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四季の変化が一足早くわかる
二十四節気

　古代中国では、1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた24の期間を「二十四節気」と
呼んでいたことをご存知ですか。当時は月の満ち欠けに基づいた太陰暦が使われていました。太陰暦による日付は、
太陽の位置と無関係なため暦と季節の間にズレが生じてしまいました。そこで本来の季節を知る目安として、太陽の
運行を元にした二十四節気が暦に導入されたようです。
今年の10月9日は「寒露」
　二十四節気につけられた個々の名前は、その季節の特徴を言い当てているものが多数あります。例えば、17つ目と
される、旧暦9月15日（今年では陽暦10月9日）の「寒露」。文字の意味は、「露が冷気によって凍るようになる」です。
身体の調子は要注意！
　この時期に入ると、朝晩は寒気さえ感じることが多くなり、秋も深まってくること、皆さんも気づきましたか？気候が
乾燥気味になるため、咽喉や鼻、気管支などの呼吸器と皮膚が、まずその影響を受けます。カラ咳、咽喉の乾燥、声が
すれ、皮膚の乾燥感などの症状が表われやすくなります。
秋の時期、薬膳が大事
　この時期こそ、冬に向けて、養生を大事にしてください。身体の水分を補うように、ゴマ、くるみ、蓮根、蜂蜜、梨、ユリ
根など体を中から潤せる食べ物をたくさん食べることをおすすめします。あとは早寝早起きという健康的な暮らし方
を心がけてみてください。
　ちなみに、二十四節気の「気」の字に「季節」の「季」の字をあてた「二十四節季」という言葉が、近頃見受け
られるようになりましたが、正しい表現は「二十四節気」の1つだけということ、注意してくださいね。

中国古代の知恵が伺える物事の1つ「二十四節気」。今回、漢語学習と中国文化の勉強を専門と
する語学学校「愛マンダリン」にそれについて解説してもらおう。

イメージキャラクター
愛 先生さらに中国文化を知りたい方はぜひ愛マンダリンへ！

ただ今、同校Wechatを登録すると特典ギフトがもらえるチャンスがあるので、
さっそくQRコードをチェックしよう！

お問い合わせ：
広州天河大都会校：　　電話：(86)20-2282-9282 
住所：広州市天河北路183号大都会広場1505室　（地鉄三号線林和西站A出口）

広州越秀世貿校：   　　   　電話：(86)20-2884-8682 
広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室　（地鉄五号線淘金站B出口）

深圳福田新城校：   　　   　0755-2598-1982                     
深南中路1029号新城大厦西座首層（地鉄一号線大劇院站B出口）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

金色の秋キャンペーン金色の秋キャンペーン
10日・11日・17日・18日・24日・25日・30日・31日に
お申込みする方にAEONショッピングカードをプレゼント！
さらに、なんとRMB87/レッスンという低価格に！
※新たに入学する学生および、既に在籍している学生もお申込み可能です。

10日・11日・17日・18日・24日・25日・30日・31日に
お申込みする方にAEONショッピングカードをプレゼント！
さらに、なんとRMB87/レッスンという低価格に！
※新たに入学する学生および、既に在籍している学生もお申込み可能です。

愛マンダリン
WeChatへ
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SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 10:00～22:00
 土  9:00～19:30
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
フェイスブック: www.facebook.com/streamwisdom

SOWランゲージセンター

新しい学習ツールで広東語を学ぼう！
SOWでは、電子ペンを導入した広東語教材を提供します。
◎いつでもどこでも発音を聴きながら学ぶことができる。
◎教材は本場香港の現代的、実用的な広東語。
◎広東語と北京語の対訳で比較が一目瞭然。
◎香港生活になくてはならない学習ツール。
下記にて是非デモをお試しください。
http://www.sowpublishinghk.com/jp.htm

