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　きちんとメイクを落とすことが美肌づくりへの近道―。わかっているけれど、メイク落と
しは面倒と思っている人も多いのでは？ そこでインターワイヤードが、自社のネットリ
サーチサービス「DIMSDRIVE」を利用し、「メイク落とし」に関するアンケート調査を行った
結果を紹介しよう。結果を見ながら、自分のメイク落としについても考えてみよう。

■7割の人は「市販のメイク落とし」を使用
　メイクを落とす際に「市販のメイク落とし」で落とす人は69.3％で、「市販の『メイクも
落とせる洗顔料』」を使う人は23.5％、「ふつうの洗顔料・石けん」を使う人は21.3％だっ
た（複数回答）。

　使っているメイク落としのタイプについては、「オイル」タイプ
が最も多く35.3％、次いで「クリーム」（22.7％）、「ジェル」
（17.2％）、「リキッド・ウォーター」（16.3％）と続いた。「オイル」
「リキッド・ウォーター」は年代が若いほど、「クリーム」「メイクも
落とせる洗顔料」は年代が上がるほど好んで使っていた。
　「顔のどのパーツからメイクを落とすか」については、「頬か
ら」落とすという人が33.5％と最も多かった。次いで「アイブロ
ウ・アイメイクから」（18.9％）、「マスカラから」（16.3）％と、目の
周辺から落とす人も多かった。

■落ちたかわからないまま、短時間でメイク落としを終了
　メイク落としにかける時間は「30秒未満」が16.4％、「30秒～1
分未満」42.4％と、半数以上が「1分未満」という短い時間で完了
させていることがわかった。

　良くないとわかっていながら、ついついメイク落としの際にしてしまうことのトップが
「力を入れてこすってしまう」（38.7％）。2位は「メイクが落ちたのかどうか、判別がつか
ないまま洗い流してしまう」（32.4％）。3位は「メイクが浮かび上がるのを待てずに、すぐ
に落としてしまう」（18.6％）で、落ちたかどうかが判別しにくく、「待ちきれずに短時間で
終える」人が多いようだ。

■欲ばりな乙女心、メイク落としに求める品質はあれもこれも
　メイク落としに対してこだわりたい点については、「保湿力が高い・水分を奪わない」
が最も多く50.8％、「刺激が少ない」（49.0％）、「洗浄力がある」（48.3％）、「簡単に落とせ
る」（48.2％）、「価格が安い」（39.5％）と続いた（複数回答）。上位4項目はいずれも5割前
後と多く、「洗浄力もほしいし、簡単に落としたいし、肌にやさしいのがいいし…」と色々
な要素を同時に求めていることがうかがえる。

■調査概要■
調査方法 ： インターネットを利用した市場調査
調査期間 ： 2015年3月6日～3月20日
有効回答数 ：DIMSDRIVEモニター 女性2,388人

「落ちるまで待ちきれない！」
半数以上が「１分未満」でメイク落とし完了
メイク落としの実態が明らかに！

「メイク落とし」に関するアンケート調査
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　あなたが何か頼み事をした時、すぐに「いいですよ！」と応えてくれる友

人や同僚が何人いるでしょうか。人は何かを頼まれた時、頭の中で「損得勘

定」をするものです。多くの場合「（自分の都合や予定、経験）―（頼まれ事

の面倒さ）」の引き算すると「面倒さ」が勝ってしまい、「ごめん、ちょっと忙

しいから」とか「私にはちょっと無理です」と断ってしまうことになります。相

手の頼み事にもよりますが、「自分の都合や予定、能力」の部分を「人助け

の気持ち」に変えて計算し直すと、どんなに面倒であれ、「人助け」の数値が

「面倒さ」を上回ります。また、経験がないことでも相手はあなたが「でき

る」と思って頼み事をして来たのです。あなた自身ができると思えるかどう

かなど関係ありません。「やったことありませんが、やってみましょう！」是非

こう言って引き受けてあげてください。「頼まれ事」を引き受けられる人は

「人助け」ができる人です。人助けができる人の周りには助けて貰いたい人

が集まって来ます。実は色々なチャンスはそういう「助けて貰いたい人」が

持っているものです。人に感謝されながら、チャンスも得られる。「それって

素敵やん！」です。自分にとって得なことしか考えていない人の周りには人

は集まりません。誰かが得をするということは誰かが損をしているからで

す。得ばかりしている人の周りでは損することが多いです。自然と人が離れ

て行くのも当然でしょう。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」
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八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
孔子说：“君子只知道道义，而小人只知道利益。”

