもので、
重さ1キロの蟹からでも3～4皿分しか作れないという貴重な一品だ。
　既に香港では「有名店」といえる同店ではあるが、その伝統に甘んじることなく
次々と生み出される新しい蟹料理は、大いに楽しませてくれることだろう。

喜記蟹將軍喜記蟹將軍

喜記蟹將軍　Hee Kee Crab General Restaurant
<銅鑼湾店> 
住所：Basement G/F., 440 Jaffe Rd., CWB
電話：(852)2575-7565
時間：月～日　12:00～24:00
＜尖沙咀店＞
住所：Shop 602, 6/F., iSquare, 63 Nathan Rd., TST
電話：(852)2366-7565
時間：月～日　11:30～22:30

伝統的な老舗レストランが提案する
蟹料理の新しいスタイル
伝統的な老舗レストランが提案する
蟹料理の新しいスタイル

招牌將軍令
（蟹肉団子の唐辛子炒め）

脆皮鵝片伴金銀蟹盒（新鮮な
蟹肉とマンゴーのサラダ仕立
てクリスピーグース添え）

トレンディにアレンジした
中華風内装

黑松露菠菜汁鮮蟹鉗（蟹の爪と
黒トリュフのほうれん草スープ添え）

今回の記事で紹介された3種の蟹料理、特別プライスで提供します！

※一日前までにご予約ください。予約の際「PPWを見た」と伝えてください。
※注文する際、当紙また紙面を撮影した写真をスタッフにご提示ください。
※両店舗共通　　※期限：8月15日～9月15日

PPW読者

限定セッ
ト HKD264⇒HKD228
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香港

　レストランのトレンドが目まぐるしく変化するここ香港で、今ホットなのはモダン中華の
レストランだ。人気レストランの数々を展開しているBlacksheep　Companyも、その流行に
いち早く目を付け、モダンチャイニーズ｢口利福(Ho　Lee　Fook)｣をオープンさせた。場所は

ソーホーの中東レストランやシーシャ・バー
が立ち並ぶおしゃれなエリア。伝統的な
チャイニーズの味を守りながら、モダンに

工夫をこらした料理を提
供している。
　昔懐かしいオールドス

タイルの香港式レストラン、茶餐廳（チャーチャンテン）や、1960年代のノスタルジックな
ニューヨークのチャイナタウンからインスピレーションを受け、デザインしたというイン
テリア。内装は香港のライフスタイル＆デザインブランド「G.O.D」とコラボし、ローカル
アーティストが手掛けた。表通りから見えるキッチンの外壁は、マージャンパイで敷き詰
められたユニークなデザインで、通り過ぎる人も思わず立ち止まってしまう。店内は、
ソーホーのゲイグストリートに並ぶ屋台市場の活気ある情景をイメージ。奥の壁には優
雅に泳ぐドラゴンの姿がバックライトに照らされて浮かび上がり、モダンな空間であり
ながらも香港の雰囲気を十分に楽しめる。
　台湾生まれ、カナダ育ちのエグゼクティブシェフ・ジョエットさんは、大きな中華鍋を
使って、マジックのごとく新しいチャイニーズを生み出す。この店自慢の料理をご紹介し
よう。「Hokkaido　scallops,　snow　peas,　pickled　enoki　and　salmon　roe（北海道産ホタテ
－インゲン、えのきのピクルス、いくら乗せ）」は、伝統的な中華料理を厳選した食材を
使ってアレンジしたもの。新鮮なホタテと一緒にいただく野菜やいくらの食感が楽しい。
「Mom's "Mostly cabbage a little bit of pork”　dumplings(お袋の味餃子)」は、ジョエット
氏が子供の頃、料理好きな母親がよく作ってくれたというまさしくお袋の味。スパイシー
な醤油ベースのソースがかかったモチモチの餃子が癖になる。続いておすすめしたい
のが「DIY　san　choi　bao(サンチョイバオ)」。サンチョイバオは野菜やミンチ肉をレタスで
包んで食べる伝統的な中華料理だが、こちらではきゅうりのキムチ、大根の漬物、フレッ
シュハーブを利かせたミンチ肉を包んでいただく。中国はもちろんのこと、スリランカ、韓
国、ベトナム、タイの要素を織り交ぜた見た目にも美しいヘルシーな一皿だ。
　同店の店名｢口利福｣は、口から良い運を取り入れようという意味。美味しいものを食
べてみんなでハッピーになろう。

口利福(Ho Lee Fook)口利福(Ho Lee Fook)

口利福　(Ho Lee Fook)
住所：G/F., 1-5 Elgin St., Central
電話：(852)2810-0860
時間：火～木・日　18：00～23：00
　　 金・土　18：00～24：00（月曜定休）　

　　

新たなダイニングシーンがソーホーに登場！
伝統的な中華をモダンに味わう新感覚レストラン
新たなダイニングシーンがソーホーに登場！
伝統的な中華をモダンに味わう新感覚レストラン

ウェブ：holeefookhk.tumblr.com
※予約は6人以上から可

Mom's "Mostly cabbage a little bit 
of pork” dumplings(お袋の味餃子)