飲茶体験コース(広東語と日本語)
10月14日　(火)
特別レッスン　10:30～12:00
飲茶体験　　　12:00～14:00

美味しい点心を満喫しながら、香港式の
テーブルマナーを学びます。

広東語で注文できるように、事前に1時間半
の特別レッスン(飲茶の歴史やオーダーの
方法など)があります。

ローカルマーケット探索！
10月15日　(水)
特別レッスン　10:00～11:30
飲茶体験　　　12:00～13:00

香港のローカル市場でお買い物をしま
しょう！

スーパーマーケットにはない香港の食材
を買ってみませんか？

課外体験学習イベントを10月に開講予定！

SOWオリジナル教材のご紹介

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などをご覧いただけま
すので、安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただき
ます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！
（事前要予約）

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な方々を、創立10年以上のSOWに手伝ってもらってみては。

　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけて
いる。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことが
でき、自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することが
できる。

　どのクラスも、日本人の方向けの同校オリジナルテキストを
使用している。広東語をはじめ、学べる言語は北京語、英語、韓
国語等と幅広く、職場や生活の場での生徒の活躍をトータルサ
ポートしてくれる。

　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等が日本語でわかりやすく説明してあり、生活に密
着した内容が特徴だ。リーズナブルな学費と完全月謝制とシス
テムもわかりやすい。学習のサポートとして、レッスンの振替及
び長期休暇制度、ベビーシッター等のサービスを行っている。

　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が
大きく広がることを努めている。同校で早速語学勉強を始めて
みよう。 開催日は暫定ですので、興味あるけど日がちょっと･･･ぜひ当センターまでご相談ください。

16 Pocket Page Weekly 10 October 2014 No. 456
B

香港スクール



香港＆広州

香港 香港香港

◆モナ・リザの瞳◆
　綾瀬はるかさんや松坂桃季さんらが演じる映画「万能鑑定士Q 
モナ・リザの瞳」が日本だけではなく香港でも上映されました。この
映画では、肉眼では判断がつきにくい、モナ・リザの瞳に隠されたア
ルファベットの文字や、美術史家の中で長年議論されている瞳の謎
がテーマの1つになっています。
　アルファベットの文字こそ隠されていませんが、人の瞳には様々な
暗号が隠されています。その人の心の状態や口で伝達するのとは違
う本音の部分、喜怒哀楽や愛情、憎しみ、欲望や痛みなどを読み取る
のが人相学の1つの醍醐味とも言えます。
　
◆眼神のチカラ◆　　　 

　当コラムの第28回でも触れたように、中国古来の人相学では人の
瞳の中には「神」、つまり眼神が宿っていると言われ、眼の形以上にと
ても重視しています。清朝の時代、太平天国の乱を少数兵で平定し
たと言われる軍事家・曽國藩氏は短いですが奥深い人相学の本「冰
鑑」を記しています。その素晴らしさは近年になってアジアの国々で
また見直されています。この書物によると眼神は人の心の中の世界
を察知する鍵を握っているようです。
 それが証拠に人の顔から眼を隠してしまうと、その人の思っている
事が見えなくなり、その人の個性も分からなくなります。「眼は口ほど
に物を言う」どころか「眼は口以上に物を言う」と言っても過言ではな
いかもしれません。

　その人が公明正大な生き方をしていれば眼神は端正なものにな
ります。心が清く澄んでいればその眼神は深く清らかな光を放つこと
でしょう。いつも明るく楽しく、面白い事ばかりを考えていれば潤いが
あって明るい光を放つでしょうし、洞察力のある人は静かな中にも力
のある輝きを放つことでしょう。エネルギッシュに輝く場合もあれば、
ソフトで癒される輝きを放つ人もいます。眼神が弱っている人もいれ
ば眼神がいない人もいます。
 