日本語現代語訳
子曰わく、君子は義に喩(さと)り、小人は利に喩る。

【原 文】
子曰、君子喩於義、小人喩於利。

君子の道も浪花節やで。義理と人情があったら
自然とチャンスも友人も集まって来るんや。

2015年版
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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大学における「英語学習アドバイザー」の常駐
学習者の目的意識の明確化を促進

　英語学習の目的や状況が多様化する中で高い成果を生むために、学習者が自分で
学習計画を立て素材を選び学習を進めていく「自律的学習」の必要性が高まっている。
一方、個人の努力だけで達成するのが困難な場合、自律的学習を促すひとつの手法と
して「学習アドバイザー」の機能に着目している大学や企業もあり、専門業者に「アドバ
イザー」を委託する事例が増えている。
＜英語学習アドバイザー資格認定制度 English Study Advisors’ Certificate（ESAC）＞
　ESACには「ジュニア」「アソシエイト」「プロフェッショナル」「マスター」の４段階のレ
ベルの資格があり、現在「プロフェッショナル」「マスター」資格を持った人々が、各種教
育機関や企業でアドバイス業務に就いている。
　教師と異なる立場・視点から学習者を支援する英語学習アドバイザーがもたらす効
果を見ていくことによって、画一的な教育提供が主流だった教育現場が変わろうとして
いる実態を知ることができる。

＜英語学習アドバイザー2年継続で下記の実態が浮き彫りに！＞
■５つの大学全体で、年間利用件数が前年度比で1.4倍に増えた。
■「誰をターゲットとして」「何を行うのか」という大学側の姿勢を明確にすることの大
切さが分かる結果となった。学年別に利用実態をみると、「１年生のTOEICテスト対策」
「大学院生の留学試験対策」など、大学の施策を反映した学習者の相談が増加。
■１年目と比較し、学生の相談内容は、「留学したい」「TOEICテストのスコアを上げた
い」「スピーキング能力を上げたい」など、英語学習を通して実現したい目的が次第に
絞り込まれての相談になる傾向がでてきた。
■アドバイザーとの面談を自分の継続学習のペースメーカーとして役立てようとする
「リピーター」が増えた。

　「英語学習を進めたい、しかしどうすればいいかわからない」という学習者が多い。
万人に有効な学習方法というものはなく、自分に合ったものがその人にとっての最良
の学習方法。学習者一人ひとりと向き合うのが難しい各種教育機関は外部専門業者を
活用することで「学習者個人にとって最適な学習方法」を探す支援そ、学習効果を高め
ようとしている。

５大学合計の相談件数
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【調査対象】2013年度、2014年度の２年間、ESAC資格を取得し英語学習アドバイザーが常駐した５大学
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京基濱河時代公寓 （Jingji Binheshidai Gongyu）

（所在地）  南山区南山大道与創業路交匯處
（間取り） 2LDK/50㎡～、3LDK/70㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（登良）徒歩15分　バス停至近（海岸城へも大変便利）
（備　考） 超特選物件！ 家具家電全新
  家賃が特にお値打ち　室内（内装）はデベロッパー仕様
 キッチンスペースも広く快適　地下鉄も建設中
 駐在員の社宅としても各企業が利用（新築オフィス隣接）
 南山区のおすすめ新築物件
（月　額） ＲＭＢ：2DK/4,500～、3LDK/8,000～

