
　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！！

香港

協力：日本ボディスタイリスト協会
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キレイを
つくる

レシピ帳

はじめまして！  フードコーディネーターの川島です。

今回から、美容を絡めた日本のトレンドも交えつつ、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを

日々の生活に取り入れて、心も体も美しくなりましょう！
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春
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こちらレシピは一例になり、過度に同じものを
摂取するのはバランスの偏りとなり返ってお肌
にも悪影響がありますので、それぞれの栄養素
をひとつの食品に偏らず取り入れてください。

　柔らかい日差しと共に、服装も軽やかに。2015
年春夏も昨年に引き続き、ホワイトコーデが流行
中ですね。
　肌色を柔らかく見せてくれるホワイトカラーの
ファッションを上手に取り入れるためにも、日焼け
知らずの透明感のあるお肌はとっても大切。「とは
いえ、まだ本格的な夏ではないし…」と、紫外線対
策をお忘れではありませんか？

　紫外線が降り注ぐのは、夏だけではありません。
春先の3月頃から急に増えはじめ、9月頃から序々
に減少していきますが、通年その影響は受けてい
ます。表皮を中心にダメージがあり、日焼けという
形で炎症を起こした状態になるUVBは5月から
徐々に増え夏に多くあり、奥の真皮に到達して肌
の弾力を保つエラスチンやコラーゲンを変性（シ
ワの原因にも）させるUVAは、5～6月には真夏と

ほとんど同じ程度に、冬でも夏の半分程度は降り
注いでいます。しかもUVAはガラスを透過する特
性があり、気付かないうちに紫外線を受けてし
まっています。

　じわりじわりと紫外線も強くなりはじめているこ
の時期、日焼け止めなどスキンケアによる紫外線
対策ももちろん大切ですが、美味しく賢く、身体の
内側からの紫外線対策をしたいものです。
　そんな時に覚えておきたいビタミンエース！
ビタミンA、C、Eという栄養素が紫外線対策にはと
ても有効。
 
代表的な食材でいうと…
●ビタミンC：シミやそばかすの原因となるメラ
ニン色素の生成を抑制、肌のハリの元となるコ
ラーゲンやエラスチンの生成促進をする働き
（赤・黄ピーマン、ゆず（果皮）、パセリ、芽キャベ
ツ、レモン、ピーマン、にがうり、キウイフルーツ）

●ビタミンE：肌老化の原因となる活性酸素による
酸化を食い止める抗酸化作用
（いくら、あゆ、たらこ、めんたいこ、モロヘイヤ、オ
リーブのピクルス、うなぎ、かぼちゃ、赤ピーマン、
大葉）

●ビタミンA：同様に優れた抗酸化作用のほか、コ
ラーゲンの生成促進
（うなぎ、レバー、チーズ、卵黄、大葉、にんじん、パ
セリ、モロヘイヤ、バジル、ほうれん草、春菊）

　今回はビタミンエースを上手に取れる、紫外線
対策にぴったりなお手軽ドリンクレシピも合わせ
てご紹介します。

　日々のチョイスにビタミンエースを意識しつつ、
早めの紫外線対策で身体の内側から美味しくキ
レイを手に入れたいですね。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と平行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフード
コーディネートやスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗の
メニュー開発や監修、そして料理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源
を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

キウイと大葉のスムージー◆キウイ　　１個◆大葉　　　2～4枚（好みで）◆オレンジ　１個◆レモン果汁　小さじ１程度（果物の酸味
によって調整）

❶キウイは上下のヘタをとり、皮付きのまま
4等分にカットする。大葉は茎を取り、ちぎ
る。オレンジは皮を剥き4等分にカットする。❷全てをミキサーで撹拌する。
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【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

◆おしらせ
【温めることに積極的に
なって欲しい】
『東洋医学の教えをベースに
季節と心身を調和させなが
ら、冷えを防ぎ、温かな心身と
ともに温かな“わたし”を育ん
でいく「温育」の方法を記し
た監修書『温育じかん手帖』
(Life Design Books)発売中

第168回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

薄毛の原因
　側頭部や後頭部は常に筋肉の運動で血液の流れはいいのですが、前
頭部や頭頂部は筋肉がないため、血行が滞りがちになり髪が抜け易く、さ
らに、薄毛になる男性の多くは男性ホルモンの働きで皮脂分泌が盛んで、
過剰分泌による脂性が脱毛を招く大きな原因になっています。理由は脂
で毛穴がつまり、毛根が呼吸できなくなり髪が弱ってしまうためです。 
　 
■髪を復活させるポイント 
　毛　髪    ：髪に栄養を与え、毛髪を強くする
　毛　根    ：毛根の脂肪のつまりを防ぐ
　頭　皮    ：頭皮の血行を良くする
正しい洗髪：正しい洗髪で頭皮や髪を傷めない
　 
【頭皮】 
　髪の毛は毛母細胞が分裂することで作られます。髪の健康を保つため頭
皮のマッサージをするとよい時間は細胞分裂がピークになる夜9時頃です｡ 