◆久美子的眼に隠された暗号を読み取る奥義◆  　
　眼神は、空に流れている雲のように変わります。大雨が降っていた
と思ったら雲が切れて晴れ間が出て来るかのように、これまで邪悪
な気持ちに正義の気持ちが宿ることがあります。これまで消極的に
生きていた人が前向きにものごとを見ようとする事もあるでしょう。
そのときに眼神は変わります。あのときあのような神が宿っていた眼
は時の流れと共に変わっていくのです。

　眼はもともと色や光を識別しながら文字や景色や物事を見る事に
より、それを情報として脳にメッセージを送り続けています。そうして
外部から吸収するだけではなく、眼はその人の心の中のあり方を言
葉とは別の世界から周囲に伝えようとする、つまり情報を放電するこ
ともできます。嬉しかったり興奮していると瞳孔は開き、嫌な事があっ
たり消極的なマインドになると小さくなります。悩んだり心が沈んで
いると眼は下へ下へと流れるように動くでしょう。心が落ち着いてい
れば眼は余り動かず安定しています。そして、その人にどのような眼
神が宿っているかを見るのです。人々が眼から放つメッセージをス
キャンし、解読したり分析したりして問題の解決の糸口を見つけて行
くのも人相学のおもしろさの1つといえるのかもしれません。

風水の奥義を行く！ 第30回　目は口ほどにものを言う
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., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
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君臨天下　Harbourside　ハーバーサイド

（所在地） カオルーン（九龍）駅
（間取り） 3LDK　1163sq ft.
（室　内） 高層階、家具購入
（環　境） カオルーンMTR駅真上にそびえる超高層マンション。バルコニー

付き。24時間管理人在勤。
（備　考） 空港へ機場快線で約20分、セントラル（中環）まで約13分ととても

便利。海景の部屋からは、港を一望できる。日本人学校バス停も近い。
カオルーンMTR駅から空港まで約20分。セントラル（中環）MTR駅
まで約13分。

（月　額） HKD42,000　管理費、税金込み

港景峯　Victoria Towers　ピクトリ・アタワー

香港

擎天半島  Sorrento　ソレント

（所在地） ジョーダン（佐敦）駅　　

（間取り） 2DK　779sq ft.

（室　内） 家電あり

（環　境） 70階建ての超高級マンションなので海見える。

（備　考） ジョーダンMTR駅とチムサーチョイ（尖沙咀）駅も徒歩圏内と、九龍

公園隣接という緑の多い環境ながら都会の中心地。

（月　額） HKD29,000　管理費、税金込み 

（所在地） カオルーン（九龍）駅
（間取り） 2LDK　1０３２sq ft.
（室　内） 全家具家電あり
（環　境） カオルーンMTR駅上の人気マンション。バルコニー付き。
（備　考） 香港島とビクトリアハーバーを正面に一望できる部屋が多い。
                大型ショッピングモールがすぐ下にあり、生活にとても便利。
（月　額） HKD42,000　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
o
n
g
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n
g
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u
a
n
g
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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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　2014年4月に首都圏在住の20～40代の女性858名を対象
に実施した調査によると、秋(9月-11月)に、「肩こり」(54.8%)、

「疲労」(42.1%)、「冷え」(39.7%)、「だるさ」(28.4%)といった不
調を訴える女性が多いことがわかった。

■近年多発の、夏の不調からくる『秋バテ』に今年も注意!

　麻布ミューズクリニック名誉院長で血めぐり研究会主任研
究員の渡邉賀子先生は「これらの秋の不調は夏の生活習慣、
つまりは、『夏冷え』からくる可能性が高いと考えます。近年、
冷房や冷たい物の摂り過ぎで身体を冷やしたり、室内外の温
度差で自律神経のバランスを崩すことで、全身の血めぐりが
悪くなり、秋になって不調が出てくる、いわゆる『秋バテ』を訴
える人が増加しているのです」と述べている。渡邉先生は、
「昨今の夏はより多くの方が、強い冷房や冷たい飲食物を好
む傾向にあり、この『夏冷え』のため、だるさを感じやすくなる
ことが考えらます。梅雨前線や異常気象の数々は、まさに“だ
るさ前線”といえるでしょう。秋は、この“だるさ前線”の影響が
秋まで響き、『秋バテ』を訴える方が、更に増えることが懸念さ
れます」と述べている。

■今年の『秋バテ』は、“だるさ前線”が影響!?～「内臓冷え」や
「自律神経の乱れ」に要注意!!