栖游记（Xiyouji）

深圳

南園楓叶国際公寓 （Nanyuan Fengye Gguojigongyu）

（所在地） 南山区后海大道与花果山路交匯處
（間取り） 1DK/32㎡～、2LDK/75㎡～、3LDK/89㎡～　
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（東角頭）徒歩6分　（湾厦）徒步9分
（備　考） 2014年完成、募集開始で家賃もお値打ち
  地下鉄『東角頭』徒歩6分、『湾厦』徒歩9分
  日本人学校スクールバス半島城邦（ペニンシュラ）へも
 徒歩圏内　新内装、家具家電新品
  好立地、海月ショッピングモールへも便利
（月　額） RMB：1DK/4,000～、2LDK/6,500～、3LDK/8,000～

（所在地） 福田区濱河大道与東涌路交匯處
（間取り） 1R/37㎡、1LDK/59㎡～、2LDK/79㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄1号線（車公庙）徒歩15分
 地下鉄建設中：地下鉄7号線（上沙）徒歩5分、9号線（下沙）徒歩2分
（備　考） 室内（内装）はデベロッパー仕様
 ホテルのような高級感で水周りも広々
 家具家電全新品　1階はショッピングモール（今春～夏完成）
 地下鉄も建設中（年内完成予定）　眺望抜群！！
 シンセン湾の海がとても綺麗　希少、福田区の新築物件
（月　額） ＲＭＢ：1R/4,300～、1LDK/5,300～、2LDK/7,200～

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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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
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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広州

　今年で9年目、毎年世界中から
3000人以上のヨギーで賑わいを
見せるアジアヨガカンファレンス
2015(以下AYC)。世界中のヨガ
のカリスマ先生達が集まるアジア
最大のヨガイベントが今年もワン
チャイ（湾仔）のコンベンションセンターで6月11日(木)～14日(日)の4
日間に渡り開催される。開催期間中は瞑想、ヨガ、レクチャーなど
160以上の興味深いクラスを用意。また、会場には台湾、韓国、カ
ナダ、アメリカなどの最新のヨガウェアやグッズ、ヨガ関連の書籍や
SD、DVDのブースが並び通常よりもお得な価格で購入することが出来る。
　今年の目玉はなんと言ってもダーマミトラ氏のクラス。キングオブアメリカンヨガとも呼ばれ、ア
メリカのヨガ界で、アート性と本来のインドのヨガの精神性を融合させたヨガスタイルを生み出
した第一人者。その他、アクロヨガのファダーのジェイソン・ナマー、フォーレストヨガの創設者の
アナ・フォレスト。世界中でワークショップを行っているインストラクター達のワークショップを一度
に体験できるまたとない機会。日本からは昨年に引き続き、ヨガスタジオTOKYO YOGAの
ディレクターのチャマ(相澤護)さん、そして新たに、横浜のヨガスタジオBody & Mind Yogaの
創設者でヴィンヤサヨガの構師として13年以上の経験有り、日本でも草分け的存在のヨガの
講師である峰岸道子さんも参加する。
　4日間オールセッションパスHKD4,999、4日間全レクチャーパスHKD900、1日セッションパス
HKD2,199、1日セッションパス1回HKD800。この他、無料のコミュニティークラスもあり。クラス
の詳細はホームページをチェック。また、クラスを受けなくてもヨガウェアやヨガ関連のグッズを
チェックしに行くだけでも充分楽しめる。
　ヨガ初心者でも経験者でも楽しめるイベントが盛りだくさん。これを機会に健康の維持、体型
維持、そしてぶれないメンタルを維持するためにもヨガの世界をのぞいてみてはどうだろうか？

友を訪ねて三千里友を訪ねて三千里
乗り物大好き主婦の旅行日記乗り物大好き主婦の旅行日記

乗り物大好き主婦のプロフィール
香港生活2年目の新妻。食べること、乗り物に乗ることが大好きで週末はバスに乗っ
て香港を旅する。毎週火曜のCXのfanfareはかかさずチェック！

Vol. 49 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

Vol.7 

タ
イ
編

　週末を利用しての香港脱
出旅。今回は、同じく駐在し
ている弟を訪ねてタイへ行く
ことに。5年の駐在で、真っ
黒になった弟は、ついに日本
への帰任が決まった。そこ
で、急遽タイへの週末旅行
を決行。金曜の仕事を終え、空港へ向かい常夏のタイへGO！2時間
半でタイへ行けるため気分は日本の国内線感覚である。
　夜20時頃にタイへ到着し、タクシーで市内へ向かう。ホテルでの
チェックインを終え、向かった先は、ビルの47階にある「CLOUD47」と
いうBar。大人気だというルーフトップバーは金曜日だったため、22時近
くても多くの人で賑わっていた。タイオリジナルのシンハービールでまず

