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　ここのところ、木曜日はレディースナイトで女性はドリンクが無料
だったり、金曜日は予約でいっぱいだったりして座れない事が時々
あったので、発想を変えて月曜日のサグランティーノに行ってみた。
やはり、木曜、金曜日に比べると席に余裕があるらしく、スンナリと
通してもらえた。行く前に他店でワインの試飲取材があった為に、
ほろ酔いで入店したので、これから書くことは記憶違いかもしれな
い。取材に続いて白ワインを五臓六腑に流し込みながら、メニュー
を眺めていた。メインから注文を組み立てていき、前菜はアレでも
ない、コレでもないと頭の中で考えを巡らす。

　パスタならば、オーナーシェフ
の安田さんがボローニャ駅の近
くのトラットリアで学んだという、
わざと不揃いに挽肉を叩き、隠し
味に少量のエスプレッソを入れ
るボロネーゼ（※ボロネーゼに関
する記事はPPWのWEBサイトで
バックナンバーが閲覧可能）か、
トマトソースと生クリームに海老
ミソが決めてとなる海老とキャビ
アのグランビアパスタのどちらか
が僕のお約束だ。イタリアのコー
ス料理でパスタはプリモピアット

（前菜をカウントせず第1皿目の
意味）と言って、意外にも食事の
始めの方に登場するらしいが、僕
は日本人なので麺類は“締め”の
意味合いが強くなる。「ん～ ボロ
ネーゼならば、前菜は魚か“シェ

フのサラダ”がいいかなぁ」そんな風に思考していると、隣の席の話
し声が耳に入ってきてしまった。もう一度断るが僕はほろ酔いであ
る。何でも、隣の席の男性客は先日、北極で日本料理屋をオープン
させたらしい。
　「え？ 北極？！」耳がダンボになってしまう。何でも北極は一応
フィンランドが管理をしているが、誰の土地でもないので法律がな
く、誰でもレストランを開業できるそうな。そして、オープン前はそん
なに多くの来客数を予定していなかったので、スタッフが揃わなく
てもオープンに踏み切ったところ、一日の来店数は何と平均60名だ
という。「仕方がないから、スタッフが決まるまでの3ヶ月間、オー
ナーの私が自ら皿洗いをやりましたよ。あはは。」何てスケールが違
う話なんだろう。
　そんな時、オーナーシェフの安田さんが、絶妙なタイミングで話し
に参加してきて、話しを私にも振ってくれた。これで盗み聞きではなく
なったぞ。2つ、3つ会話のキャッチボールをすると、僕から“シェフの
サラダ”をオーダーされた安田さんは厨房に姿を消した。「いや～、こ

のお店の魚料理は本当に美味しいですね。」隣の北極レストランの
オーナーさんがお連れさんと僕に言う。赤い帽子が似合うお連れ
さんはサグランティーノさんの常連さんらしく「そうなのよ。旬の魚
を日本から空輸で取り寄せて、その日のスペシャルとしてカルパッ
チョとかで出してくれるのよ」と返していた。お隣のテーブルを拝見
すると、どうやら安田さんのお任せで料理が運ばれてきているよう
だ。そうそう、特に木曜日や金曜日のグループ客は最近安田さんの
お任せで食べる人達が増えているような気がする。僕の“シェフの
サラダ”をホールスタッフさんが運んできてくれ、女性ではひとくち
で食べられないくらい大きなモッツアレラチーズを僕は口に運び
ながら、時折お隣の会話に参加させていただいた。ふむふむ、食材
やお酒はフィンランドから船で運ぶけど、輸送料が相当高い。かと
言って、ひとコンテナでお酒を注文するほど、掃けない。なるほど。
画期的なことも、色 と々大変なんですねぇ･･･。　
　そんな時だった。お隣の次の料理を安田さんが肘を90度に曲げ
て左手を上げながら、右手で運んできた。「今日は29日なので、肉の
日ということでコレです。ハラミのグリル。」お二人の歓声が上がる。
ゴツイ肉に何ともインパクトがあり、添えられたポルチーニのリ
ゾットと四角いフレンチフライの豊かな風味がこちらの席まで漂っ
てくる。「じっくり赤ワイン特製ソースに漬け込んで良く寝かせたハ
ラミを丁寧にグリルしてます。」そう言うと慌しそうに安田さんは厨
房へと去っていった。実は先ほどトイレにたった際に、ちらりと厨房
の小窓を覗いたら、安田さんが仁王立ちでパスタを盛っていた。普
段の温厚な雰囲気とは違って、全身から「俺の渾身の一皿を食べて
みろ。」と真剣なオーラが放たれていた。
　2014年の2月は料理研修で1ヶ月丸々休業して、欧州を回った安
田さん。グリルやパスタ以外にも相当数のピンチョスがレパート
リーに加わった。欧州では300種類を越す料理を食べたというから
道理で納得だ。「安田さん、私もハラミのグリルお願いします！」あっ
ちゃーという顔をして、壁に右手をついて安田さんが言う「鳥丸
さん、ゴメン！今日は肉の日だったんでオープンから相当数が出て
しまって今日はもう無
い ん で す！次 回 は
ちゃんと用意しておき
ますので！」ワインを
ガップリと口に含んだ
僕は「おお、そうでし
たか。また来る理由が
できましたね。では、
今日もボロネーゼで
お願いします。」と答え
た。今夜も僕のボロ
ネーゼ連続オーダー
記録が更新された。