　渡邉先生は「夏はじとじとした気候の影響で過剰に冷たい
飲み物や食べ物を摂取してしまうため、内臓の機能が低下
し、「内臓冷え」を引き起こして体力を奪い、だるさを感じやす
い傾向が考えられます。また、雨が降ったり止んだり、猛暑が
続いたりといった天候不順による気圧の大きな変化に身体
が適応できず、「自律神経が乱れた状態」に陥ってしまいま
す。また冷房の多用で身体を冷やすことや室内外の温度差で
も自律神経を乱すことも懸念されます。これらの「内臓冷え」
や「自律神経の乱れ」は、全身の血めぐりを悪化させ、「肩こ
り」、「疲労」、「だるさ」といった『秋バテ』の症状に繋がってし
まう可能性があります」と述べている。

■夏から始める『秋バテ』対策は、「内臓冷え」、「冷房冷え」予
防で自律神経を整えることがポイント！

　「内臓冷え」や「冷房冷え」で、自律神経が乱れると、夏の不
調を引き起し、更には、『秋バテ』の引き金にもなる可能性が
ある。全身の血めぐりをよくすることで、自律神経を正常なバ
ランスに整え、『秋バテ』を予防しよう。

＜夏から始める『秋バテ』対策①＞　“ぬるめの炭酸入浴”で
全身の血めぐりを向上させ「内臓冷え」や「冷房冷え」を解消
夏場は、シャワーだけで済ませがちな方も多いはず。夏の「内
臓冷え」や「冷房冷え」は、末梢血管が収縮した状態。38～39
度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、収縮した血管
を開き、血めぐりを促進しよう。

＜夏から始める『秋バテ』対策②＞　就寝前の“ゆったりリ
ラックス”で、自律神経を整え心と身体をリセット
夏の冷えにより乱れた自律神経は、交換神経が優位な戦闘
モードな状態。『秋バテ』に陥らない身体づくりのためには、
副交感神経を優位にして、リラックスモードに切り替えよう。
就寝前のリラックスは、自律神経を整えるのに重要。冷却性
のある枕など、ひんやりグッズで頭を冷やす方法もよい。

花王株式会社

監修:麻布ミューズクリニック　名誉院長　渡邉賀子先生

【調査方法】インターネット調査

                      (花王株式会社・株式会社オールアバウト共同調査)

【調査期間】2014年4月

【調査対象】首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）

                      在住の20～40代女性858名

夏の「内臓冷え」、「自律神経の乱れ」からくる『秋バテ』にご用心!

『秋バテ』のメカニズム

じとじとした気候　

冷たいものの摂取

「内臓冷え」

天候不順

だるさ前線～雨の日と猛暑日の異常気象

全身の血めぐりが悪化

「肩こり」、「疲労」、「だるさ」など夏の
不調が秋まで続き『秋バテ』へ

気圧の乱れや冷房による冷え

「自律神経の乱れ」

秋（9月～11月）に感じる不調（ｎ＝858）

肩こり

疲労

冷え

だるさ

0%      10%      20%      30%      40%      50%      60%

                               54.8％

                42.1％

             39.7％

28.4％
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1994年より某大手エステサロンにてカウンセラー、店長、エリア店
長を勤めた後、2004年に香港に移住。技術の効果の高さから、口コ
ミのみで３ヶ月以上ご新規様がおとりできないプライベートサロン
まで成長。「日本の技術を世界に」をコンセプトにトップアイリストを
育てるＴＥＥＣ香港校、また、「私たちの身体は吸収したものからで
きている」という教えを伝えて行きながら、『本来の身体の機能を正
常にさせる』ファスティングマイスター香港支部をエステサロン内
に併設。「効果と癒しの空間を沢山の方にご提供したい」という思い
から2013年9月にCWBにテナントサロンをオープンさせる。現在は、
遺伝子レベルからのサポート、食生活からのサポート、肌再生から
のサポートなど、その方それぞれにあったトリートメントを入念な
カウンセリングにより導きだし、結果重視のエステサロンを経営。