乾杯し、パパイヤサラダをつまみにタイ
での初日を満喫したのである。
　2日目は、バンコク市内からバスで2時
間ほどの「カンチャナブリ」へ。旅行会社
の日本語ツアーに参加し、映画の舞台と
なった「泰緬鉄道」を訪れた。ツアーで
は、全長250ｍのクウェー川鉄橋や資料
館を見学後、実際に列車に乗車する。
資料館に書いてあった「Forgive but 
don’t forget」という言葉が印象的だっ

た。忘れてはならない歴史がそこにある。鉄道は、その歴史を感じなが
ら、田舎風景の中を2時間ほど走行。そこには昔を想像できない程のど
かな景色が広がっていた。日帰りツアーを満喫し、バンコクへ戻ると夜
の街へとくり出し、マッサージ店で1日の疲れを癒した。やはり物価が安
いことが何より嬉しい！
　3日目、空港へ向かう前に、週末に開催するというチャトゥチャック
ウィークエンドマーケットへ行き、香港にはない、どこまでも続く広大な
マーケットを楽しんだ。服から雑貨、家具まで何でも揃う。また出店する
飲食店も種類が多く、どの店で食べようか迷ってしまうほど。2時間ほど
散策したが時間は全然足りなかった。散策後は、空港へ向かい帰国。
タイといえばリゾートも有名だ
が、歴史探検もなかなか興味
深いものがある。タイに行く際
にはぜひ訪れてみてほしい。

Evolution Asia
Yoga Conference 2015
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アジア最大のヨガイベント

ベトナム



香港＆広州

香港

香港

　ネイザンロード沿いにあるマデラホテルは、MTRジョーダン（佐敦）駅から徒歩数分の距
離に位置するアクセス抜群のブティックホテルだ。まるで自分の家にいるかのような居心
地の良い客室はスペインの「Lagranja」デザイン事務所が設計したもので、いくつかの
テーマカラーによって客室の雰囲気を変えている。快適な宿泊サービスとして、24時間利
用可能なコンシェルジュデスク、無料Wi-Fi、デイリーハウスキーピング、ゲームルーム、ジ
ム、カフェ、ミーティングスペースなどの設備が取り揃えられており、マルチリンガルスタッ
フのホスピタリティ溢れるサービスはあなたの快適な滞在を約束することだろう。
　機能的にデザインされた88の客室からは賑やかな香港の街並みを臨むことができる。
刺激たっぷりの街中を歩いたあとは、快適な客室でゆったりと過ごそう。ホテルのテーマ
でもある「木」をもとに集められた家具類は気分を落ち着かせてくれるに違いない。忙しい
ビジネスマンにとっても嬉しい、無料Wi-FiやLED TVも完備。ミニバー、アイパッドドック、バ
ス用品などのアメニティも揃っているので、ファミリーでの滞在にもオススメだ。
　同ホテルの受付横にはユニークな施設内アートギャ
ラリーがある。香港の現在、そして過去を偲ばせるオブ
ジェの数々が展示されており、レトロな香港の様相を醸
し出している。1960年代のヴィンテージものの中には、
アンティークな電話ボックス、映画から飛び出てきたよう
な人力車、当時の広告デザインなどが飾られており、タ
イムスリップしたような感覚が楽しめるのも同ホテルな
らではのサービス。
　ホテル29階にはバー「Horizonte Lounge」があり、窓からは270度のパノラマビューが
臨める。カクテル片手に九龍、ビクトリアハーバーのサンセットを眺めてもいいし、佐敦や
チムサーチョイ（尖沙咀）のショッピング街の喧騒に耳を傾けながらネットサーフィンを楽
しんでもいいだろう。眼前に広がるビル群の夜景は淡いオレンジ色や白色のライトでライ
トアップされ、幻想的な雰囲気を演出してくれるに違いない。
　2012年の開業以来、あらゆる年代から支持されている同ホテルは2014年の楽天トラベ
ルアワード、そして2015年のトリップアドバイザーアワードを受賞。快適なホテル滞在を約
束してくれるマデラホテル、香港に滞在予定がある方にぜひオススメしたい。