俺のグリル“ハラミ”を
喰ってみろ。

Sagrantino Italian Restaurnt
住所：5/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188
定休日：日曜
ウェブ：www.sagrantino.com.hk

鳥丸雄樹（Torimaru Yuki）
香港を拠点に活動するフリーラ
イター。ロスの日刊サンへの寄稿
を経て今に至る。自身がベース
ボーカルを担当したオルタナティ
ブなハードコアバンドを引き連れ
て90年代は、ロンドンのコヴェン
トガーデンにてライブ活動を行
う。現在、随筆風フェイスブックも
更新しお友達も募集中。
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Sagrantino
Italian Restaurant

日本人オーナーシェフのイタリアン

ボロネーゼに関する記事はこちら↓

前編 後編

文：鳥丸雄樹

もしくはwww.pocketpageweekly.com/ 内で
”Sagrantino”と検索
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　沖縄県で飲食店を15店舗を展開する「みたのクリエイト」が運営す
る「目利きの銀次」。香港では昨年コーズウェイベイ(銅鑼湾)とテュン
ムン(屯門)の2店舗がオープンした。
　同店では週に4回、その時々の旬の魚を築地より空輸しており、店内
に魚屋の店頭さながらに整然と並べられる様子は圧巻。そして自ら
選んだ新鮮な魚を、自分好みの調理法でオーダーできるのが特長だ。料理長の楊
さんは日本語が堪能なので広東語ができなくても心配ない。串焼きや焼き魚など
の焼き物には備長炭を使用するこだわり。炭の特徴である香りや素材の旨味を最
大限に引き出せるように努力している点が魅力的だ。オープンキッチンなのでカ
ウンター席から調理の様子を見ることも出来、目でも楽しめるようになっている。
　日本の店舗では沖縄に限らず全国の産地から取り寄せた野菜や鮮魚を中心
に、津々浦々の料理を楽しむことが出来るが、香港の店舗では沖縄県の郷土料理
を強く押し出すメニュー展開をしている。
　同店では沖縄のブランド豚「あぐー豚」を使った料理を現在4品提供している。

「冷しゃぶしゃぶサラダ」はあぐー豚の素材本来の味を味わうことができるさっぱ
りとした一品。沖縄料理の定番「ゴーヤーチャンプルー」「豆腐チャンプルー」は外
せない。ゴーヤーも沖縄県産なので間違いない！「超濃厚豚骨スープのしゃぶ
しゃぶ」は、その名前の通り豚骨スープにくぐらせる一風変わったしゃぶしゃぶ。
しゃぶしゃぶした後にはラーメン投入で〆の豚骨ラーメンに。あぐー豚のエキスも
加わり、より深い味わいを楽しむことができる。いずれもあぐー豚の特長である旨
味のある脂を十分に味わうことのできる秀逸メニューだ。

　同店では今後も沖縄のメニューを増やして
いく予定ということなので、沖縄料理ファンは
期待して良いだろう。月替わりの季節メニュー
や週替わりランチ限定定食（HKD45～98）も
充実しているので、何回訪れても飽きること