Ｄ
Ｎ
Ａ
美
容
で
分
か
る

体
質
別
特
徴

新
し
い
美

容の
かたち

3

Esthetic salon SHINE
住所：1003-4, 10/F., Shun Hei Causeway Bay Ctr., 
　　  492 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2445-3107 
メール：info@beauty-shine.net
ウェブ：beauty-shine.net

　前号までＤＮＡ美容についてのご説明をしてまいりましたが、どんな体質が
分かってしまうのか！という部分をご説明していきたいと思います。大きくわけ
てＤＮＡ美容で分かる遺伝子は

◯脂を燃焼する事が不得意な体質
◯糖を分解するのが不得意な体質
◯筋肉が出来にくい体質
◯活性酸素を溜め込んでしまいがちな体質

　という８種類の遺伝子を分析することが出来ます。

　このＤＮＡ美容は基本的には肥満リスクをメインにチェックをするので、脂
リスク、糖リスク、筋肉リスクの３種類を中心にノーマルリスクという肥満のリス
クが全くない体質との組み合わせにより、全部で８パターンの体質種類があ
がってきます（下記参照）。

　例えばこの中の＜脂リスク＞の場合は、遺伝子的に脂を燃焼するこ
とができないので、脂ものを控えると著しくダイエットの効果がでま
す。ですが、一般的な炭水化物抜きダイエットをこの方がしたとし

ても全く効果がないという結果になります。また脂リスクの方は冷えやすく、特
に下半身に脂肪がつきやすい特徴も持っているので、エステのコースなども
下半身（とくに太もも）にあるマシンを当てるととても効果があるのです。またそ
れ以外にもこの脂リスクの方は冷えに弱いので、寒冷刺激を与えると太りやす
いという状態にもなります。また、＜筋肉リスク＞の方はコーヒーを飲むだけで
も太りやすいというリスクを持っています。その場合一日2杯までなら飲んでも
大丈夫ですが、それ以上飲むと筋肉が衰え脂肪を燃焼する力が減ってしまう
という状態もあります。この筋肉リスクの人に効果的なのはある運動をする事
で１ヶ月で３キロ平均痩せていくという結果も出ております（弊社サロンの
顧客様のデータ　※個人差はあります）。

　＜糖リスク＞の方は内臓に脂肪をためやすく自分で熱を作り出す事ができ
ない体質です。とくに糖を分解できないので、炭水化物、甘いものなどに弱く一
般的に朝は野菜や果物をとったほうが良いと言われますが、この体質の方が
とってはいけない果物もあるのです！また、この方は、刺激の強いマッサージ
などをすると逆に太ってしまう傾向にあるので、気をつけないといけないわけ
なのです！

