
前回に続いて“香港の醤油”について。
醤油売り場に並んでいる、でもきっと醤油そのものではない、たぶん醤
油ベースのソースのような香港ならではの調味料をご紹介します。

　香港の冬の風物詩である「煲
仔飯（ボウチャイファン）」はご存知
でしょうか。これはこの「煲仔飯用
醤油」。
　煲仔飯とは、土鍋で一人前ずつ
炊いたご飯に、炊きあがり直前に
下味を付けた色 な々具を乗せて蒸した香港の冬の料理です（香港に
も短期間ですが寒い時期があります）。食べる直前にこの醤油をかけ
て少し蒸らしていただくのですが、味は老抽よりさらに甘く、例えるなら
鰻のタレみたいな感じといえばいいでしょうか。熱 ご々飯によく合う、ど
こか癖になる味わいです。

　そして私が今一番はまっている
のが、じゃじゃーん！「鮮露」という、
いわゆるシーズニング醤油です。
うまみエキスと醤油を混ぜたような
ものらしく、醤油版味の素？そのまま
ではなんとなくはっきりしないぼんや
りした味なのに、炒飯や炒め物に入れるとあら不思議、あっという間に
香港の茶餐庁の味と香りに！とにかく便利な一瓶です。

　ちなみにこの「鮮露」、私の愛用
はクノール（家楽牌）のものですが、
他のメーカーのものもなぜか黄色
ベースのパッケージなのが密かに
謎だったりします。なにかの象徴な
のでしょうか。

　もちろん日本の醤油も売っていま
す。やはりキッコーマンは世界共通
語のようですね。
 けれどもせっかくの香港生活、どっ
ぷりローカル調味料にはまるのも悪
くないよね、なんて今日もせっせと
スーパーを巡る日々 なのでした。

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. 1 1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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クラシックでエレガントな
カーテン

MADURA
住所：33 Wellington St., Central
電話：(852)2810-0577
ウェブ：www.madura.hk

　常に賑わいをみせるセントラルのウェリングトンストリート(Wellington　St)。日本人経
営のレストランや美容室が入るビルTHE　LOOPのすぐ横に、フランスのインテリアブラン
ド「MADURA」が待望のアジア初店舗をオープンさせた。今年で創業41年になる同ブ
ランドは創業当時から手頃な価格のハイセンスな商品を多く取り扱っており、気軽に
センスの良いインテリアを楽しめる事で人気を集めている。常時2,000点以上の商品を
取り扱っており、店頭にない商品はオンラインで気軽に購入することができる。
　店内に足を踏み入れると、まず目に入るのが壁一面に並べられたカラフルなクッ
ションカバー。アフリカン、シック、スカンジナビアン、シノワズリー、ブリテッシュなど、各
国のデザインテイストを取り入れた種類豊富なクッションカバーはインテリアのアク
セントに。部屋の広範囲を占め、お洒落な部屋作りには重要なポイントであるカーテン
やブラインド、ベッドリネンなどもデザイン性の高いアイテムが揃っている。カーテンの

寸法を簡単に調節できるキットは、面倒な取り付けが手軽にできる
だけでなく、さりげないセンスも演出できる。肌触りが良いと評判の
エジプトコットンを使用したベッドカバーもオススメ。安らかな眠り
に導いてくれる。またオープンを記念して、香港店でしか手に入らな
いローカルデザイナーとのコラボ商品や、パリで活躍するアジア人
デザイナーCeciliaさんのカラフルでキュートな刺繍をほどこした
クッションケースなど、特別アイテムを販売している。シンプルなソ
ファーにカラフルなクッションでアクセントを加えたり、一見ミス
マッチなアイテムを合わせることでセンスの良さをプラスしたり、素
材違いのアイテムでニュアンスを加えたりと、自分のアイディアを膨
らませながら買い物をするのも楽しいだろう。
　こじんまりした店内に所狭しと陳列された商品は、どれも目を奪
われるものばかり。お部屋をひと回りもふた回りもお洒落にしてく
れる家具やちょっとした置物も取り揃えている。2週間に1度は商品
を入れ替えているので、頻繁に訪れても飽きることはなさそうだ。
さあ、早速足を運んでお気に入りを見つけてみては。