はない。また、ひとりで仕事帰りに、オリオンビールや泡盛をカウンター席で一杯、
という方にも打ってつけ。
　年内には3店舗目となるチム
サーチョイ（尖沙咀）店をThe ONE
にオープン予定。新店オープンに
伴いグランドメニューも一新すると
いうことなので要チェックだ！

みたのクリエイトの島田さん（左）と料理長の楊さん

店頭に並んだ鮮魚たち

超濃厚豚骨スープのしゃぶしゃぶ

冷しゃぶしゃぶサラダ

沖縄料理の定番
ゴーヤーチャンプルー

目利きの銀次目利きの銀次

銅鑼湾店
住所：Shop P502, World Trade Centre, 280 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)2895-0885
時間：12:00～14:30、18:00～22:30

屯門店
住所：Shop M-63, V City, 83 Tuen Mun Heung Sze Wui Rd., Tuen Mun
電話：(852)2878-7333
時間：月～木: 12:00～15:00、18:00～22:00
　　  金～日、祝: 12:00～15:30、18:00～22:00

尖沙咀店
The ONEに年内オープン予定！

あぐー豚の故郷沖縄の有名店
旨味たっぷりの脂は病みつき必至！
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香港ビジターはっちのプロフィール
香港在住歴1年未満。初めての海外暮らしをここ香港で始めることになったものの、
日本とのギャップにいまだ驚く毎日。最近はやっと香港人の友人も増え始め、
香港ライフをもっと楽しみたいと意気込み中。

　日本でMacを購入し、引越しの際に香港に持ってきた。まぁまず壊
れることはないだろうとタカをくくっていたのだけれど…。使用期間1
年2ヶ月で全く動かなくなってしまったのです。
　とりあえずネットで調べた復旧作業方法を試みるも全然ダメ。海外
でMacが壊れてしまった人の解決法を見てみると、「日本で買ったも
のはサポートしていないと言われた」とか「診てもらうだけでかなりの
手数料が取られる」とか「直すならHKD5,000はかかる」とか…
（涙）。持ち運びのしやすいノート型のPCならまだしも、21.5インチもあ
るデスクトップ型のMacを買ってしまった私…。街の修理屋さんに来
てもらうにもどこに頼めばいいのかも分からないし、こんな重いものを
抱えてわざわざアップルストアに行くしかないのかと意気消沈するも、
踏ん切りがつかず自力の復旧作業を試みること2週間。やっぱりどう
しようもなく、もうさすがにお店に持っていくしかない！とサポートに予
約を入れて、１％の期待と99％のあきらめとともにアップルへと向かう
のでありました。
　CWBのアップルに足を踏み入れると、午前中にも関わらず店内は
お客さんでびっしり。2階にある「ジーニアス」と呼ばれるサポートにも

また人、人、人…。予約しておい
て良かった～。ここは広いフロア
が全てサポート室になっており、
ざっと見ても私と同じような困り
ビトが50組はいる模様。助けを
求める人がこんなにも朝から押
し寄せ、しかも買ってくださいと
言わんばかりにずらっと見事に
並ぶサポート品を目の前にして、
どうせ直らないんでしょ？新しい
製品を買えって言うんでしょ？と、
もう疑いの心しかない私…。まわ

りを見渡すと、みんなiPhoneやノート型PCで、さすがにデスクトップ型
を持ち運んでいたのは私だけ（笑）。予約時間が来ても私の前には
なかなかサポートの人が現れず、絶対厄介そうだって思われてるよ
…と思っていると、ついに2人の新人さんを背後に引き連れたベテ
ラン臭ぷんぷんの男性が現れた！（つづく）

Vol. 20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

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」
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　アメリカンコミック風に描かれた小さ
なブッダのようなお坊さん。おしゃれな店
が軒を連ねるソーホーの中でも、ひとき
わ異彩を放つ看板が印象的な「Little Bao

（リトルバオ）」は、香港島東の人気イベン
ト「アイランドイーストマーケット」の屋台
で注目を集め、今回、満を持しての本格
オープンが話題となっている人気店だ。
こちらで提供されているのは、ひと言で
いえば「包（バウ）」を使った創作メ