　こんな状態が手にとるように分かれば自
分がどのようにすれば痩せて行くのか、とい
うのがとってもよく分かります。

◯動脈硬化になりやすい体質（オプション）
◯高血圧になりやすい体質（オプション）
◯骨粗しょう症になりやすい体質（オプション）
◯禿げやすい体質（オプション）

体質型遺伝子 8タイプ 体質型遺伝子は、大きく分けて脂リスク・糖リスク・筋肉リスクの
3タイプからなり、混合したタイプを含めば、全部で8タイプあります。

筋肉リスク型
きんにく

エネルギーの代謝が早く筋肉が
付きにくく、太りにくいが一度
太ると痩せにくいタイプ

糖リスク型
とう

糖質の代謝が苦手でお腹周り
から全身に脂肪が付きやすい
タイプ

脂リスク型
あぶら

脂質の代謝が苦手で男性は
全身に女性は下半身を中心に
脂肪が付きやすいタイプ

脂・糖リスク型 糖・筋肉リスク型 脂・筋肉リスク型 脂・糖・筋肉リスク型 ノーリスク型
遺伝子よりも
生活習慣が重要

エステティックサロンSHINE
オーナーＳＡＴＯＲＩ

●プロフィール

～遺伝子で分かる美容と健康生活～
人の身体は約22000個の遺伝子情報からできており
DNAとは一生変わる事のない身体の設計図です。
その設計図DNAを調べることにより、その方にあった食事方法や
お手入れ方法、効果的なダイエット方法などが明確にわかります。
その結果、今まで効果がでなかったお肌のお手入れや、

ダイエットも身体の原点を知る事により、
より確実な成果としてもたらすことができます。

＊毎月２、４週目掲載
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Le Houx (ル•ウー)
住所：45-51 Chatham Rd., TST
(ご予約の際に詳しい住所をお伝え致します)

時間: 11:00～18:00
電話:  (852)6342-2212 (日本語)、  (852)6287-0101 (英語•広東語)
メール: info@lehoux.jp
ウェブ: www.lehoux.jp
フェイスブック: www.facebook.com/lehoux.jp/info

　チムサーチョイ（尖沙咀）にショールームを構えるLe Houx（ル・
ウー）。日本人ジュエリーデザイナーによって2013年に設立されたま
だ新しいジュエリー店だが、在港日本人はもちろん、お洒落好きの香
港人マダムの間でじわじわと人気を高めている。もともと日本で歯
科医として活躍していたデザイナーのSayakoさんは、GIAというダイ
ヤモンドの鑑定機関であるアメリカ宝石学会鑑定士であり、まさに
ジュエリーのエキスパート。Sayakoさんいわく、「Le Houxのコンセ
プトは、パールやダイヤモンドなど、本物のジュエリーを毎日使える
ように皆様に紹介していくこと。シンプルかつスタイリッシュである
ことから、自分へのご褒美や大切な人への贈り物として買われる方
のほか、日本人の方のなかには、香港のお土産にされる人もたく
さんいらっしゃいます」とのこと。Sayakoさんは常に新しい商品など
をブログで紹介しているため、日本からの旅行者の女性も多いそ
う。パールやダイヤが日本で購入するよりもかなりお得に手に入る
こともファンにとっては魅力だ。
　「ショールーム」と耳にするとなかなか行きにくい堅苦しい印象が
あるが、Le Houxでは子供連れでも大歓迎。子供のおもちゃなども
用意しており、スタッフもみな子供好き。サービスのドリンクを片手
に、リラックスしながらお目当ての商品を探すことができる。また
オーダーメイドの受付も可能。ただし商品1つ1つをアフターケアま
で一貫して管理しているので、オーダーメイドは毎月先着5名まで。
そのため問い合わせが絶えないのだという。
　ジュエリーに使う真珠の種類は、アコヤ真珠、白蝶真珠、タヒチ真
珠、淡水真珠など勢揃い。アコヤ真珠のロングネックレスは、天然石
を使ったアンティークスタイルのクラスプが人気。また鑑定書付きの
花珠真珠でつくるロングネックレスも長く好評のあるアイテムだとい
う。淡水真珠のコレクションは、マカロンのような淡いパステルカ
ラーのピアスや、着脱可能なリボン
のついたロングネックレスなどがあ
り、どんなファッションにも合わせや
すく、女性が好むデザインのポイン
トをしっかり押さえている。南洋真珠
は、白蝶真珠のホワイトとゴールド
のマルチカラーのロングネックレス
や、ダイヤモンドリングにもお目にか
かれる。気軽なギフト用として人気
なのは、高品質のアコヤ真珠を使っ
た一粒パールのネックレス。今年特
に人気を集めているのは、ピーコッ
クのタヒチ真珠のステーションネッ
クレスだそう。リボンを巻いたオリジ
ナルボックスに入れてもらうと、さら
にギフトとしての格も上がる。