■センブリスプレー
　主に東日本に生育するリンドウ科の植物。千回振っても苦いことから
センブリといわれている。古くから万能生薬として虫よけや胃腸薬として
用いられてきた。スウェルチアマリンが多く含まれている。センブリに含ま
れるスウェルチアマリンという成分は頭皮の血液循環をよくする。 

□センブリスプレーの作り方□
※材料 　・センブリ80g　・焼酎2リットル　・瓶　・空のスプレーボトル
①センブリを瓶の中に入れ、焼酎2リットルを加える。
②一週間涼しい所に保管する。
③朝、晩1回ずつ、局部に適量ふきつける。
※使用時もセンブリは漬けたままで保存できます。 
　 
■逆立ちで頭皮の血行促進　
　逆立ちをすることで、頭皮の血液循環がよくなり栄養が行き渡ります。
※「逆さぶら下がり健康器」を使えば腰痛も治って一石二鳥。
　でも、逆立ちは苦手・・・という方は、頭皮マッサージを。 

■首筋の血行促進　 
　首筋を「円を描くように」3回まわします。ポイントは血液の流れを想像
しながらリラックスして行うこと。 
　 
■耳の周囲の血行促進　 
　こめかみを指で3回まわします。3本の指を使って、耳の周辺をほぐして
いきます。 
　 
■頭の中心の血行促進　 
　生え際を指で3回まわします。ポイントは生え際から頭頂部へとほぐし
ていくこと。
　これを毎日2セット行えば、血行促進につながります。さらに、毎日のブ
ラッシングのときにも、これらの3つのポイントを意識すれば効果的！
※ブラシで頭を叩く事は確かに育毛効果アリ！ただし髪が痛まないよう
にブラシの背の方で叩きましょう。 

　 
【洗髪】 
・中高年の方は若い頃に比べて髪が減っているので
   2～3日に1回程度の洗髪でOK！
・湯船でよ～く温まってから洗髪すると毛穴が開いて汚れが落ちやすい｡
・シャンプーは手で泡立ててから使う。
・指の腹で頭皮をよ～く洗う。（爪は立てない）
・お湯の温度は40℃を目安によ～くすすぐ。
・ドライヤーは、髪から10cm程離し、温風で5分。その後冷風で1分乾かす。
※髪がぬれている状態が1番キューティクルがはがれやすい｡
※洗髪によってはがれやすくなっているキューティクルが最後に冷風を
かけてあげる事で締まって痛みにくくなる。 

　 
■沖縄発！  マル秘シャンプー 
　ハイビスカスの花や葉をちぎって、もみ、髪に塗ると髪がつやつやにな
るといいます。このハイビスカスシャンプーには、オイゲノールという精油
成分が含まれています。オイゲノールも、悪玉酵素の働きを抑え、育毛に
効果があり、毛根を強くしてくれるのです。 

楊さちこの中医美容学的　～薄毛対策・その2～
髪は、ある一定の周期で生まれ変わるので日常生活の上で１日50～100本は抜けても安心ですが､
起きたときに抜け落ちた髪の毛が気になったら要注意です！
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香港クラシファイド

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他校OB
会との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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集
香港日本人倶楽部合唱団、団員募集のお
知らせ初心者の方も大歓迎!歌が大好きな
方、ぜひ一緒に合唱を楽しみませんか。
8月まで有志で第九の練習もしています。
【練習時間:水曜 午前(女声合唱)、土曜 午後(混
声/男声合唱)、週一回、二時間ほどの練習です】
見学のお問い合わせなどお気軽にご連絡
ください。(練習場所は随時変わります)
連絡先: hkjc_choir@yahoo.co.jp(加藤)
公式サイト: www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
香港・華南地区で唯一の日本人ラグビー
チーム『ガイウ－J』は、毎年親子ミニラグ
ビー教室を開催しています。タグラグビー
やタッチフットを中心に、未経験の方でも
親子で楽しくご参加頂けます。芝生のグラ
ウンドを思いっきり走り回ってみませんか？
4月26日～7月5日（毎週日曜日10:00～
11:30）
Happy Valleyグラウンド　(連)
gaiwuj@gmail.com
(852)6993-3040（吉岡）まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長野県人会
主に深圳で食事会を開催しています
が、香港でも開催を計画しています。
長野県にゆかりのある方はどうぞお気
軽にご連絡下さい。
清水　nshimizu@united-power.com.hk