ニュー。中国語でパンという意味を持つこの包（バウ）を使った斬新な“パン料理”は、数々
の有名レストランで腕を磨いた経験を持つ女性シェフMay Chowさんが考案したもの。
　“パン料理”といっても侮ることなかれ。中国の饅頭（マントウ）のように白く、手のひらに
すっぽりと収まってしまう可愛らしいサイズと他では見かけることのない外見が実に新鮮
でついつい食べることを忘れてしまう。そんな外見に負けず劣らずその味わいも本格的。
饅頭（マントウ）のモチモチとした触感を保ちながらも、中華と欧米の味をバランスよく取
り入れた新感覚の美味しさなのだ。
　スイーツを含む5種類の“パン料理”はすべて「おいしい」を前提としており、経験にとら
われない自由な発想が楽しい。看板メニューは、じっくり煮込んだ豚バラ肉をネギ、シソ、
玉葱のソースでいただく「Pork Belly」。トマトソースが付いてくるところがハンバーガーを
思わせる1品だ。そして「Sloppy Chan」。こちらは台湾ナイトマーケットで売られる「掛包

（グアバウ）」の感覚に似ているが、椎茸テンペ、トリュフマヨ、大根漬けに揚げシャロットの
アクセントが嬉しいベジタリアン向けの1品。“パン料理”はどれも「カット禁止」で、ひと思
いにかぶりついてアジア・欧米のグルメなハーモニーを味わって欲しいという同店のこだ
わりを感じる。
　この他にも8種類のシェア用料理も提供している同店。定番家庭料理「Mac & Cheese」
には、マカロニの代わりに香港人にはお馴染みの「腸粉（チョンファン）」を使用。チーズと
の相性が抜群で驚きの美味しさだ。
　「味も見た目も自信を持って提供している。」というMayさん。予約は取らないことにつ
いても「私たちの自慢の逸品を理解してくれる人に来てもらいたい。」と自信満々だ。

Little BaoLittle Bao

Little Bao
住所：G/F., 66 Staunton St., Central
電話：(852)2194-0202
ウェブ：www.little-bao.com

　　

Pork Belly
日本人も中国人も大好きな「豚の角煮」。
新定番の食べ方になるか！?

Sloppy Chan
アメリカの定番サンド「スローピー・ジョー」ならぬ

「スローピー・チャン」Mayさんの遊び心が伺える。

小さな店のかわいい“パン料理”
アメリカンとチャイニーズの大胆ミックス！
小さな店のかわいい“パン料理”
アメリカンとチャイニーズの大胆ミックス！

香港ならではの"Mac & Cheese”！
明太子入りのチーズに包まれる腸
粉（チョンファン）をネギと一緒に
食べれば、さらに多彩な味が楽し
める。
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広東

映画「ヘラクレス」―地上最強の男の物語
10月21日中国上映開始

　ギリシャ神話の「ヘラクレス」。全能の神ゼウスと人間アルクメネの間
に生まれた半神半人として、ギリシャ神話の中でも最も強いと称えられ
る英雄だ。神さえも恐れる超人的な怪力と人間の心を併せ持つ、地上最
強の男として描かれている。しかし、我が子を殺した罪を償うために、12
の功業に挑戦する苦難の道を歩むことになる。この神話が伝える、ヘラ
クレスの真の姿を描いた映画「ヘラクレス」が間もなく中国上映される。
不死身の獅子や地獄の番犬ケルベロスといった魔物たちとの戦いを通
し、いかにして英雄となっていったのかを、迫力のアクション満載に描き
出す。
　地上最強の男「ヘラクレス」には、「ワイルド・スピード」シリーズや

「GI.ジョー　バック2リベンジ」などで活躍するドウェイン・ジョンソンが
キャスティングされた。「ザ・ロック」の名でリングをわかせ、俳優に転身

したジョンソン、本作ではその肉体をさらに鍛え上げ、豪快なアクション
を披露する。監督は「X-ＭEN: ファイナル・ディシジョン」「ラッシュアワー」
のブレット・ラトナー。地上最強の男がスクリーンでのように表現され
るのか―神々の世界を渾身のアクションで描き切るキャスト陣にも注
目だ！