　ジュエリーのメンテ
ナンスにも定評のある
Le Houx。お手持ちの
ジュエリーのリメイクや
洗浄、管理方法なども気
軽に教えてくれる。ジュ
エリーボックスに眠るあ
なたの宝石を、もう一度
蘇らせてみてはいかが？
　ショールームは完全予
約制だが、お買い物のついでに商品をご覧になりたい方にも朗報
が。セントラル（中環）にあるフォーシーズンズホテルのギフトショッ
プに、Le Houxの商品がいくつか並んでおり、予約をしなくとも入店
できる。アクセスの良いセントラルでちょっと立ち寄ってみたい方に
は嬉しい限りだ。またホームページでも詳しい商品の説明を閲覧で
きる。
　いずれはダイヤモンドに関する講座も開講予定とのこと。また11
月11日及び12月1日に開催される毎年大人気のクリスマス向け買
い物イベント「コンラッドフェア」にも出店予定。自分へのご褒美に、
ギフトに、来港記念のお土産に、Le Houxでお気に入りの1点を見つ
けてみて。今後の商品展開も楽しみだ。

カ
ジ
ュ
ア
ル
に
も
フ
ォ
ー
マ
ル
に
も

愛
さ
れ
続
け
る
パ
ー
ル
ジ
ュ
エ
リ
ー

耳元で揺れるダイヤのカーブと
ゴールドパールが見事に調和

やさしい色合いが美しく
年齢を問わず楽しめる

［ Le Houx ］［ Le Houx ］

指
先
が
キ
ラ
キ
ラ
美
し
い
大
粒
の
パ
ー
ル
リ
ン
グ

ダイアモンド一粒一粒に鑑定士の
こだわりが感じられる
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　サマンサタバサの姉妹ブランド「Samantha & chouette」
がこの度コーズウェイベイ（銅鑼湾）SOGOの3階に新店をオー
プンした。オープン当日に、サマンサタバサジャパンリミテッ
ドの寺田和正社長がスピーチを披露し、多くの芸能人と有名
モデルが駆けつけ、盛大なセレモニーが行われた。
　同ブランドは、サマンサタバサらしいデザインやトレンドを
取り入れながら、より気軽にファッションを楽しめる、魅力的
な価格帯でバッグ、小物からシューズまで取り揃えている。そ
のため、創立以来幅広い世代の女性に支持され、ファスト
ファッションの代表格の1つと成長してきた。今回のニュー

オープンに伴い、コーズウェイベ
イ店では限定バッグを発売する
こととなった。桜のようなピンク
色とシンプルなかわいい形でレ
ディーの心をくすぐる！ ファン
たちに狙われること間違いな
し。さらに、気になる秋冬シー
ズンの商品も到着。早速新店を
訪れてみては？

Samantha & chouette

話題のファッションブランド
SOGO@CWBに新店オープン！

Samantha & chouette gallery
住所：3/F., Sogo, CWB 新店限定バッグ

芸能人たちが同ブランドのバッグを持参

　今や、私たちの暮らしに不可欠な存在となりつつあるスマホやタブ
レッドなどの携帯端末。映画も見られ、車に乗るときはナビ代わりにも
なるし、台所ではレシピをチェックしながら料理を作ることもできる。
だけど、そんなとき、皆さん置き場所に困っているのではないだろう
か？どこにスマホを置こうか迷い、何かに立てかけてみたり、車ではド
リンクフォルダーに入れてみたり…、あれこれ試してみるけれど、うまく
行かないことも多い。そこで、ご紹介したいのは、アイフォンやアイパッ
トなどのアップル社製の携帯端末を台所やバスルームの壁、車のダッシュボード、飛行機座席
の画面などにピタッと固定することができるアタッチメント「iFlyPad」。使い方はカンタン。吸
盤が並ぶ面に端末を装着し、設置したい場所に取り付ければOK。見やすいように向きも調節
できる。取り外すときもワンタッチだけ。気になるお値段はHKD240。
　「iFlyPad」を発売するのは、世の中を一変させた携帯端末のある生活をさらに楽しくする商
品の開発に取り組むSpicy　Innovations。詳しい情報はウェブサイト（英語）をチェック！オン
ラインストアで購入することもできる。