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人クラブゴルフ同好会会員募集
ゴルフ好きの集まる楽しい会です。香
港ゴルフクラブ（ファンリン）で、月1回
平日にゴルフコンペを行っております。
ゲスト参加も可能です。ご興味あれば
伊藤までお知らせください。
メール：golfdokookai@yahoo.co.jp
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東北大同窓会香港支部
東北大にゆかりのある方々で集まり、定
期的に食事会を行います。香港の地でも
トンペーを語り合い、親睦を深めていき
ましょう。ご連絡をお待ちしております。
連絡先：田中
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。詳しくは
HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青山学院校友会香港支部
隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料な
どいっさいかかりません。
～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネイリスト、アイリスト募集
国際色豊かな環境で一緒にお仕事
しませんか？　
今年で10年目を迎えるセントラルのネ
イル&ラッシュサロンaquaeria（アクエリ
ア）ではスタッフを募集しております。　
フルタイム、パートタイム可、経験者、英
語話せる方優遇。国籍問いません。
現在は日本人5名香港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com
(西田まで)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療関連 会計経理・経営管理人材募集
会計経理、経済課程修了者または
ACCA/HKICPAの資格保持者。連結決算
や税務に関する業務経験がある方（特
に香港と英国のスタンダード知識があ
る方）。ヘルスケアや化粧品関係の会社
で2～3年の財務報告の経験があること
が望ましい。
MiLOC Group   メール： hr@miloc.com
電話：(852)2110-4221  Lilian
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フルタイム&パートタイム大募集！

銅鑼湾の日系電話会社でパート、正社
員ともに募集中です。主な業務内容は一
般事務、電話応対です。語学は日本語の
み必須となります。
ご興味ある方はご連絡下さい。
メール：info＠nittel.net　
電話：(852)3427-9660
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
ジオスホンハム校では、ベビーシッター
さんを募集しています。
詳細は、メールでお問い合わせ下さい。
 hunghom@geosasia.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
メール：centralhk@geosasia.com
電話：(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 ModyHouse, 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ ル
トショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいますの 
で是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
（連絡先 65009794　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

香港 香港
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　お茶は中国で紀元前から飲
まれていたようですが、「茶」と
いう漢字ができたのはずっと遅
れて、唐代です。だから三国志
をテーマにしたドラマに茶屋の
ようなものが出てきて「茶」と書
いてあったりするのは時代錯誤
で笑えます。日本には平安時代
末期の辞書に「チヤ」というカナ
が現れ、やや遅れて、鎌倉時代

以降に伝わった「唐音」とか「宋音」と呼ばれる漢字音の時代
には「さ」になります。喫茶（きっさ）、日常茶飯事（さはんじ）な
どの「さ」。宋代以降の発音をうつした、主に禅僧や商人が伝
えたこの唐音・宋音の語彙には、現在の日本の生活でもよく
使うなじみのある言葉がたくさん含まれています。椅子（い
す）、扇子（せんす）、箪笥（たんす）、蒲団（ふとん）、提燈（ちょ
うちん）、暖簾（のれん）、西瓜（すいか）、饅頭（まんじゅう）、羊
羹（ようかん）、杏子（あんず）、瓶（びん）、和尚（おしょう）…。 
　「茶」は中国語で「チャ」、だから日本語でも「ちゃ」、などと短
絡的に結びつけるのは大間違い。平安末期の「チヤ」は、中国
語の「茶」の古い発音「ティヤ」をうつしたものです。その後中
国では発音が変化して「チャ」となりますが、これをうつした
のが鎌倉時代の「さ」。日本語で「さ」と読まれる「差」「査」「叉」
などは中国語で（現代の北京語や広東語でも）「チャ」、昔の日
本人は中国語の「チャ」の音を一様に「さ」でうつしています。
昔の日本語には「チャ」（cha）という音がなかったため、比較
的近い音である「さ」（昔の発音ではシャ）をあてたのです。平
安時代の人が「チヤ」と書いた場合、この発音は「ティヤ」
（tya）。「チ」という字は現在の日本語では「チ」（chi）と発音し
ますが、昔は「ティ」（ti）ですから。「たちつてと」はta.ti.tu.te.to

（タ・ティ・トゥ・テ・ト）、「さしすせそ」はsha.shi.shu.she.sho
（シャ・シ・シュ・シェ・ショ）と読んだのです。
　日本人が「さ」とうつした中国語の「茶」（チャ）は、北京語や
広東語など、中国の広い範囲で現在も「チャ」に近い音で言わ
れています。「チャ」と変化せず「ティヤ」に近い古い音で残っ
た地域が福建で、現在の閩南語の「テ」や閩東語（福州語）の
「タ」となっています。閩南語の「テ」がオランダの東インド会
社によってヨーロッパに持ち込まれ、オランダ語のthee、フ
ランス語のthé、スペイン語のté、英語のteaなどになり、ベト
ナム語、タイ語、チベット語、韓国語など近場には「チャ」が伝
わり、モンゴル語、ペルシャ語、トルコ語、ロシア語などは
「チャイ」、このように世界の「茶」は「t-」の系統と「ch-」の系統
に二分され、くしくも中国語の「t-」「ch-」という、時代と地域に
よる発音の差をうつしたような形になっています。
　…と、ここまでは多くの人が知っている話。問題は、モンゴ
ル語やペルシャ語やトルコ語やロシア語やブルガリア語や
ルーマニア語などの「チャイ」。「チャ」に付いているこの「イ」
は、何なのでしょう。中国から東ヨーロッパへとつながる陸地
にある言語では、キルギス語でもカザフ語でもハカス語でも
エベンキ語でもネギダル語でもネネツ語でも、ことごとく
「イ」が付いているのです。モンゴル語経由の「茶葉」（チャ
イェ）が起源だとする説と、ペルシャ語の文法的要因によって
生じたとする説があって、今でも著名な百科事典などに引用
されていますが、橋本萬太郎博士はすでに30年前にこれらの
説を否定しています。もっともっと古くからアラビア語では
「イ」が付いていた理由などについても説明できなければな
りませんから。
　「ch-」で始まっていても、ベトナム語やタイ語など近隣諸国
の「イ」のない「チャ」が比較的新しい時代に伝わったもので
あるのに対して、ユーラシア大陸の「イ」のある「チャイ」は、と