広
東

広
州

　「シェラトン清遠獅子湖リゾート」は、美しい山と渓谷、湖に囲まれた
「珠江デルタの裏庭」と呼ばれるエリアに佇む。美しい獅子湖を一望でき
る同リゾートは、中国では珍しいアラビア風のデザイン。349室の各ゲス
ト・ルームおよびスイート・ルームにはバルコニーが備わる。近くには、
27ホールのゴルフコースや、温泉水を使用したスパ、丘陵でのグラスス
キー、湖レジャーなどの施設が充実している。
　ホテル内には3つのダイニングがある。イタリアンキッチン「ベーネ」
ではオリジナルピザのほか、選りすぐりの高級パスタ、シーフード、グリ
ル料理が、目と舌を楽しませてくれる。きらめく獅子湖を一望する「ロ
ビーラウンジ」も雰囲気満点！年末までの期間、同リゾートが提案する

「閨蜜超值逍遙遊（Super Value Escape）」のパッケージを利用してみる
のもお薦め。ヘルシーなお食事とスパでのくつろぎを思う存分満喫でき
るプランとなっている。気心の知れた友人や家族との有意義な時間、美

しい自然の中で過ごす贅沢な休日は、日頃の疲れを癒やしさらに前へ
進むための力を与えてくれるはずだ！楽しみ方はあなた次第、家族や
友人とリゾートを満喫しよう！

清遠獅子湖喜来登度假酒店
住所：広東省清遠横荷街獅子湖大道1号
電話：(86)763-8888-888
ウェブ：
www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=3531

「閨蜜超值逍遙遊（Super Value Escape）」（2名）
料金：RMB1,388+15%
パッケージ内容：バルコニー付きデラックスルーム（1泊）、ウェルカムティー、
　　　　　　　  朝食、イタリアン「ベーネ」ディーナー、
 　　　　　　　 30分スパトリートメントマッサージ、送迎サービス（要予約）

広東の奥座敷でレイク・リゾート満喫！
清遠獅子湖喜来登度假酒店 (Sheraton Qingyuan Lion Lake Resort)

宙斯之子：赫拉克勒斯（Hercules）
監督：ブレット・ラトナー
キャスト：ドウェイン・ジョンソン、イアン・マクシェーン、
                  ルーファス・シーウェル
オフィシャルサイト： www.hercules-movie.jp
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深圳

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

国際色が半端ない！
　4ピースロックバンド「Riven」の最大の魅力はその強烈な国際色。

それぞれに異なる背景を持つ彼らではあるが、それらをうまく融合さ

せているのは、音楽への情熱だ。ライ

ブ重視で技術を存分に磨きながらも、

自らの楽曲には「ライブで奏でる音」し

か入れないというこだわりよう。彼らの

パワフルなライブをご堪能あれ。

カラーペンマーカーで描かれた子供のように純真な心
　「isolan麦葵芸術ワークショップ」は、若き夫婦の「麦」と「葵」の創作の

巣だ。カラーペンマーカーで描かれた、かわいくて人間味溢れるキャラ

クターは、日本マンガと欧米のデザイン

からも影響を受けている。今回展示され

ているのは、「神様の子供」という名の猫

のキャラクターシリーズだ。その語りかけ

てくるような表情に見惚れてしまうこと間

違いなし！

今週の広東ピックアップ

観たらカレーが食べたくなる！はず
　新しいライフスタイルを提案する「LOHAS深圳」が、ロサンゼルスカ

ウンティ美術館と手を組み貴重なインド文化財を紹介する展覧会を開

催している。世界でも有数の大規模

美術館である同館は、大量のインド

文化財を収蔵しており、芸術から宗

教に関する展示物も石像や銅像か

ら絵画まで多岐にわたる。インドを

さらに知りたい人は行く価値大の

展覧会だ。

「LOHAS深圳」主催
「インドの世界」 展覧会

11月30日まで

宇宙一ヤバいチームが我々の最後の希望に！？
　マーベル・コミック作品の中でも異色な存在、「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」。