Madera Residences
場所：19 Cheong Lok St., Jordan
電話：(852)3190-9880
賃貸用Hotline：(852)6109-1111
ウェブ：www.madera-r.com
メール：enquiry@madera-r.com
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香港 香港＆広東

HIDE n” SEEK
住所：302 & 607, Hewlett Ctr., 54 Hoi Yuen Rd., Kwun Tong
電話：(852)9232-6536
メール： phisio@outlook.com
フェイスブック： hidenseekhk

　スーパーマーケットやショッピン
グモール、レストランなどがひしめ
き合う香港。一見家族や友人たちと
集まる場所が多く存在するように思
えるが、ほとんどの場所はビジネス
目的のため、心置きなく「フリータイ
ム」で楽しめる場所を見つけるのは
難しい。例えば、忙しい夕食時間帯
のモンコック（旺角）では、レスト
ランに入るとスタッフは時間をカ
ウントし2時間以上の滞在はできな

いようになっている。相席が当たり前の香港では、100％
時間制限がない場所を見つけるのは非常に困難だ。
　私たちが場所を必要とする際の目的は、友人との楽し
い時間であったり、勉強であったり、ビジネスであったり
と様々だが、本当に楽しい時間を過ごしているときは時
間が経つのも忘れてしまうほど。そこで必要となるのが
「フリー」というキーワードであり、そしてこの「フリー」こ
そが「パーティーハウス」がここ2年ほどで急増している
理由なのだ。

　そんな近年急増するパーティハウスの1つでクントン（観塘）にある「HIDE n” SEEK」を紹介
しよう。オーナーであるフィリップさんとヴィンスさんがここに同店をオープンしたのは2年ほ
ど前。彼らは単にパーティースペースを提供するだけでなく、イベントのデザインから計画・準
備までフルサービスで客に提供しているため人気がある。赤ちゃん誕生を祝うパーティーで
は、お祝いムードを盛り上げるためにバルーンデコレーションの提案をしたり、誕生日会で

は、パーティルームに合ったサプライズを提案する。さ
まざまなイベントに対してオーダーメイドの計画を立
ててくれ、100％フリータイムで楽しめるという点が他
のパーティルームとは違う同店の魅力だ。
　「お客様は友達のような感覚だ」と語るフィリップ
さんは、プロポーズのアイディアを考えたこともあるそ
う。顧客と何度も話し合い、ハロウィンプロポーズ計画
を完成させ、パーティールームのインテリアデザイン
から全て記憶に残るプロポーズになるよう
に準備したという。すべてのイベントを企画
することは容易ではないがオーナーはその
過程を楽しみ、親身になって考える姿からは
ビジネスを超えた何かを感じる。このような
パーティールームはこれからも多くの香港
市民から必要とされるに違いない。ぜひ一
度利用してみてはいかが。

子供も楽しめる可愛い空間

欧風キッチンで調理も可能

広 と々くつろげるパステル調の部屋
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価値のある空間をフリータイムで。
提案から計画までフルサービスの「パーティールーム」
価値のある空間をフリータイムで。
提案から計画までフルサービスの「パーティールーム」
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港広島県人会企画案内
香港広島県人会では7/18（土）18時より
「トラムパーティー」を開催します。広島
ゆかりの方はご連絡お待ちしています。
事務局/山本孝夫
電話：(852)6915-5759 
yamamoto@hkfit.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

　保育士や幼稚園教諭の人材紹介
サービス「保育のお仕事」を展開す
るウェルクスは、現場で活躍する先
輩保育士・幼稚園教諭などを対象
に、新人職員に対する意識調査を
行った結果を発表した。
　この調査では、先輩保育士など
45人に、新入職員に対して期待す
る点やNGとする行動について聞い