にかく古いのです。ならば発想を転換して、「イ」という音はあ
とからどこかで付いたのではなく、もとから中国語でこう言っ
ていたのだ、と考えるのが妥当です。日本に茶が伝わるもっと
前の中国語では「ティヤイ」のような発音であり、これが中央
アジア～東欧へと伝わった「チャイ」の正体。そして本家の中
国語ではのちに「イ」が脱落して「ティヤ」「チャ」となった、と
いうわけです。
　言語学、方言学ではときに、逆転の発想が必要。どちらが古
いのか、ということがカギになります。日本には東北、北陸、近
畿、山陰、九州などあちこちに、「背」を「しぇ」、「風」を「かじぇ」
のように言う地域がありますが、なぜでしょう。田舎だから
訛ってるのだ、という考えは非論理的で、お互い遠く離れた不
連続的な地域に同じ発音がちらばっている現象を科学的に
説明できません。答は、すでに書いた通り。昔の日本語で「せ」
は「シェ」だったので、「背」（しぇ）、「風」（かじぇ）という発音の
ほうが古いのです。「セ、ゼ」が田舎で「シェ、ジェ」に変化した
のではなく、逆に、関東、江戸の訛りが「セ、ゼ」であり、これが
全国的に広まって、「シェ、ジェ」という本来の発音が遠隔地に
のみ残ったのです。「じぇじぇじぇ！」…これも、流行語と呼ぶに
は…、とても古い発音なのです。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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　お腹の大きな妊婦を見
れば、民族を問わずすぐ
さま席を譲る。赤ちゃんを
抱っこしたりバギーを押し
ていたりすれば、必ずと言っていいほど周囲の見ず知らずの人が、階段
の登り降りの手伝いをしてくれる。小さい子供を連れて街中をウロウロ
していると、いろいろなオバちゃんがいろいろな言語で口うるさいくら
いにアドバイスをくれる。シンガポールでは、文化として“子供はみんな
で育てるもの”という意識が素晴らしく高い。まさに“国家による子育て”
が定着しているのを強く肌で感じる。
　またローカルの母親たちが口を揃えていうのが「うちの旦那はイク
メン（当然！）」シンガポールでは夫婦共働きが当たり前のため、祖父母
やメイドなど家族内のサポート体制は万全、基本的に夫婦の家事・育児
は平等だ。新生児から預かってくれる施設も充実している。そのため、母
親は産後早々にフルタイムで仕事に復帰する。
　このように子供が小さいうちは“子育て天国”を実感することが多い
シンガポールであるが、一方で小学6年時に一斉受験する全国統一国
家試験（これに不合格だった子供は落第・留年となる。結果はその後の
人生を左右すると言っても過言ではない）に代表されるように、国家戦
略に則った教育事情は非常にシビアなものであり、就学前の親たちは
日本以上に切実な思いを抱いているのも事実である。

　　　　　　　　　　　　　　    （マンゴスティン倶楽部／石川敬子）

　　

From シンガポール

イクメン率100％？！
ママに優しい子育て天国

ローカル子育て事情

亜
細亜

の 
Free
 Paperから

政府は多世代の同居を推奨。同居世帯には、所得税の控除などのインセンティブあり

ちょい悪風のパパのお腹にもベビーがぴったり張り付く
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逸意居　The Floridian

（所在地） MTRサイワンホー（西湾河）駅

（間取り） 2LDK　760sq ft.

（室　内） 家具付き、天井高い、高層階

（環　境） 学校送迎バス有り。日系スーパーもあり便利

（月　額） HKD30,000　管理費、税金込み

半島豪庭　Royal Peninsula 

香港

逸濤灣　Les Saisons

（所在地） MTRホンハム（紅磡）駅

（間取り） 2LDK　1023sq ft.

（室　内） 家電あり

（環　境） イオン まで１０分、プールジム付

（月　額） HKD32,000　管理費、税金込み

（所在地） MTRタイクー（太古）駅

（間取り） 3LDK　1123sq ft.