編集部の

コレが気に
なる！

■iFlyPad
価格：HKD240
対応機種：iPod (4th generation 40GB)、iPod touch (5th generation 32GB 64GB)、
                   iPhone 5(16GB 32GB 64GB)、iPad mini (16GB 32GB 64GB) 
                   iPad (4th generation 16GB 32GB 64GB 128GB)

■spicy innovations
ウェブ：www.spicy-innovations.com
オンラインストア：www.spicy-innovations.com/where-to-buy

どこにでもアイフォンなど携帯端末をピタッ！
あると便利なアタッチメントグッズ「iFlyPad」
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　昨年4月、｢Major Food Group｣のMario Carbone氏、 Rich Torrisi氏、 Jeff Zalaznick氏
の3人のシェフがタッグを組みニューヨークのグリニッジ・ビレッジに開店するや否や大

人気となったレストラン｢Carbone｣が、
この夏、香港のランカイフォン（蘭桂
坊）にも店をオープンした。

　同レストランが目指す料理は｢ニューヨーク・イタリアン」。アメリカ風に
アレンジしたモダンなスタイルのイタリア料理が特徴だ。移民であるイタ
リア人が自分達の血筋を広げ、アメリカという国に根付き始めた1950年

代。彼らは流暢に英語を話すようになり、アメリカの文化に馴染み、それに伴って料理も 
徐々にアメリカナイズされてきた。そんなイタリア移民の世界を再現したのがこの店だ。
成功を収めたNY店に続き、次なる店をオープンするのにふさわしい場所を探していた
Major Food Groupが辿り着いたのが、ここ香港。多様な食文化、様々な移民文化に感銘
を受け、「Carbone」にピッタリな場所だと確信し、海外初出店先に決めたそうだ。
　ここで提供される料理は、伝統的技法とモダンな調理法をミックスし、最高の食材を
使って作られる。ニューヨークスタイルのイタリアンではお馴染みの料理の数々をさら
に進化させ、新たな次元の1皿に仕上げた。なかでも同店のおすすめは「Lobster Fra 
Diavola（ロブスターのスパイシーソース）」。皿からはみ出すほどの大ぶりのロブスター
が圧巻だ。
　店内はニューヨーク店同様、ノスタルジックでありながらもモダンな雰囲気。アン
ティーク調のシャンデリアや、革張りのベンチが置かれ、フランク･シナトラをはじめとす

る数々の伝説的なアーティストの曲が流れる。ウェイ
ティングスタッフも、洗練された「古き良き時代」の
テーブルサービスでゲストを魅了する。「古き良き時
代」のそれはサービスだけではない。「シーザーサラ
ダ」や「生ハムとメロン」、「ポーターハウス・ステーキ」
といったクラシックな料理からも懐かしさが味わえる。

　メイン料理を楽しんだ後は、もちろんデザート。タキシード姿のキャプテンが運んでく
るワゴンには、「レモンチーズケーキ」や「キャロット&チョコレートケーキ」などを始めと
する様々なデザートが！ドリンクも、200を超える種類豊富なワインリストのみならず、カ
クテル、スピリッツ、食前酒など幅広い品揃えだ。
　香港に居ながら、20世紀半ばのイタリアン・アメリカンの雰囲気を味わってみては?

CarboneCarbone

Carbone
住所：9/F., LKF Tower, 33 Wyndham St., Central
電話：(852)2593-2593
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