［ MADURA ］

フランスのお洒落なインテリアブランド
香港にオープン！！
フランスのお洒落なインテリアブランド
香港にオープン！！

カラフルで遊び心のあるカーテン

ハイセンスなカーテン取り付けキット

デザイン豊富なクッションカバー
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［かょるーん プロフィール］
香港歴２年目の主婦。現在、夫との２人暮らし。趣
味は街をぶらぶら、食べ歩き。特に麺と名の付くも
の・ローカルスイーツが大好きで、日々美味しい食
事処やスイーツ店をリサーチ中。
香港は小さな都市ですが、その中でも街ごとに
様々な違い・個性があり、自分でも実際に色々な場
所へ足を運んだり、試すなどして日々発見すること
を楽しんでいます。よく出没するエリアは尖沙咀。

星林居（Rice Noodle House)

こんにちは。ブログ【かょるーむ。香港むこいさーい♪】を
書いているかょるーんです。
今回は【ぽけっとグルメ】さんとのコラボ企画で、わたしが
選ぶ美味しい麺のお店BEST 4をご紹介します。
香港では、ワンタン麺をはじめ、中華系ですと担々麺、アジ
アン系のフォー・パッタイ、日本の美味しいラーメン＆つけ
麺・うどんなど、多くの麺処があります。
これらの中からおススメしたいお店は絞りきれないほどた

くさんあるのですが、今回の企画のために選りすぐりの4
店をご用意させていただきました。
今回おススメする4店舗は、【詠藜園】（担々麺）、【Nha 
Trang】（フォー）、【星林居】（雲南麺）、【九記牛腩】（牛肉
麺）、です。
ついつい食べ過ぎてしまい、増量が心配な今日この頃です
が、食べた後はジョギング・ピラティスで健康を維持するよ
うに心がけています。

　わたしが香港に引っ越してきて、初めてのランチで夫
に連れて行ってもらったお店で、今では夫婦そろってのお
気に入り店です。
　ピリリと辛くて酸っぱい雲南麺、無性に食べたくなり行っ
てしまいます。雰囲気は完全にローカル店ですが、注文は
オーダーシート式なので、広東語が話せなくても心配はいり
ません。わたしは、明火小鍋米線（Traditional Chinese Rice 
Noodle）（HKD24）という麺を、Very Sour（非常酸）・辛さは
控えめで食べるのが好きです。中に入れる具も、約40種類
からチョイスできる（HKD4～6程度）ので、自分流の食べ方
を発掘してみるのも楽しいかも。
　また、意外に（？！）女性客も多いお店です。

星林居（Rice Noodle House)
●住所：Shop A, G/F., 23 Lock Rd., TST
●電話：(852)2416-2424 

from かょるーむ。香港むこいさーい♪のかょるーんさん

www.pocketgourmet.com.hk で特集中！

かょるーんの

香港
美食歩き

香港在住

人気ブロ
ガーが

おすすめ
！

香港２年目、主婦ブロガーの
中華系、アジアン系、イチオシのうまい麵特集

と人気ブロガーかょるーんさんのコラボが実現！コラボが実現！
かょるーむ。香港むこいさーい♪

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

日々の香港生活の中で、グルメを中心に、
幅広く・お役に立てる情報記事を心がけ、更新しています。

ぜひ遊びに来てくださいね☆

s.ameblo.jp/kayoringo24s.ameblo.jp/kayoringo24

続きは
コチラ！
続きは
コチラ！ 今すぐアクセス！
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　ピークからソーホーへ移転して10年以上が経つ
「ピーク・カフェ・バー(Peak　Cafe Bar)」、7月には香港
島から九龍へ営業を拡大、オリンピアン・シティ(奧海
城)に新たな店舗をオープンした。
　世界各国の料理が食べられるこの店、特にシーフー
ドとグリル料理が有名だ。「シーフード・プラター、2人

前（Seafood Platter for 2）」 
は、ハーフロブスター、生ガキ、ホタテのセビーチェ、小エビの
カクテル、ムール貝、アサリ、サーモンのリエット、種類豊富な

シーフードが一度に楽しめる。また「1ポンドのムール貝の白ワインとガーリック蒸し(1lb 
of Mussels in White Wine Garlic Sauce)」は香り豊かで新鮮な海の幸が味える。
　他には、仲間と分け合って食べる「ミックス・グリル（Mixed　Grill）」。ひとつの皿にグリ
ルされた鶏むね肉、ラムチョップ、ブラートヴルストソーセージ、サーロイン、ポークリブ
が乗った、肉好きにはたまらない一品だ。「ミックス・シーフード・グリル(Mixed Seafood 
Grill)」は、ハーフロブスター、オイスター・ロックフェラー、サーモン、ホタテ、ムール貝、ア
サリが一皿でいただける。
　店の名前が付いた「ピーク・カフェ・バー・ブレックファースト(Peak　Café　Bar　
Breakfast)」や「コブ・オムレツ（Cobb　Omelette）」は朝食として1日のスタートにピッタ
リ。1日中利用できる店として、毎朝10時から提供される、また、アフタヌーンティー・メ
ニューもあり、ランチ、ディナー以外にも利用できるのもうれしい。 
　暑さを吹き飛ばすには最適なカクテルも数多く取り揃える。オススメは「ピンクライチ