犯罪歴を持つ愉快なお尋ね者たちが、宇宙存亡を懸けた戦いに巻き込まれていく物語。

とことん運がないくせに、ひょんなことから巨万の富を得た主人公・スター・ロードはあ

る日、惑星モラグの廃墟で無限の力を持つパワーストーン「オーブ」を見つけ、盗み出す

ことに成功する。その強力な力は、宇宙の滅亡を目論む闇の悪党たちが探し求めていた

ものだ。オーブを狙う者たちに追われ、宇宙一危険な収容所に入れられてしまったピー

ターは、そこで出会った個性的なメンバーと共に無謀すぎる戦いに挑む。

スーパーヒーロー映画
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー

10月10日から

ロックバンド「Riven」
Live in 広州

10月18日

広
東

ExhibitionExhibition

監督：ジェームズ・ガン
出演：クリス・プラット、ゾーイ・サルダナ、デビッド・バウティスタ、
　　 ブラッドレイ・クーパー、ヴィン・ディーゼル

広州市越秀区TU凸空間
21:00～23:00
前売&学生　RMB40、当日　RMB80

MONO
中国ツアー・深圳ライブ 広

州

広
州

深
圳

深
圳

ロックバンドの枠を超えるほどに美しい音
　欧米を中心に活動中の日本を代表するポストロックバンド「MONO」。

結成当初、日本では認められずに「やるなら海外」と思い切り、ニュー

ヨークで活動をスタートした彼ら。「希代

の音楽家」と絶賛されるほどに高い完成

度を持つ音源、そして独自のライブパ

フォーマンスは多くのファンを魅了し続け

ている。

若き夫婦のアーティスト
神様の子供 展覧会開催

10月23日まで

広州天河区Hi百貨
11:00～21:30
入場無料

深圳市南山区華僑城
創意文化園B10棟北側
20:30～22:00
前売　RMB150、当日　RMB180

深圳市福田区福中路市民中心A区
(852)755-8210-5550
www.shenzhenmuseum.com.cn
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深圳

アンドロイドの

アプリもあります。
アンドロイドの

アプリもあります。

無料配信中！無料配信中！

知らなか
った。

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

　ビルIFC国際金融ビル、広州大劇場、高級
ホテルといった、広州発展の先端を走る象徴
的ビルが立ち並ぶエリア、それが「珠江新
城」。ほとんど何もない更地だった場所が数
年で見事な変化を遂げた。今では広州の中
心的なビジネスエリアとなっている。オフィス
ビルやAEONなどのショッピング・モールもあるので、この地区に住む日本
人も多い。外国人が多いエリアとあって、高級レストラン、オシャレなカ
フェやバーも次々にでき始めている。人気のレストランやカフェが目当て
ならば、地下鉄「珠江新城」駅の近く、「華穗路」やB1出口から近い「華利
路」に行ってみよう。「華穗路」沿いには「FG fine foods」、通りを南に進ん
だ「華就路」沿いにはイタリアン「Tomatoes Pizzeria」、フレンチ「Paris Jie

（巴黎街）」、バー「Social&Co」などがある。「華利路」にはイタリアン「Sa 
Mesa」、大人気のパン屋さん「23区」などがある。この界隈を散策してみれ
ば、お気に入りのレストランやカフェがきっと見つかるはずだ！

本格的西洋グルメを味わうひと時･･･
広州・珠江新城と深圳・海上世界
近年目覚ましい発展ぶりを見せる珠河デルタ地区。
中華料理はもちろんのこと、日本食や多国料理のレストランも珍しくはなくなってきた。
そこで、広州と深圳で本格的な洋食が味わえる新しい注目エリアを紹介しよう。

　深圳・蛇口にある「海上世界」エリアは、ヨーロッパの小さな街にでも迷
い込んだかのような錯覚を覚えるスポットだ。付近には、港町の景観に馴
染んだオープンテラスのカフェやバー、各国料理店が立ち並ぶ。中でもホ
テルと飲食店の入った「明華号」が、港町の風景に印象的なアクセントを
加えている。
　明華号の後部デッキはレストランになっており、特に日が暮れると雰囲
気は抜群だ。音楽とシンクロする噴水などの演出もあるので、天気が良け

れば海側のデッキ席がおススメ！ 海上世界のメイン広
場「海景広場」には、定番のファーストフード店もちろん、
メキシカン「Amigos」など、オシャレで雰囲気のあるレス
トランが軒を連ねる。海上世界から北に進んだところに
にある、「興華路」沿いにも、イタリアン「The Top」など、
開放感のあるオープンテラスのレストランがある。異国
情緒溢れる海上世界で自分好みのレストランを探して
みるのも楽しい！