ている。4月の新生活のスタートから2カ月が経ち、新人職員は環境にも慣れ始めるこ
ろ。ウェルクスは、そんな時期だからこそ、自らのふるまいに注意すべことがあると指摘
する。調査結果は保育の現場で働く人だけでなく、この春新たな職場で働き始めた方
にも参考になるのでは…。
　まず先輩に新入職員に求めることをあげてもらった。すると「最も求めること」で1番
多かった回答は「笑顔で元気で働いてくれること」（37.8％）だった。続いて「積極的に
学ぼうとする姿勢」（28.9％）、「社会人としての一般常識を持っていること」（17.8％）
で、これらの3つの回答で約85％を占めた。また「失敗しないこと」を重視した回答者は
ゼロだった。
　次に、新人職員にNGな態度・行動について聞いたところ、「最もNGとされること」で
1番多かった回答は「無断欠勤・無断遅刻」（40％）。「保育士以前に社会人としての常識
問題である」という指摘が多く寄せられた。2位は「笑顔がないこと」（26.7％）、3位は
「常に受け身で自ら行動しない」（17.8％）で、笑顔がないことや、指示待ちの姿勢も悪
印象を与えることが伺えた。
　また、今回の調査では「失敗をしないこと」を最重要とする回答も、「失敗をすること」
を最もNGとする回答もなく、ミスを恐れずに積極的にチャレンジする姿勢が求められ
ている傾向にあった。

新人保育士・幼稚園教諭に求めるのは「笑顔」と「積極性」
ミスを恐れずに積極的にチャレンジを！

先輩保育士さんのホンネを調査

ライフ（香港・広東共通）
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ベトナム

　高級ブランド靴の代表とも言える「オールデン
（Alden）」や「エドワードグリーン（Edward Green）」
の紳士靴を取り揃える専門店「タッセルズ（Tassels）」。
同店は、世界中からビジネスマンが集まるセントラ
ル（中環）のランドマーク内に位置し、落ち着いた清
潔感のある店内では、靴販売のほか靴の修理、靴磨
きなどの行き届いたサービスも行っている。長く使
いたい大事な靴だからこそしっかりとした知識のある専門店に修理をお願いしたい
ものだ。靴を知り尽くしたオーナーが2005年にオープンしてから10年、現地のビジネ
スマンのみならず日本からの客足も絶えないという。デザイン性と履き心地に配慮し
た長く付き合える一足を提供しており、丁寧な接客も好評だ。

　1884年にマサチューセッツ州で生まれたアメリカを代表
する老舗「オールデン」は、香港特有の雨や湿度に強い靴を
限定発売し、これまで雨に弱いと言われていた革靴の常識
をくつがえした。古典的な優雅さを兼ね備えているところも
名誉あるステータスの象徴となっている。「エドワードグ

リーン」は、ハンドソーン・ウェルテッドと呼ばれる手縫いの製法を元に、米国の
チャールズ・グッドイヤー2世がそれを機械化し確立したグッドイヤーウェルト製法の
最高峰として知られるイギリス生まれの靴。洗練され、履き心地が良く、頑丈かつ軽
快で、スタイリッシュな仕上がりとなっている。「ボントーニ（Bontoni）」は、上質な革
の風合いが魅力的で、イタリア靴の本物を知る大人の足元に映えるアイテムに。「ク
ロケット＆ジョーンズ（Crockett & Jones）」は、足を守るという靴本来の機能を徹底
的に追求した理想の逸品。世界中で名の知れたものばかりが並ぶ同店で、あなたの
足元を輝やかせる一足にきっと出会えるはず。

Tassels
場所：Shop B64-65, The Landmark, Central
時間：10:30～20:00 
電話：(852)2789-9911
ウェブ：www.tassels.com.hk
メール：info@tassels.com.hk

［ TASSELS ］

紳士靴の専門店
足元のお洒落と機能性に優れた靴が集結！
紳士靴の専門店
足元のお洒落と機能性に優れた靴が集結！
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BREITLING BOUTIQUE HONG KONG
住所：Breitling Tower, 519-521 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2295-1088
メール：hongkong@breitling-boutique.com
ウェブ：www.breitling.com