（Pink Lychee）」、「マンゴーツリー（Mango Tree）」。そして、お酒が苦手な人も楽しめる、
ノン・アルコールのカクテル「フローズンベリーズ（Frozen Berries）」、「ブルージンジャー
（Blue Ginger）」 もあるので、家族連れの方も気軽に利用できる。
　店内のインテリアはモダンでありながら我が家にいるような居心地の良さが感じら
れ、リラックスできる空間となっている。オープンキッチンからはシェフが腕を振るう姿
を見ることもできる。また、個室もあるので、プライベートに、家族で、仲間で、愉快な一
時を過そう。

Peak Cafe BarPeak Cafe Bar

Peak Cafe Bar
住所：Shop G73A-B, G/F., Olympian City 2, Kowloon
電話：(852)2740-4822
時間：月～日　9:30～22:30
ウェブ：www.cafedecogroup.com/outlet.php?oid=54&name=PeakCafeBar

ピークからソーホーへ
そして今度はカオルーンにオープン
ピークからソーホーへ
そして今度はカオルーンにオープン

肉好きにはたまらない「Mixed Grill」

皿から溢れんばかり圧巻の「Seafood Platter for 2」

店の外観

見るからに涼しげな
「Blue Ginger」

店
内
の
様
子
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東莞

悲劇の都市「ポンペイ」―その壮大なドラマ！
映画「Pompeii」8月15日中国上映広

州

　一日にして火山灰の下に埋没した都市「ポンペイ」。ヴェスヴィオ火山
が大噴火したのは、西暦79年8月24日の正午過ぎ。ポンペイは数時間の
内に火山灰に埋め尽くされ、ナポリ湾で発生した津波によって数千人と
いわれる住民たちは一瞬の内に命を奪われた。大量の火山灰は海岸線
をも変えてしまう。港町だったポンペイが内陸部になってしまったほど
だ。こうして消滅したポンペイは、長い間人々に忘れ去られることにな
る。再び人々に知られるようになるのは1700年経ってからのことだった。
犠牲者たちの石膏像は、当時の痛ましい災害を今に伝えている。映画

「Pompeii」は、壮大なスケールで大自然の猛威と、それに翻弄されなが
らも真実の愛に生命をかけた若き男女の姿を描き出す。
　ローマ人に一族を虐殺されたケルト人の生き残り、マイロ（キット・ハ
リソン）は、復讐心を糧に生きるグラディエーターとなっていた。ある日、

彼はポンペイの有力者の娘、カッシア（エミリー・ブラウニング）と身分の
差を越えて激しい恋に落ちる。ヴェスヴィオ火山の噴火が迫る中、自由を
手にし、愛する人を救い出せるのか！？「バイオハザード」シリーズを手が
けたポール・W・S・アンダーソン監督が、美しいポンペイの街を見事に
映し出す。迫力満点な映像は見逃せない！

Pompeii（龐貝末日）
監督：ポール・W・S・アンダーソン 
キャスト：キット・ハリントン、エミリー・ブラウニング

　広州花都区の南西側エリア、広州北駅より約1.9kmのところにある
「シェラトン広州花都リゾート」。緑に囲まれた中に佇む、開放感のある
エレガントなスタイルのホテルだ。客室はナチュラルウッドの家具が暖
かみのある空間を演出している。広々としたリゾート内にはゴルフ練習
場、スパ、フィットネスセンターなどの施設も充実し、リフレッシュできる。
自然の風景に溶け込んだ2面のプールもあり、子供用の浅いプール、
水圧マッサージ、スパバスも備えている。スパでは、マニキュアやペディ
キュア、ヘアスタイリング、フローラルアロマセラピーバスも用意。
パビリオンでは、穏やかな環境の中で野外マッサージを受けること
もできる。
　24時間オープンのレストラン「盛宴」では、美味しい西洋料理とアジア
料理をいつでも味わえ、美しい湖と壮大な山の素晴らしい風景が自慢の
広東料理「采悦軒」は、屋外での食事に水上テラスを選択することも可