（室　内） 全家具家電あり

（環　境） 学校送迎バス有り。

 日系スーパーもあり便利

（月　額） HKD45,000　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
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
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
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., 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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410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＆広東

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

主婦ユメコのプロフィール
香港在住歴3年半。2年間通ってきた広東語クラスが、人数不足でついにクローズ
に。広東語がまだ使いこなせる状態ではないのに（涙）。香港人の友達に教えてもら
いながら、少しでも使える言葉を増やそうと奮闘中。ローカルの方たちと少しでも広
東語で交流できることを夢見て…。

　4月の風に誘われて、友達と新界のティンソイワイ（天水園）にある
歴史散歩道「屏山文物径」に行ってきました。まずはユンロン（元朗）
でランチ＆デザート。ガイドブック片手に、エビの卵を振りかけた麺を
食べたあと、友達の英語の先生おすすめ、山盛りフルーツデザート
「B仔涼粉（ビージャイリョンファン）」が食べられる店へ。テーブルに
運ばれてきたデザートは様々なフルーツがまさにてんこ盛り。「ワー！」
と歓声をあげながら眺めていると、女性がやってきて「○※■影相
（インソォン）×▽」。彼女の言葉はとても長くて速かったのですが、写
真を撮るしぐさと“かたまり”で「写真を撮らせて」と言っているのだと
推測し「OK」。写真を撮りながら店員に話しかけて、はしゃぐ彼女の
姿は少女のようでした。彼女が去ったあと、「一人で来たから、これは
食べられなかったのかな? 味見させてあげればよかったね」と友達。
ホント、ちょっと後悔。
　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊
　元朗から天水園へは都会的な路面電車「ライトレール」に乗って
いくことに。ホームでスタッフの方に「どこに行くの？」と聞かれて「我
哋想去天水園（ォオーディソィンホォイ―）」（＝～に行きたい）と答え
ると、「天水園は広いのよ。どこに行きたいの？」。ガイドブックの小さな
写真を指差して「呢度（ニードゥ）」。すると彼女は駅名「坑尾村站」
と最初の目的地である古塔「聚星樓」の名前をメモ紙に書き、
「761Pの列車に乗りこの駅で降りて、わからなければここに行きたい
と伝えなさい」と渡してくれました。
　ライトレールに乗って席に座ったあと、到着駅が表示されないこと
に気づきました。ま、まずい。降りる駅がわからない…。そこで席を
立って到着駅を確認しながら路線図とにらめっこ。するとそばにいた
女性が「どこに行くの？」。メモ紙を見せると「我教你呀（－ガウネイ
ア）」（＝教えてあげるよ）。香港の皆さんはなんて親切なのでしょう！
　　　　　　　　　　＊　　＊　　＊
　「屏山文物径」は12世紀にこの地に移ってきた鄧族が建造した、
伝統的中国建築様式の寺や学び舎、古塔などを巡る約1キロの
コース。これらの建物は優美で見ごたえがありました。道がわからな
くなると、「我想問（マン）你…」（＝お聞きしたいのですが…）を使っ

て教えてもらいました。困った顔を
していると向こうから声をかけてく
れることも。屏山鄧族文物館を出
て坂を下っているとき、友達が「ユ
メコさんは人から話しかけられる
ことが多いよね」。まさにそのとき守
衛さんに話しかけられました。でも
広東語。これって香港人に見え
るってこと? 思わずわが振りを見
直してしまいました。
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主婦ユメコの
「つかってムゴイ広東語日記」⑪

イラスト：タカミ



　香港にイタリアの文化と食を祝う季節が到来。イタリアのナショナルデー
を祝し香港では5月中旬から7月中旬まで、イタリア発の映画や音楽、ワ
イン、料理などがいろいろな場所で楽しめる。イタリア総領事館にオフィス
を構える文化団体が、イタリアの文化と生活を紹介しながら過去から現代
にいたるまでの文化遺産を展示。また、さまざまなカルチャーイベントを
開き、香港のローカルとの結びつきを大切に活動を行う。
　その中で音楽好きには見逃せないイベント「Emma Re Concert」がまもな
く開催される。イタリアの音楽を紹介する同コンサートは香港では6月1日に

開催されるが、そのほか日本などで
も開かれるという。さまざまな音楽
ジャンルで活躍するイタリア出身の
ボーカリスト、Emma Re（エンマ・ラ）
は、北京オリンピックを祝うスペシャ
ルショーに出演し中国の観客を魅
了。さらに中国で人気のテレビドラ
マ「The Legend of Bruce Lee」の主
題歌を歌い多くの称賛を得たほどア
ジアでの人気も高い。