港町の風景が圧巻！
海上世界

先端を走る広州の新都心はグルメも充実！
珠江新城

アクセス：地下鉄2号蛇口線「海上世界」駅
アクセス：地下鉄3号線「珠江新城」

深圳 広州

 広東ページ
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深圳

　「食在広東，厨出鳳城」=「食は広東、料理人は鳳城（順徳の旧称）から」
といわれるとおり、順徳料理は広東料理の重要な部分を担っている。
順徳料理は川で獲れる淡水魚などが主な食材となり、「清・鮮・爽・嫩・
滑」が特色となっている。今回ご紹介するのは、その中でも最も順徳
らしい、まさに順徳を代表するような料理「魚生」だ！
　順徳の人々は長らくこの「魚生」を食してきた。ある資料によれば、
なんと3,500～4,000年前までさかのぼるといわれている。おいしい

「魚生」を食するためには魚選びが重要なポ
イントとなる。魚は種類により「下品・中品・上
品」の3つの等級に分けられる。まずは「下品」

（低級）。値段もお安く、肉薄で骨が多く、口当た
りも少々劣る。レンギョやタラなどがこのクラス
にあたる。「中品」（中級）は、肉が厚く、さわやか
な甘味が特徴、骨は主に大骨のみ、口当たりも
良い。鯉、ソウギョ、などがこれにあたる。「上品」

（上級）は、スズキ、フナ、ティラピアといった魚たち。その特徴は肉質
は歯ごたえがあり、口当たりが非常によく、味は甘い、それに刺し身に
した時の発色にも優れているので、それだけで食欲をそそる。ちな
みに、魚生は必ず活魚を用いる。死んだ魚は「魚生」にすることはで
きない。
　日本の刺身の場合、薬味に使われる食材は普通数種類しかない。
それに比べ魚生の薬味はとても多い。その数実に十数種類にも及ぶ。
例えば、ニンニク、生姜、ネギ、玉ネギ、ピーマン、醤油、油、砂糖、ピー
ナッツ、ゴマ、唐辛子、レモングラス、陳皮、紫芋、揚げ玉などが用意さ
れる。
　食べ方は、まず先に、油、塩、醤油、砂糖など好みに合わせて薬味を
調合しよう。それに冷やした魚生を一緒にお椀に入れ混ぜ合わせる。
そして、薬味と魚生を一口でいただこう。魚生の冷たくて爽やかで滑

らかな口当たりが一瞬にして広がる。さらに、しっかり噛むことで、
それぞれの薬味が醸し出す香り、辛さ、酸っぱさ、甘さが引き出され、
後味も良くなる。魚生を一口食べたら、一杯の「米酒」を飲む。これで
魚の生臭さを抑えると同時に殺菌効果もあるようだ。
　中国で生ものなんて…と思うかもしれないが、この魚生は伝統ある
広東料理の1つであるので機会があればぜひ食してみてほしい一品だ。

知
ら
れ
ざ
る

     

中
国
の
刺
し
身―

魚生
（ユーサーン）

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
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
◆ネイリスト
◆アイリスト
経験者、資格保持者の方。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ・エントリー】
担当：中島
メール：r.nakaji819@gmail.com
Prim hair salon
深圳市 海上世界駅近く
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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

関西外大同窓生集まれ
上海を中心に40名の登録数を超えまし
た。10月に上海で同窓会上海支部総会
を開催します。中国全土に駐在している
大学、短大、大学院の卒業生へも情報を
配信してゆきます。詳しくはメールにて
お問い合わせください。
関西外大同窓会上海支部
窓口：藤井    fujiik@sh163.net
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

結婚相手を探しております
36歳の中国人男性です! 結婚相手を探
しています。詳細はメールまでご連絡お
願いいたします。
メール：qiangrongze@163.com

その他

不動産
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広州
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

歯にとってよくない生活習慣
　禁煙のために、口が寂しくなると飴やガム
を口に入れて紛らわすことがあるが、歯科学
的には飴をなめるという事が、歯にはよくな
い生活習慣ということになる。口の中では、
甘い物が口の中に入ると歯の表面に着いて
いる虫歯菌が酸を産生して歯の表面を溶か
して虫歯を作り始める。しかし、唾液にはこ
の酸を中和する作用があり30分程度で虫
歯菌の出す酸の作用は無くなる。ただし、飴
の類はいつまでも口の中にあって虫歯菌が
酸を作り続ける。そのため、長い時間口の中
に甘い物が停滞する飴をなめるという習慣
は歯によくないのである。禁煙のための飴は
歯に悪いが、タバコも歯にはよくない。一方、
低血糖の患者が医師に飴をすすめられるこ
ともある。意外と医科と歯科で噛み合ってな
いことが多い。