能だ。丘の上に位置し、自然環境に溶け込んだ小さな「ティーパビリ
オン」は、湖を一望できるようデザインされている。健康によいバラエ
ティー豊かなお茶と落ち着いた雰囲気が疲れを癒してくれる。開放感の
あるリゾートで、のんびりくつろごう！

広州花都合景喜来登度假酒店
住所：広州市花都区山前大道東北側天湖峰境園
電話：(86)20-3695-3888
ウェブ： www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/
 index.html?propertyID=3117&language=ja_JP

広
東
リゾート施設が充実！
広州花都合景喜来登度假酒店(Sheraton Guangzhou Huadu Resort)広

州

32 Pocket Page Weekly 08 August 2014 No. 447
B

広東トピックス



広州

今週の広東ピックアップ

革命家による芸術の一面を覗こう
　中国の女性革命家、故・何香凝（カ・コウギョウ）は、画家としても有

名な人物。1900年代、彼女は絵画を学ぶため、日本の東京女子美術学

校で田中頼章に弟子入り。彼女の没後

はその功績を記念して、深圳に「何香凝

美術館」が建てられた。今回、同美術館

では、彼女の芸術的一面を見てもらお

うと、期間限定の作品展を開催する。

何香凝作品展
移動する心の風景

8月23日～11月23日

碟仙は僕らを救ってくれるのか･･･
　学生時代、ある少年少女のグループに、忘れられない恐ろしい出来事が起こった。興

味本位から碟仙（ディエシェン）と呼ばれる降霊遊びをしていた彼ら。碟仙による占いを

続けていると、「お前には罪がある」と霊に言われた1人の少女が、突然その場で焼死し

た―。長い時が経ち、必然のように集められた彼らは、1人ずつ不思議な死に方で命を落

としていく。「助かるには碟仙の声をもう一度聞くしかない」と誰かが提案し、再び降霊を

待つ彼らだったが･･･。

　コックリさんの中国版・碟仙は、道教の占いが由来。新聞の上に置いた小皿に指を乗

せて、霊に質問するとその答えをお皿のたどる文字が示してくれるというもの。中華圏の

多くのホラー映画には頻繁にテーマとして取り上げられる。今回は香港と中国の人気俳

優らによる共演。中国ならではの怪談を送る。

中国ホラー映画
碟仙詭譚

8月8日上映

青春のドキュメンタリーを描いた作品展
　青春期の体験を独特のタッチで語るチャン・ウェイの絵画作品展

「陽光下-張偉的紀実青春」が、海珠区のTIT創意円園で開催されてい

る。日々の暮らしの中で彼が感じ、体

験してきた情景を描いた作品の数々。

リアリティを追求するのではなく、大

人になって青春の思い出を回顧する

ように、どこか非現実的な要素を感じ

させる。

陽光下-張偉的紀実青春
絵画展

9月1日まで

広
州

広
東

深
圳

Exhibition

Exhibition

監督：王熠

出演：方力申、劉小佳、洪乙心、韓雪薇、尹姍姍

広州海珠区TIT創意円園
10:00～18:30
無料

B.Duck
ウォーターフェスティバル

開催中

深
圳

家族揃ってピヨちゃんと水遊び！
　香港発のピヨ、B.Duckが深圳に上陸！　深圳湾体育中心で開催されて

いるB.Duckと海をテーマにした期間限定のウォーターフェスティバルで

は、子どもから大人まで楽しめる様々なアトラクションを用意！ 夏休み期

間に思いっきり遊びたい家

族におすすめだ。屋台ゲー

ムやワークショップが体験

できる遊園地エリアも親子

で一緒に楽しめる。

深圳市南山区華潤深圳湾体育中心
8:00～11:00、15：00～21：00
入場　RMB10

イギリスの人気バンド中国上陸！
　Maybeshewillは、同じ大学の音楽科で学んでいたロビンとジョン

を中心に2005年に結成されたロックバンド。インストゥルメンタル

に、変拍子のドリルンベースサウンド

を絶妙に融合させた高い音楽性が評

価されている。そんな彼らが、ツアー

「Fair Youth」のため中国各地を飛び回

る！広州ライブは23日。独特な世界観を

肌で感じてみよう。

Maybeshewill
中国ツアー広州ライブ

9月23日

広
州

広州市越秀区広州大道中361-365号
東方花苑首層
20:30～22:00
www.maybeshewill.net
前売　RMB60、当日　RMB80

深圳南山区華僑城深南大道9013号
9:30～17:00