　コンサート当日は、ギターにFabio Scarbaci、ピアノ・キーボードにDanilo 
Ciminielloを迎えたイタリアの有名なバンドとともに、観客をイタリア音楽の
歴史を探る旅へといざなう。「‘O sole mio」や「Quando Quando Quando」
などイタリア歌曲からポップミュージックまでさまざまなジャンルの曲を紹
介。イタリアナショナルデーを祝うこの夜は、大きく盛り上ること必至だ。場
所はMTRチャイワン（柴湾）駅近くの「ユーススクエア」。入場は無料だが席
に限りがあるので、ウェブでの申し込みを忘れずに。
　情熱的で感動的な音楽への旅、彼女のパフォーマンスは見逃せない！

Emma Re Voice and Band Concert
開催日：6月1日　20:00～21:30
住所： Youth Square Y-Theatre, 238 Chai Wan Rd., Chai Wan 
ウェブ：http://tinyurl.com/nfnyn8h
申し込み方法：http://tinyurl.com/m3zl9ra

イタリア人歌手が奏でる美しい世界へ
さまざまなジャンルを情熱的な歌声で紹介

ライフ（香港・広東共通）
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ベトナム

　1960年代、イギリスにおいてその履き心地の良さから「労働者の象徴」と位置づけ
られ多くの人に愛された靴ブランド「Dr. Martens（ドクターマーチン）」。その後80年
代には、ファッションアイテムとしてパンクス、スキンヘッズたちの人気を集め、現在
は独自のカスタムを施しファッションシーンに取り入れられるようになった。そんな
同ブランドから「ロック魂」が合わさった最新の女性サンダルや男性カジュアル靴な
ど注目の2015年春夏シリーズが登場。 
　まず今年一押しの女性サンダルコレクションから紹介しよう。ド派手なサイコタ
トゥーデザインの「Zストラップサンダル」は綺麗なブルーの靴底とさし色のピンクが特
徴。またモノトーンの「Gryphonストラップサンダル」は、赤と青の2色での展開。シャー
プなグラフィックかつ超軽量なデザインで作られている。どちらもアウトドアで遊ぶこと
の多くなる季節にぴったりのサンダルだ。またオフホワイトシリーズからは、スリムな
つま先で、疲れを感じさせないエアークッションの効いた靴が登場。まぶしいほどの
真っ白な靴が清楚なイメージを与えスタイリッシュなデザインがどんな服にも合う。
　一方、男性コレクションには、イギリスの工場においてハンドメイドで生産されてい
る「クラフテッド」シリーズから新しいコンセプトが備わった靴が仲間入り。伝統的なス
タイルにモダンさをプラスし、ポルトガルのカーフレザーを使用。上質な革が輝きと高
級感を提供し、大人の遊び心が詰まったデザインは、足元にアクセントを追加してくれ

る。色は黒、メルロー、タン（茶系）の3色。さらに男性のサンダルコレクション
からは、ワードプリントが施された「Bay Mana Blackサンダル」が登場。
つま先や足周りに柄が見え隠れし、足にぴったりフィットする疲れ知ら
ずのサンダルは、どのシーンでも活躍するに違いない。ぜひ店頭で抜
群の履き心地を試してみよう！

Dr. Martens
住所：Shop 103, 1/F., K11, TST
           Shop 245, 2/F., MOKO, Mong Kok
           Shop 708, 7/F., Hysan Place, CWB
ウェブ： www.drmartens.com

［ Dr. Martens ］

抜群の履き心地で１日中歩き回っても疲れない！
伝統とモダンが融合した春夏コレクション登場
抜群の履き心地で１日中歩き回っても疲れない！
伝統とモダンが融合した春夏コレクション登場

爽やかなブルーと柄が印象的な
Zストラップサンダル HKD559

チェリーレッドが人目を
引く花柄ブーツ HKD929

履き心地抜群のサンダル
「Bay Mana Black」  HKD499

遊び心のあるデザインが人気の
クラフテッドシリーズ HKD3,400
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CHAVANA
場所：尖沙咀ISA店5月末オープン予定
ウェブ：www.chavanajewelry.com

　タイ生まれのジュエリーブランド「CHAVANA」。その輝きは見たものを決して離さな
い力強さに満ちている。およそ100年の長きにわたってタイの宝石業界をリードしてき
た同社が、いよいよ香港にインターナショナルベンチャー店を開店することとなった。
チムサーチョイ（尖沙咀）のISAブティックに5月末にオープンする「CHAVANA」の珠玉
のコレクションラインを紹介しよう。

　ブランド名を冠するコレクションライン「CHAVANA’S COLLECTIONS」
はルビー、サファイア、エメラルドをエレガントなアールデコ調にあし

らった幾何学的なデザインが特徴。大ぶりな
宝石でありながら緻密にカットされた宝石は、
これ以上ないというほど磨き上げられ、唯一
無二の存在感を放つ。1点身につけるだけで

