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いない、お酒の品質が保たれていることを保証する証明書も持っているのですよ。
　店ではお酒をその場でテイスティングすることも可能です。その場で買って開封
していただける軽いおつまみも用意していますので食べながら自分に合うお酒を
探すことができます。

お仕事で苦労されていることはありますか。
　日本語から広東語や英語に訳すとき、対応する言葉がない場合どう伝えるか
…。これにはいつも頭を悩ませています。例えば「まろやか」「柔らかい」「切れのあ
る」といった表現が難しいですね。また日本料理店で働いていた時とは明らかに
客層が違い、お酒のマニアといった感じのお客様が多いので、日々勉強です。そう
しないとお酒に詳しいお客様の鋭い質問に答えら
れなくなります。でも、そういった方々が、好きに
なってくれそうなお酒や求めているお酒を読み
取ってご案内するのも、この仕事の醍醐味です。

最近は日本酒が海外のメディアでも取り上げ
られることが多いですね。
　これをブームで終わらせたくないですよね。日本
酒の奥深さを理解してもらえば世界中の方にもっ
と日本酒を愛してもらえると日々感じています。私
達は日本酒の歴史や製造方法、味を知っているプ
ロフェッショナルです。日本酒の海外での認知度と
地位を底上げするための情報発信や活動を展開していき
たいですね。

休日はどのように過ごしているのですか。
　主人も私も飲食関係の仕事についているせいか、飲むの
も食べるのも大好き。特に２人で時間が取れる日曜日の夜
などは、美味しい料理が食べられる「植原」、「鮨魯山」、
「WAGYU TAKUMI」などのレストランに行くことが多いです
ね。天気の良い日は散歩に出かけてリフレッシュ。ただ香港
はビルが林立していて、太陽も十分に見えない場所なので
気が滅入ることもあります。そんな時は少し遠出して空が広
がる島へ。気分転換になります。

香港で働く女性たちにメッセージをお願いいたします。
　私がアドバイスできる立場ではないのですが、折角の機
会なので一言…。正直どこへ行っても何をやっても大変な
時は大変。大変の種類が違うだけです。せっかく香港という
エキサイティングな場所にいるのですから、大変なことに向
き合いつつも、楽しい部分に目を向けて香港生活を満喫し
てくださいね。そんな中で、お酒が必要になったら是非私達
のお店を訪れてください。きっと素敵な出会いがあると思います。

いつ頃、どういうきっかけで香港にいらしたのですか。
　7年前に、主人が香港の日本料理店で働くことになり移住してきました。その
きっかけとなったのは1人の方との出会いでした。
　私は大学院を卒業後すぐに、日本料亭「京都吉兆」で働く機会を得ました。
主人も同じ職場で料理人として働いていました。後に主人が転職した先のレス
トランに五月女さんという方がお客様としていらっしゃいました。その方は
香港・上環にあるレストラン「WAGYU KAISEKI DEN」の料理長で、主人は五月
女さんのお話を聞いているうちに香港の日本料理店で働きたくなったようです。
主人が渡港を決め、私もついていくことにしました。

ご両親などの反対はありませんでしたか。
　両親からは特に何も言われませんでした。もともと転勤族でいろいろな場所を
転 と々していたので、私達の香港移住にも抵抗はなかったようです。小さい頃から
私の好きなことは何でもでもやらせてくれる両親でした。大学を卒業後、もっと勉

強したくて修士課程に進学したときも応援してくれたんですよ。
　今両親は実家で無農薬野菜を栽培しています。私達夫婦が
いつか独立して日本料理店を立ち上げたときに、そこへ野菜を
届けたいという思いで始めたそうです。

小川さんの日本酒好きもご両親の影響だそうですね。
　はい、両親が日本酒好きで、日本各地からいいものを集めて
楽しんでいました。小さいころから日本酒に囲まれた生活でし
たので、若い頃から日本酒に対する知識は人一倍あったと思い
ます。料亭での仕事でも、その知識を深めることができました。

香港にいらしてからの生活について教えてください。
　香港にきた当初、主人に同伴してきた専業主婦の私は、働い
てはいけないのでは、と考えていました。そんなある日、DENの
サプライヤーさんから、新しくオープンする、日本料理店で働か
ないかと声をかけていただいたのです。しゃぶしゃぶやすき焼
きを扱うお店で、着物で接客をする仕事でした。香港での就労
条件を調べてもらったところ私のような立場の女性も働くこと
ができ、働いている方もたくさんいるとのこと。ちょうど香港で
の暮らしに慣れてきて手持ち無沙汰になっていた頃だったの
で、仕事をスタート。吉兆の経験もあったので、すぐに新しい仕
事になじむことができました。