www.hxnart.com
入場　無料
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　「お店は酒蔵をイメージしています。」と語る「旬の蔵」のスタッフ。今年6月にオープンするに
当たって準備も忙しかったことだろう、満を持してオープンし、ようやく取材がかなった。黒ベー
スの壁と天井に白木でつくられたかのような美しいカウンター、たくさんののぼり旗、暖かい
照明が「酒蔵」空間を演出している。
　「当店の一押しはお酒、海の幸」とのこと。さすが酒蔵のコンセプト、日本酒や焼酎は、ほかで
は滅多にお目にかかれない銘柄を取り揃えている。取引先と交渉を重ね現在の品揃えを実現
したそうだ。その日本酒を升でいただくのは至福のひとときだ。さらに、新鮮さが重要な海鮮
は独自のルートで仕入れているため質の良いものを用意できるとのこと。それらの食材を使っ
て刺身、煮物、焼き物、揚げ物、などいろいろな海鮮料理が提供される。また料理長が週替りで
提案する「美人と男の今夜の一品」からも、驚きと楽しみを感じることができるだろう。メニュー
の8～9割が海の幸を用いたもので、強いこだわりを感じた。
　日本料理は目で味わい、舌で味わうと言われるが、運ばれてくる料理はどれも美しく盛られ
ており、料理長の思いを感じることができた。「刺身の盛り合わせ」は素材に適した厚みで切ら
れ、活き活きと盛られている。味を引き立てる心遣いだ。1つ1つが海の幸を感じさせるが、特
にアワビとエビは絶品。また、「厚肉ほっけ」はふっくらと味もしっかりしている。醤油無しでも
じゅうぶんだが、レモンとも大根おろしとでもよく合うのでお好みで。そして「釡飯」はアワビと
シソで炊かれておりシンプルで、絶妙な組み合わせだ。海鮮のダシをシソの風味がまとめてい
る、釡飯の奥の深さを感じた。
　珍しい銘柄の日本酒や焼酎、素材にこだわり抜いた海の幸、こ
れらを味わうため毎晩日本人サラリーマンたちが通っている同
店。お酒と海鮮にとことんこだわり抜き、ここ広州で勝負しようと
いう心意気が感じられた。

旬の蔵
住所：広州市天河区体育東路74号2楼211
電話：(86)20-8551-8986
　　  (86)181-3876-6350
時間：17:30～24:00

入
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釜飯

厚肉ほっけ

刺身盛り合わせ

 暖かい照明に包まれたカウンター
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PPW：大手日系企業のお客様が多いとお聞きしたんですが、その理由はどこ
にあると思いますか？
　やはり、サービス面だと思います。基本的なことはもちろんですが、弊社の
場合は、ドライバーや車種が変わっても同じサービスが提供できるよう、お客
様の些細な一言も記録しているんです。例えば、どの道を通るのが好きだと
か、趣味の話をされるのが好きだとか…。飲料水やガムなどの嗜好品も車に
装備しています。運転手に礼儀がある、道にも精通しているということは当た
り前の事だと思うんです。私達はその上のサービスを提供できるよう心がけて
います。お客様からは、「本当に私たちのことを理解してくれているね」とよく
言われるんですよ。一度ご利用頂いた日系企業のお客様と長期的な取引に
発展することもよくあります。

PPW：「安全第一」とのことですが、具体的にはどのようなことをされている
のですか？
　まず、万一の事故に備えて保険に加入していますので、安心してご利用頂
けます。すべての車両が万全の状態を保てるように、専属の車両整備員がお
り、定期点検・整備を実施する体制を整えております。また、ドライバーに対す
る社内安全教育も定期的に実施し、運転知識や技術の向上訓練を行っており
ますので、皆プロのドライバーとしての意識が高いですね。お客様の安全を第
一に考え、ご要望にもすばやく対応できるように心がけています。

PPW：サービスよし、安心・安全となるとやはり気になるのは料金なんですが…。
　高いと思われているお客様も多いみたいなんですが、実はかなりお安く提
供させて頂いてます。例えば、臨時でご利用の場合、西武大廈から南山区まで
RMB150。6人乗りなので6人で料金を割ると考えて頂ければとてもお得なこ
とがわかって頂けると思います。深圳によく来られる方はご存知だと思います
が、混雑時やタクシーの運転手が交代する時間帯はタクシーがつかまらない
ことも多いので、そんな時、お気軽にご利用して頂きたいですね。