たちまちクラシカルな雰囲気を演出してくれるだろう。
　文明発祥の地であるエジプトや古代中国をモチーフに作られた「THE HERITAGE 
COLLECTION」ラインは自然界の恵みにインスパイアされて作られたもの。1つ1つに
物語がこめられており、デザインの背景にある歴史に思いを馳せてみるのもいいだろ
う。職人技が光る精巧な作りは世界中のジュエリーコレクターの注目の的だ。
　「THE DIAMOND COLLECTION」はその名の通りダイアモンドをふんだんに使用し
た、乙女心を惹きつけてやまないコレクションライン。アール・デコ調の型にはめられ
た1つ1つのダイアモンドがなんとも優雅かつゴージャス。創業以来、ダイアモンドの輝
きを最大限引き出すための技術を積み重ねてきた同ブランドならではの眩さは、見る
ものを圧倒する。光の角度によって質感や深みが変わるダイアモンドの煌きをぜひ体
感してみてほしい。
　「THE BLACK DECO COLLECTION」は自立した女性にこそ手にとってもらいたい1品。
縞瑪瑙とダイアモンドのコントラストは、静寂な雰囲気の中にありながら強い意思を
感じさせるデザインだ。エレガントかつカジュアル、フェミニンかつ大胆、伝統的かつ幻

想的と、異なる印象を一度に演出することができるだろう。
　1914年バンコクの宝石街で立ち上げられた「CHAVANA」はいまや
世界ブランドとなった。「ジュエリーは人生の幸せなひと時をかた
どって作られている」というコンセプトのもと、常に革新的なデザ
インに挑戦してきた同店の世代から世代へ永遠に受け継がれる
一品を手にとってみてはいかがだろうか。
 

［ CHAVANA ］

アール・デコ調の豪奢なデザイン
見るものを圧倒する唯一無二の存在感
アール・デコ調の豪奢なデザイン
見るものを圧倒する唯一無二の存在感

クラシックイヤリング HKD280,000スプリングブーケバンド
HKD65,600

ダイアモンドリング
HKD60,000

エジプトリバイバルブレスレット
HKD720,000

ブラックデコリング
HKD52,800

ルビーリング HKD120,000
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　茶餐廳でポピュラーなメニューとなっている「公仔麵（ゴンヂャイミン）」。
実際のところドールブランド（＊註）のものが使われているのかどうか定かではな
いが、公仔麵と言えばインスタントラーメンの総称という意味合いらしい。これ
を「出前一丁（チョッチンヤッディン）」に“グレードアップ”すると値段はHKD3～
4増しとなる。出前一丁と言っても香港製のものだ。味はその差額ほど違うのか
というと、どちらも似たような物（なぜか『ごまラー油』の香りがない！）。いずれ
も家庭用に販売されている袋麺なので裏面に記載されている「作り方」通りに
調理すれば安定した味を供給できるわけだが、どうも厨房内では「ルール無用
のオレ流調理」が密かに行われていると、編集部では睨んでいる。店によって
（あるいは日によって）その味は微妙に違うのだが、なぜか総じてスープの味

は薄め…。そして、香港茶餐廳の“ナイデンテ”なスパゲッ
ティー（意粉）を経験したことのある人なら誰しも危惧する
であろう麺のゆで加減は、意外にも「硬め」が一般的だ。
　トッピングのバリエーションはいたって豊富。目玉焼きや
ハム、ベーコン、ソーセージなど、一人暮らしの学生が思い
つきそうな具材はもちろんの事、ランチョンミート、手羽先、
サテー味牛肉、ポークソテー、雪菜（広東の高菜漬け）、回鍋
肉などなど、香港ならではのラインナップがずらりと並ぶ。
選んだ2種類を組み合わせて注文できる店も多い。また、
スープをとんこつ味（猪骨湯底）に換えられる店もある。

　ソースと茹でた麺を一緒に混
ぜただけの汁なし麺「撈麵（ロウ
ミン）」。スープと麺の伝統的な
ラーメンからかけ離れているが、
香港では多くの茶餐廳で提供して
いる。即席麺を好む香港人の中で
特に人気が高いものが出前一丁を使った撈麵、略して「撈丁」だ。さまざまな
味がある「撈丁」は、大きく分けてオイスターソース味と出前一丁のオリジナ
ル味という2つに分類される。スープ麺と異なり、撈丁は味が濃く、時に油っこ
い。目玉焼き、ソーセージ、豚ほほ肉、叉焼、チーズをトッピングすることがあ
るが、特に豚ほほ肉はジューシーで人気がある。

　「B級グルメ天国」とも言われる香港。街を歩けば、必ずお目にかか
る茶餐廳（チャーチャンテン）は香港の大衆的喫茶レストランだ。メ
ニュー数が多いことも特徴の茶餐廳では、インスタントラーメン
（公仔麵）もお手軽人気で、メニューの中に一つのジャンルを確
立しているほどだ。前号488号でご好評いただいた「ラーメン特
集」で紹介しきれなかった、茶餐廳インスタントラーメン・メ
ニューのいくつかを、編集部が身体を張り、あえて主観を交えつ
つレポートする。

　　