Fried Brussels sprouts with 
cauliflower and bacon chilli jam
（メキャベツとカリフラワーの
ベーコンチリジャム炒め）

DIY san choi bao(サンチョイバオ)

Hokkaido scallops, snow peas, 
pickled enoki and salmon roe
（北海道産ホタテ－インゲン、
えのきのピクルス、いくら乗せ）

Prawn lo mein(焦がし葱と
海老の汁なし麺)
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香港香港

　IFCモールの4階に店を構える｢GLASS　HOUSE｣では、アジ
アンフードに西洋のアレンジを効かせたアフターヌーンティー

を提供している。自家製カレーで味付けされ
た看板メニューのシンガポールヌードルや、
モッツァレラチーズとセラーノハムのサン

ド、炙りマグロといった軽食をはじ
め、マカロン、フルーツタルト、ス
コーンなど数種類のデザートが
セットになった多彩なグルメのア
ジアン旅。ほとんどが自家製というデザートは、眺めるだけ
でも幸せになれる。ほかにエクレアや日替わりケーキを楽し
めるティーセットも新たにスタート。かわいい見た目と裏切
らない味をぜひお試しあれ。

GLASS HOUSE
住所：Shop 4009, Level 4, IFC mall, 1Harbour View St., Central
アフターヌーンティー時間：15:00～17:30
料金：HKD268/2名
　　  エクレアセットHKD48　
　 　 ケーキセットHKD68

香港ならではの景色と絶品グルメ
GLASS HOUSE

　がっつり肉メニューが人気のアメリカンレストラン
「LUCQUES　Tavern」では、期間限定のアフターヌーン
ティーセットを提供中。注目は、ボリューム満点のハニー
トースト！チョコチップ、バニラと栗のアイス、マカロン、マ
シュマロ、新鮮なイチゴやラズベリー、ブルーベリーなどで

デコレーションされて
いる。軽食メニューは、
お肉やロブスターなど3種のサンドウィッチと特製マ
フィン。これに大人2人分のコーヒーか紅茶と、子供1人分
のジュースがつく。また子供のためにサッカーゲームの
おもちゃもセット。平日の昼下がり、大人も子供も大満足
なアフターヌーンティーセットはいかが？ 

LUCQUES Tavern
期間：8月31日まで
住所：Shop OT315, Level 3, Ocean Terminal, 
　  　Harbour City, 17 Canton Rd., TST
アフターヌーンティー時間：15:00～18:00（月～金）
料金：HKD198/大人2名＋子供1名　

LUCQUES Tavern

　ハーバーシティ内にある5つ星ホテル
Marco Polo Hotelの「Cafe Marco」。同店では、
新鮮なマンゴーやイチゴをふんだんに使った
ビュッフェスタイルのアフターヌーンティーを、
8月末までの期間限定で楽しめる！おすすめ
は、ココナッツとマンゴーのプリンやマンゴー
チーズケーキ、クリームとイチゴを層にしたナポレオンパイなど。また同店で外せないのが、
スイスのブランド「モーベンピック」のアイス！ずらっと並んだ高級アイスがどれも食べ放題。
またこのアイスを使ったオリジナルドリンクもいただける。この日だけはダイエットのことは
忘れて、思う存分フルーティースイーツを堪能しよう！

Cafe Marco
期間：8月31日まで
住所：Level 1, Marco Polo Hongkong Hotel, 
           Harbour City, 17 Canton Rd., TST
アフターヌーンティー時間：15:15～17:15（土・日・祝日）
料金：HKD228/大人　HKD168/子供

ビュッフェで楽しむフルーティーサマー！
Cafe Marco

　女心をくすぐる名門ショコラブランドとの合作ティー
セットを数多く提供してきたリッツカールトンの
「Café103」。8月15日からは、「Pierre　Herme　Paris（ピ
エール・エルメ・パリ）」とのコラボセットをスタートす
る。今回のテーマはレモン。アフターヌーンティ―セット
の全てのメニューに、厳選されたジューシーで香り高い
シチリア産レモンが使われており、爽やかな気分を満
喫できる。特製マカロンは、サクサクのクランブルの中
になめらかなレモンクリームが詰められた二重の食感
が楽しい1品。日本から来たPierre　Hermeのシェフと
Café103のエグゼクティブパティシエの共演という点に
も一層期待が高まる。

Pierre Herme Paris×Café103
期間：8月15日～31日
住所：103/F., The Ritz-Carlton Hong Kong, 
           International Commerce Centre, 
           1 Austin Rd. West, TST
アフターヌーンティー時間：15:30～18:00
料金：HKD338/1人　HKD558/2人

期間限定！名門ショコラとホテルカフェのコラボ
Pierre Herme Paris×Café103

子供も喜ぶアフターヌーンティー

香港にいるからには是非とも楽しみたいアフターヌーンティー。老舗ホテルと有名パティスリーの限定コラボや、おもちゃもセットになった子供にも嬉しいティー、
お腹の許す限り堪能したいビュッフェなど・・・。今しか味わえない期間限定のセットを中心に、この夏大注目のアフターヌーンティーを一挙ご紹介！

味わうなら今！
ホットなアフターヌーンティー特集
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