PPW：中国語ができないんですが、問題ないですか？
　運転手は日本語が話せませんが、日本人スタッフがおりますので、お電話頂
ければすぐに対応致します。予約や行き先に関してもお気軽にご相談下さい。

　「深圳市匯豊汽車租賃有限公司」は、2005年の開業以来、深圳に
おけるレンタカー業、とりわけ社用車のエキスパートとして顧客か
らの信頼を獲得してきた。多様な車種の完備、フレキシブルなレン

タルプランの設定、手続きの簡便化など、サービスの向上に積極的に取り組む姿が注目されている。セダンからマイクロ
バスに至るまで豊富な車種を取り揃えており、公務・ビジネス・空港送迎などに利用されることが多いと言う。主な顧客とし
ては、大手日系企業、深圳市区級政府団体などを中心に、役員専用車などの運転手付きまたは運転手無しの専用車を手
配してきた。社用車サービスの分野においては特に自信を持っており、これまで育んできた経験をもとに、優れた品質と適
正な価格の両立を実現させている。お客様第一の原則を旨とし、よりハイレベルなサービス、正確な仕事、完璧なクオリ
ティーを追求している。本日は、そんな同社の総経理陳氏にお話を伺った。

羅湖から南山まで6人乗り150元！？
お手頃価格なのに安心・安全！

深圳市匯豊汽車租賃有限公司
（Shenzhen Huifeng Auto Leasing Co., Ltd.）
住所：深圳市羅湖区深南東路集浩大厦1階S09租車
　　  深圳市羅湖区怡景路景貝南34棟1階
電話：(86)755-2540-3709
日本語でのお問合わせ：(86)147-1502-7775、(852)6222-7812
ファクス：(86)755-2540-6822
携帯：(86)150-1282-9365
フリーダイヤル：400-688-0180
ウェブ：www.hf0755.com

陳勇勇氏 プロフィール
2005年に 深圳市匯豊汽車租賃有限公司を開
業。ハイレベルなサービスと適正なレンタル
価格で数々の大手日系企業からの信頼を得て
きた。また、陳氏は京セラ会長の稲盛氏の大
ファンで中国で行われる講演会には必ず足を
運んでいる。

● ダブルナンバー車保有で香港、広東省の行き来もラクラク。
● お得過ぎる！ 羅湖から南山までRMB150（6人乗り）。アプリを使って30分以内にお迎え。
● 臨時での使用も可能。 飲んだ後に深圳から東莞や広州に帰らなければならない時も便利。
● 困ったときは日本人スタッフがすぐに対応。
● 保険加入済み、専属の車両整備員常駐、社内安全教育実施で安心・安全。

■ドライバー付きの場合（ダブルナンバー車有！）
主に専用車を必要とする個人、企業、団体に対して、会議、空港送迎、視察、貸
し切りバス、中国・香港両地でのお車サービスを提供。長期・短期・臨時など、
必要とされる時間や期間に合わせての手配、場所を指定しての利用も。最近
ではスマートフォンのアプリから車を手配できるサービスも開始し、30分以
内にお迎えにあがることも可能に！
　　　　　　　　　　   （詳しくは下記 匯豊レンタカー担当までお問い合わせ下さい）

■ドライバー無しプランの場合
運転免許証を所持する健康な成人であれば利用できる。
個人での利用の場合、手続きの際、身份証、駕駛証（運転免許証）、深圳房産
証（深圳市民の場合）、暫住証（深圳市民以外の場合）、社保カード原本、デポ
ジット用のクレジットカードが必要。深圳市民以外の場合は保証人も必要。
　　　　　　　　　　   （詳しくは下記 匯豊レンタカー担当までお問い合わせ下さい）

匯豊レンタカーのレンタルプラン！

匯豊レンタカーのここが魅力！

匯豊レンタカー
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してます。最近帰国者もありメンバー減
少しましたが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の
交流を促進し、成功を応援する会です。
毎月の講演会、プレゼン研修、工場見学
などを開催しています。経営者や起業家
に限らず、駐在員や学生の方もお気軽
にご参加ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パート
タイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。
住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。
電話：(86)181-2390-0557
　　  (86)181-8218-2734
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ

経験豊富な日本人スタッフが窓口とな
り、情報提供から入居手続・退去清算ま
でご対応させて頂きます。住宅・オフィ
ス・店舗・工場等、物件見学は専用車にて
ご案内させて頂きますので、ご安心くだ
さい（無料）またオープニングキャン
ペーンとしてご契約頂いた方全員に魚沼

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
www.pocketpagweekly.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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

広州生活クラブ・メンバー募集！
広州在住の日本人が生活に慣れ、楽しく
過ごせるようにするクラブ。毎月1～2回、
飲茶や周辺の観光や中国語、広東語交
流会などを開催！広州の文化をいっしょ
に楽しみましょう！年齢性別国籍問わず。
連絡先：canton_life@sina.com (Ms.謝)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中
信広場5Fにて、活動をしております。国
籍・性別・年齢・経験関係無く、どなたで
も参加可能です。平日に蓄えた中性脂肪
を毎週日曜に清算しましょう！！
メール：gfk@live.jp　斎藤まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広州日本人テニスクラブ「網王」
毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々
エンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomocorp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811　担当：栗原淳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく
生活が楽しく無く慣れない方を応援す
る会で、友達の輪を広げて頂く事を希望
しています。月に1～2回ぐらいの食事会
を開催しています。
メール：vivace@sh163.net  中村 孝幸まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大学
本校及びAPU卒業の校友の交流会です。懇親
会として食事会が主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
　　  八田真太（はったしんた）まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、
ご参加をお待ちしております。当会では
3ヵ月に1回の例会を中心に、現在約20
名の会員が親睦を図っております。一緒
に「東都の流れ」を熱唱しましょう！お気
軽にご連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp加藤良太まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政チャイナ広州支部
法政チャイナ広州支部は、定期的に例
会、交流イベントを開催しております。法
政大学および付属校、大学院にゆかり
のある方、当校に留学経験のある方、ぜ
ひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先　hoseichina_hk@yahoo.co.jp
事務局まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参
加資格はどなたでもOKです！！不定期に
食事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報
交換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年。毎月近場の観光地や
時々山登りに出かけたりしてます。参加
制限なしです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤隆)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖
区春風路2007号華際茶芸館2階で練習

産コシヒカリをプレゼントしております。
日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス

（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方
募集。英語、中国語を多少なりとも話せ
る日本人の方。インターネット販売の知
識がある方。
連絡先npsuzue@gmail.com (鈴江)まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募居住在深圳和廣州並
能讀寫日本語的人。我們正在等候有興

趣成為我們的外包兼職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他

　広東エリアでは広く知られ、たくさんの人に愛されている「漢方薬」。様々な
生薬を煮出して作られており、もちろん症状によって種類も様々だ。この高温多
湿という気候の中で、この「漢方薬」は体の調子を整えるのに一番ふさわしい
と言っても過言ではないだろう。しかし、漢方薬といえば、皆さんどんな印象を
お持ちだろうか？「苦い、作るのには手間がかかる」と答える方々も大勢いるの
ではないだろうか。作るのに時間がかかるという点はやはり一番気になる。し
かし、手間をかけずに飲める「漢方薬」があるとの噂を聞きつけ天河区に位置
する「万治クリニック」を訪れた。
　迎えてくれたのは、漢方薬、中医師として勤務する厳先生だ。まず、冷蔵庫か
ら取り出し、見せてくれたのは真っ黒な液体が入ったビニール袋。その真っ黒
な液体の正体はまさに漢方薬だ。漢方薬は何時間も煮出して作られる熱々な
飲み物のはずなのに、冷蔵庫から取り出され、しかもビニール袋に保存され、
イメージしていたものとは全く違う。厳先生に伺ったところ、この新しいタイプ
の漢方薬はあらかじめ何時間もかけて作られたものとのこと。冷蔵庫で保存
し、飲みたいときはお湯で温めさえすれば、いつでも楽しめる。しかも、材料は
生薬のため、西洋の薬と違って、副作用もほぼない。今回厳先生が見せてくれ
たのは生理不順を治療するための漢方薬だが、専門医の指導の下で自分の症
状に適したものを選ぶのがお薦めだ。また、人それぞれによって、薬の効果も
違うので自分に合ったものを処方してもらおう。
　夏の体調管理が気になる方々のために、先生が紹介してくださったもう1つ
の療法は中国で流行っているカッピング療法だ。吸引療法の一種で、治療方法
は円筒形の容器の中でアルコールを含ませた綿球を燃やし、体の局部にかぶ
せると中の空気が希薄になって皮膚によく吸いつく。それによって皮膚がうっ
血を起こし、夏バテ、だるさ、関節炎、頭痛、不眠症、むくみなどを治す効果があ
るとのことだ。気になった方は問い合わせてみよう。