　スイス腕時計の大手「ブライトリング」の始まりは、まだライト兄弟が初飛行を成功す
る以前の1884年のこと。スイスのジュラ山脈の麓にあるサンティミエという小さな村
に、若干24歳のレオン・ブライトリングが小さな時計工房を開設。やがて空の時代が始
まり、腕に装着できるストップウォッチ付きの腕時計を作り始めたのである。まずは

カーレース用の計器で成功を納め、
さらに計器の開発に挑み、同氏の息

子であるガストンが1915年、
独立した専用プッシュボタン
を備えた世界初のクロノグラ
フ腕時計を誕生させた。その

後、1934年に同氏の孫ウィリーがリセット専用のプッシュボタンを発明。親子3代に渡っ
ての情熱が現在のクロノグラフの原型を誕生させたのだ。創業から変わることのない
製品哲学は最新のモデルにも活かされており、航空分野だけでなく海洋分野にも精通
した同ブランドは世界中で幅広い人気を誇る。
　そのクロノグラフ腕時計誕生から100年を祝い登場した限定モデルを紹介しよう。従
来の「トランスオーシャン」シリーズから、いつもとは少し異なったデザインの限定腕時
計が登場。ヴィンテージ調のメッシュブレスレットを特徴と
し、販売個数も1915個というだけにブライトリング好きには
見逃せない限定品だ。
　そのほか、同ブランドとしては初のスマートウォッチの機
能を持った多機能クロノグラフ「B55 CONNECTED」が登場。
昨年、長年の研究を積み重ね自社開発・製造によるクォーツ
キャリバー「B50」を完成させた同ブランドだが、さらに今年
クロノグラフと接続をするという新しい時代を迎えたのだ。従来の多機能クロノグラフ
腕時計は、複雑で操作方法を覚えるのが難しいという問題を抱えていたが、
「B55 CONNECTED」の場合、複雑な操作や設定を全て、スマートフォンの大画面を通じ
て行うことが可能となった。これまで多機能クロノグラフを操作したことがない人でも
すぐに、複雑な設定を行うことができるようになったのである。
 ブライトリングコレクションは多彩なラインナップでどれも魅力的だが、人とは違う
ブライトリングを求めるなら限定モデルがおススメ！ さっそく店頭に足を運んでみ
よう。

［ BREITLING BOUTIQUE ］

クロノグラフ腕時計誕生から100年！ 限定モデルが登場！
パフォーマンス、信頼性、精度を兼ね備えた時計は一生もの
クロノグラフ腕時計誕生から100年！ 限定モデルが登場！
パフォーマンス、信頼性、精度を兼ね備えた時計は一生もの
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INNIU
中環店: G/F., M88 Wellington Place, 2-8 Wellington St., Central
尖沙咀店：Shop 21-22, 1/F., Sogo, TST Store, 20 Nathan Rd., TST

　女性デザイナー、バオラ・カルガーニが手がける、イタリア・フローレンス発のラグ
ジュアリーバッグ、フットウェア、アクセサリーブランド｢inniu(イエヌ)｣。使いやすく完
成されたイタリアン・クラシック・デザインをベースに、トレンドや遊び心を加えた
ノーブルなスタイルが、ヨーロッパの女性をはじめ、ファッションに敏感な女性から

支持されている。｢トータルコーディネートの中で
もバッグはその重要な一部｣と語るバオラが作る

バッグは、その時代の特徴を反映し
つつも、常に“日常に溶け込んだリ
アルなバッグ”であることをスタン
スとしている。

　イタリアンブランドといいながら中国製のバッグが増える昨今、同ブランドは100％
メイドイン・イタリアにこだわり、一点一点熟練した職人が製作に携わっている。ビジネ
スシーンでもプライベートでもひときわ輝きを放つ、アク
ティブでオシャレに敏感なワンランク上の洗練された女
性にピッタリの注目ブランドだ。
　そんな同ブランドから2015年春夏コレクションが到着
した。今季のコレクションは70年代のポップアートにイン
スパイアされたカラフルな色使い、水玉模様、白と黒
のストライプ柄、そして唇のイラストパターンで洗
練されたモダンスタイルを表現。その中でもオス
スメのスタイルCoesoコレクションを紹介しよう。
最高級レベルの牛革を使用し、手触りもよく取
り外しが可能なショルダーストラップは
ハンドバッグとして、またはショルダーバッグとしても使える。どんな
シーンでもどんなファッションにもマッチし、コーディネートのアク
セントとして女性のエレガントさをプラスしてくれること間違いな
し。今季は思い切りポップなカラーで元気に夏を過ごすのも良いの
では。