や

っぱり

が

好き！ 茶餐廳で香港式に進化をとげた
インスタントラーメン・メニュー

さらに
番外編

続？！
ローカル系大衆レストラン

湯麵「出前一丁」のブランド指定は4ドル増し！
トッピングが多彩すぎる！！

炒麵「やきそば」もいろいろ
油っこさは一級品！

汁なし即席麺は香港の国民食！
濃い味が好きな方におススメ！

撈麵

▲「早餐（朝食セット）」にも公仔麵。沙
嗲牛肉（サテー牛肉）麵に菠蘿油（パイ
ナップルパン・バター挟み）、熱奶茶
（ホットミルクティー）のセットでHKD25
（聯華茶餐廳：西營盤）

＊註：「ドール」は香港を代表する食品メー
カー。即席麺「公仔麵」が有名。本紙488号 
10ページを参照

▲海苔や鰹節、ふりかけなど和風
のトッピングだがメインはなぜか
スモークダック（許留山：油麻地）

▲最もオーソドックスな（？）トッピング、目玉焼き
とソーセージ。この店は茹でキャベツもデフォル
トだ。麵は「バリ硬！」HKD25（發記茶餐廳：佐敦）

　ゆでた麺を日本流にいえば「鉄板焼きそ
ば」風に炒めたもの。これちらも、カレー風
味の「星州炒麵（シンガポール風焼きそ
ば）」など、思い切ったバリエーションが豊
富に揃う。

▲鹿児島風猪軟骨撈即席麵（鹿児島風豚軟
骨のあえインスタントラーメン）。鹿児島出
身の方に感想をうかがいたくなる。HKD46
（翠華餐廳：佐敦）

▲鐵板猪扒即席麵（ポークソテーとインス
タントラーメンの鉄板焼き）。ボリュームは
160点。HKD64（翠華餐廳：佐敦）

▲牛扒煎蛋撈出前一丁芝士忌廉
汁（牛ソテーと目玉焼きの汁なし
出前一丁・チーズクリームソース）。
たま～に食べたくなってしまう、
こってり味の変わり種撈麵。HKD40
（三洋餐廳：油麻地）
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　今年2月にコーズウェイベイ（銅鑼湾）の登龍街にオープンして以来、未だ終日長蛇の
列が絶えることのない「三田製麺所」。同店は日本に19店舗を構える本格つけ麺店だ。香
港でも日本の味をそのまま再現するために、素材を厳選。さらに、味はもとより接客サー
ビスも日本同様を目指すべく、業務効率化の観点からハンディ注文機を導入している。
今回は、この「カシオブックレット型ハンディ注文機」を使用している三田製麺所のス
タッフに使い勝手を訊くとともに、同機の特徴を紹介しよう。

　ブックレット型ハンディ機を取り扱っているのは、
カシオPOSシステムの香港代理店でもあるMarvel 
Solution Ltd。この機械のメリットは以下のとおり。

①操作がシンプルで初心者でも使いやすい
②注文内容を紙に手書きする際に起こりがちなミスも心配する必要がない。
③注文の履歴が残る。
④教育時間を短縮できる。
　人手不足と、転職者が多くスタッフの入れ替わりが激しい香港の飲食業界において、
同機を導入することで得られるメリットは大きいだろう。
　ハンディ注文機にオーダーを受けたデータを入力した後は、キッチンに注文情報が印
刷される。オーダー後は、手元操作に気を取られることなく接客サービスに集中すること
ができるので、人員配置数も減らすことも可能だ。三田製麺所のホールスタッフCherry
さんは、「初めてでもすぐに使い方を覚えられました」とハンディ機の魅力を語る。その
他スタッフからも、「オーダーを手で書く手間が省け、大変効率が良い」と大好評だ。

　また、同機を使用すると、事務所運営面でも業務の効率化を図ることがで
きる。カシオターミナルに内蔵されているアプリケーションからは、店舗の
売上データをデータセンターのサーバーに自動送信することができるた
め、遠く離れた事務所や日本の事務所でも即座にデータを把握すること
ができ、顧客の消費分析や材料発注にも活用することができるのだ。日
本に支店のある店舗や、普段店舗に来る機会の少ないオーナーでも
安心だ。
　小売り店舗やレストラン、また、オンラインショップを運営する企
業様のネットワーク設置、ウェブサイトの制作、ホスティングサーバ
などの提供、POS レジシステムから会計システムへのデーター統
合まで、Marvel Solution Ltdなら幅広くサポートしてくれる。業務
効率化で悩んでいる方、ぜひ問い合わせを！

Marvel Solution LimitedMarvel Solution Limited

Marvel Solution Limited
住所：Rm. 907, 9/F., Park Fook Industrial Bldg., 
           615-617 Tai Nan West St., Cheung Sha Wan
電話：(852) 3102-0879
※ミキまたは横山まで。日本語でどうぞ。

　　

人手不足が深刻化する飲食業界
カシオブックレット型ハンディ注文機が大活躍！
人手不足が深刻化する飲食業界
カシオブックレット型ハンディ注文機が大活躍！

初心者でもすぐに
使えるほど操作は簡単
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