　取材中、記者の様子を見て「少し上火（広東語で言うと「熱気（イッヘイ）」、日本語で
言うとのぼせ）の症状が見える。」と先生。上火は病気ではないものの、油断するわけに
もいかない。そこで、上火についても、先生にいくつかの質問に答えていただいた。

Q：上火の症状とは一体どんなものでしょうか？
A：一般的に言えば、「熱気」が体に溜まると、ニキビ、イライラ、偏頭痛、だるさ、肩こ

り、喉の腫れ、歯痛、便秘など体に嫌な症状が出ます。

Q：上火を防ぐため、どうすればいいですか？
A：そうですね。たとえば、揚げ物、バーベキュー等脂っこいものや辛い料理を食べ過

ぎないこと。早寝早起き、夜更かししないことをお勧めします。水をなるべくたく
さん飲んだ方がいいですね。

Q：もし上火になったら、どうすればいいですか？薬を飲むほかないですか？
A：上火の治療法は薬を飲むに限りませんね。むしろ日常的に予防することが大事で

す。この時期にお勧めの食材は冬瓜などの瓜類、または緑豆、はと麦、これらはい
ずれもスーパーで簡単に手に入るものですよ。

　大変勉強になりました。この夏、上火もなく夏バテもなく元気に過ごしたいと思い
ます。

広州万治クリニック
住所：広州市天河区天河北路233号中信広場 辦室大楼2502室
          （地下鉄3号線「林和西」駅近く）
電話：(86)20-3877-3123（日本語通訳常勤）
ファクス：(86)20-2223-0133
ウェブ：medicentre.cn
※土日は要予約

夏の疲れには漢方薬とカッピング？
　　万治クリニックの厳先生に聞いた！ 
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広州
夏真っ盛り！今注目すべきは『第二の脳』と言われる“腸”！ 多忙な女性社員の
半数以上が、美の大敵「便秘」に悩んでいる！ 腸内美人＝外見美人とは

知っていつつも、腸内環境の悪化に悩む女性は66％も
【調査背景】
　近年、その驚異的な機能から「第二の脳」とも言われている腸。株式会社
KIYORAより腸内環境を整える乳酸菌を手軽な粉末ドリンクで摂取するこ
とができる「ベジエ 飲む乳酸菌ヨーグルト」が2014年7月発売されました。
発売を機に、現代の働く女性が悩む「腸内ケアに関する意識調査」を実施
致しました。

【調査結果サマリー】
①腸内トラブル多発！女性の半数以上が、美の大敵「便秘」に悩んでいる！
便秘だけでなく、肌荒れ、イライラ…腸内環境の悪化に悩む女性は66％も！
便秘対策としては、食物繊維の摂取（20％）が1位、続いてヨーグルトを食
べている（19％）、乳酸菌を摂るにようにこころがけている（11％）という結
果となった。
②現代女性の「痩せたい」願望がすごい！ 女性の約9割が自分の体型に不

満を抱いている！流行に敏感なマスコミ関係の女性社員が実践している
ダイエット方法とは？夏真っ盛りの今、88％の女性がダイエットに興味が
ある、痩せたいと回答。実践しているダイエット方法一位は、鉄板のカロリー
制限（24％）。第二位はランニング（15％）、第三位は炭水化物抜きダイエット

（14％）と続いた。
③腸内美人＝外見美人は周知の事実？！ 腸内環境を整えると整腸効果、美
肌効果、免疫力アップ、ダイエット等の効果が期待出来るということを知っ
ていた人はなんと70％！しかし、実際に腸内ケアをしているという人はわず
か14％のみ。腸内ケアに何をしていいか分からないと回答した人は、実際
に腸内ケアをしている人の倍の数、28％も。
④女性はやっぱり、ヨーグルトが好き！ 9割の女性が好きと回答。整腸効果
が期待できるとして人気のヨーグルト。しかし、意外とカロリーが高い、
味に飽きてしまう、毎日食べるには値段が高い、消費期限が短くすぐに腐って
しまう・・・等の悩みも抱えていることがわかった。

広東省　日本人に優しい病院一覧

深圳

広州 イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛医療美容医院2楼
(86)755-8622-4459

広州広州

深圳 深圳

深圳



香港

香港
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