［ INNIU ］

今年の夏はポップなカラーのバッグで
コーディネートにアクセントをプラスしよう！
今年の夏はポップなカラーのバッグで
コーディネートにアクセントをプラスしよう！
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　1743年の創業から270年を超える長い歴史を持つ「モエ・エ・シャンドン」。伝統を重ん
じながら、技術革新を続ける同ブランドの高い品質は、フランス・シャンパーニュ地方の
恵みと、それを深く理解した細やかな職人技によって支えられている。その上品な味わい
は世界中で人気を博しており、「特別な日には『モエシャン』」という人も少なくない。また
同ブランドのグランドヴィンテージコレクションは世界で最大級のヴィンテージシャン

パンコレクションとしても知られ、1年ごとの優秀なシャン
パンを集めた究極のコレクションと言えよう。
　そしてこのたび、同ブランドとセントラル（中環）IFC内の

本格的なフランス料理の人気店「French Window Brasserie and Bar」とのコラボにより、
シャンパンと食事のペアリングメニューが登場した。同店の一押しはシーフードとシャン
パンの組み合わせということだが、前菜からデザートまで豪華な食材を用いて特別に考
え抜かれた「シャンパンペアリングメニュー」を紹介しよう。
　まず「季節もののカキ（Seasonal Oyster and Vinaigrette）」にぴったりのシャンパンは
同ブランドを象徴するボトル「Moët & Chandon Impérial」。シンプルな調理方法が
シャンパンを味わうために理想的なのだという。続いて「ロブスター
のワイルドベリードレッシングとブラックトリュフ添え（Lobster, Wild 
Berry Dressing and Scent of Black Truffle）」は、「Moët & Chandon 
Rosé Impérial」と共に。ロブスターの歯ごたえとフルーツ、トリュフ
の味が、リッチなシャンパンの香りと溶け合う。そして「フォアグラの
ソテーとブリオッシュ（Pan-fried Duck Foie Gras, Jus, Toasted 
Brioche and Gratinated Turnip）」にはヴィンテージコレクションか
ら1995年ものを選択。フォアグラが口の中でとろける感触と完璧に
マッチするという。「シーバスの香草焼き（Fillet of Roasted Sea Bass flavoured with 
Anise, Fennel Confit in Pastis and Potato Mousseline）」は2006年もののヴィンテージコ
レクションと共に。ハーブの香りがフローラルな香りのシャンパンにぴったり。
　また、中華料理とフランス料理が融合した料理「カリカリに焼いた子豚のグラタン添え
（Crunchy Suckling Pig, Dauphinoise Gratin, Braised Endive and Creamed Mustard 
Gravy）」には、熟成したリッチな味わいがぴったりの1990年のヴィンテージコレクション
を紹介。さらに、デザート「ラズベリーのスフレ（Raspberry Soufflé）」には、ふわふわした
感覚に「Moët & Chandon Rosé Impérial」が合うという。完璧なまでに考え抜かれた
シャンパンペアリングメニュー、シャンパンの表情豊かな味わいと選び抜かれた料理と
の絶妙な組み合わせを楽しんでみて。

Moët & ChandonMoët & Chandon

French Window Brasserie and Bar
住所：3101, IFC Mall, 8 Finance St., Central
電話：(852)2393-3812
時間：月～日　ランチ12:00～15:00、ディナー18:00～23:00

Moët & Chandon
ウェブ：www.moet.com
フェイスブック：moet

　　

フランス料理×モエ・エ・シャンドン
完璧なシャンパンペアリングメニューが登場
フランス料理×モエ・エ・シャンドン
完璧なシャンパンペアリングメニューが登場
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