　また、よく噛むと脳に刺激を与えて非常に
好ましい効果が生まれるとも言われるが、あ
まり噛みすぎると歯が削れて歯槽膿漏など
の原因になるなど、歯にとってはいいとばか
りとはいえない。あまり、気合いを入れて噛
みすぎると、顔のエラが張ってくるとも言わ
れる。
　結局、体全体をバランスよく全体的視野
に立って考える事が肝要であり、一般診療科
的にいい事が、必ずしも歯にもいいというわ
けでもない。もっとも、拘泥しすぎると何もで
きない、ということにもなるが…。
　近年、診療科間連携の重要性がうたわ
れ、特に精神科と一般診療科の連携が急速
に整備されてきているが、歯科と一般診療
科の連携は、まだ十分に進んでいるとは言
えないように感じる。

筆者紹介 林原 祐一
大学卒業後、世界最大手の
医療法人に勤務。各国の総
合病院や福祉施設の運営に
携わる。8年前に中国へ。
2012年9月より、しろもとデン
タルクリニック事務局長。
プライベートで香港や日本
のトレイルランやマラソン大
会に出場し、表彰台の常連選
手に。「白眼鏡」と言われてい
るらしいが、広東語が全くわ
からない。  

深圳市南山区南山大道1122号鵬愛医療美容医院二階
(86)755-8650-0166、(86)135-3090-3900（日本語専用ダイヤル）
paiyake@pengai.com.cn

深圳



広州

深圳広州

　いつも買い物客で賑わっているエリア―北京路。その一角にあるの
が、今回紹介する「Lia Café」だ。同店は北京路の数あるレストランの中で
も一際目立ったオーラを放つ。ショーウィンドウに並べられた豊富な食
品サンプルが、道行く人たちの目に留まる。4階席まである店内はとても
広い。１階はカウンター席、4階には掘りごたつ席があり、日本人利用客
にとっても馴染みやすい空間となっている。
　同店の大きな特徴は、分厚いメニューが物語るとおり、メニューの豊
富さだ。注文できるメニューは100種類を越えるという。その数あるメ
ニューの中でも、特に力を入れているのはラーメンとデザート類。「松山
ラーメン」は博多ラーメンをベースとしており、あっさりめの豚骨スープ
と麺が絶妙にマッチしている。調理を担当している奥建一郎さんは、博
多ラーメンの本場福岡で13年間ラーメン店に勤務していた経歴を持つ。

熟練の味が見事に表現されている。
　もう1つのおススメはデザート。「チョコレー
トクッキーパフェ」は食後のデザートにピッタ
リ！ また同店のデザートメニューを代表する

「フルーツワッフル」は、アイスとワッフルの上
にフルーツがギッシリと盛り付けられた一品。
とにかく、デザートに目がないという方には、
ぜひ一度試していただきたい。ワッフルの柔
らかさとフルーツの組み合わせは最高！そこ
にアイスが加わることでさらに深みのある味
わいが……。この一品だけでも十分お腹が膨

れるので、もし他のメニューもと
お考えなら、何人かでシェアして
もよい。
　日本料理はもちろんタイ、ベト
ナム料理、イタリアンなど幅広い
メニューを提供している同店。
オーナーである松山里絵さんは、
顧客がアットホームで楽しい時間を過ごせるカフェにすることを目指して
いる。顧客に「おいしい！」と言ってもらえるように、日々メニューの研究に
も励んでいる。これからもどんなメニューでみんなの心をワクワクさせて
くれるのかとても楽しみ！次に北京路を訪れた際には、どんなメニュー
があるのかぜひ立ち寄ってみよう！

多彩なメニューが魅力―
心弾むひと品が待っている！

Lia Café Bar & Restaurant 
住所：広州市越秀区禺山路27-29
時間：11:00～23:00
電話：(86)20-8334-68664階席にある掘りごたつ

フルーツワッフルとパフェ

松山ラーメン
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