その後、現在の会社「PILLARIWINE」へ。
　そんな折、友人に連れられて行ってみたのが「PILLARIWINE」。香港をはじめ中
国、台湾、日本の愛好家の間ではけっこう有名なワイン専門店なのですが、そこの
社長が実は日本酒も大好きで、世界中の人が集まる香港を起点に日本酒の生産
者と世界の愛好家の方々を繋げられる仕事ができたらいいね、という話になり、
じゃあ日本酒の輸入販売事業をはじめようということになったのです。

その会社に入社し利き酒師に。どのような仕事なのですか。
　まずは日本酒の商品選定。慎重にテイスティングを行って何を仕入れるか決め
ます。コンテナ到着後、販売開始前にも試飲を行ってコンディションチェックを行い
ます。ここがもっとも気を遣うところですね。そしてご来店いただいたお客様に日本
酒の説明や管理の仕方などをお伝えするのが仕事です。科学では完全に解明さ
れていないのですが、日本酒は、温める方法やお猪口の形によって味が変わった
りするんですよ。
　例えば、飲食店でラーメンがガラスの透明な容器に入って出てきたら、どう思い
ますか。それと一緒で日本酒も器や温め方、周りの雰囲気で飲む人が感じる味は
変わってくるのです。そういったところから日本酒に対する理解を深めていって欲
しいと考えています。
　日本料理店では、料理に力を入れ、お酒はその脇役という考えているところも少
なくありません。そうした環境では、私の知識と経験をお客様にお伝えすることが
できないでしょう。でも現在の会社はお酒がメインです。多彩なラインナップを揃
えた店で、日本酒の良さをお客様にご紹介できるのが嬉しいですね。これからは
お酒だけでなく陶器の販売も頑張っていきたいと考えています。

お店ではどういったお酒を取り扱っているのですか。
　常にワインは300種、日本酒は80種以上取り揃え、マニアやコレクターを唸らせ
るような商品も扱っています。一般の小売店で販売しているお酒では、満足できな
いお客様は是非いらしてください。日本酒は季節商品を取り揃えていて希少な商
品や、日本国内では完売している商品もあります。お酒の品質を保つために、店内
は常に20℃以下にキープ。私達の店は、香港の酒の小売店では2店舗しか持って

小川真理子（おがわまりこ）さん
PILLARIWINE勤務・利き酒師
香港在住7年。セントラル（中環）にあるワインと日本酒の専門店「PILLARIWINE」
に勤務。利き酒師として日々日本酒の魅力を伝えている。両親が日本酒好きで、
幼い頃から日本酒に囲まれた生活を送っていた。小川さんも日本酒好きで、日
本酒への造詣も深い。大学院を卒業しており文学も嗜む。

PILLARIWINE
住所：Unit A, 2/F., Pottinger House, 26 Pottinger St., Central
電話：(852)2851-7880
ウェブ：www.pillariwine.com

休日は友人とリフレッシュ

ご
主
人
と
は
大
の
仲
良
し
。休
日
は
い
つ
も
一
緒

に
過
ご
す

休日においしい食事は欠かせない

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　長く厳しい香港の夏もようやく終わり、過ごしやすい季節がやってき
ましたが、実は私はこの夏、人生2回目の食中毒を経験しました（泣）。
以前上海に住んでいたこともあったのですが、何を食べても、どんな
ゲテモノを食べても絶対に当たらないと自信がありました（笑）。しか
し、2度目の食あたりはいきなりやってきたのです。中華やローカル食を
食べたなら何となく理解ができるのですが多国籍料理では当たらな
いだろうと思っていたときに不意に私に襲い掛かりました。
　友人とメキシカンレストランに行って、いつも頼むフィッシュタコをオー
ダー。大好物なのでもちろん完食。一緒にマルガリーターを楽しみなが
ら友人たちとの楽しい夜を過ごしていました。しかし次の朝、強烈な吐
き気とお腹の痛みで目が覚めました。最初はただ体調を崩しただけだ
と思っていたのですが症状が以前経験した1回目の食あたりの時と
全く同じ。下痢と嘔吐で立っていられないくらい。もちろん、その日は
ベッドから起きられず、食べることも飲みものを口にすることもできず。
何かお腹に入れるとそれが逆流してもしくは下してしまいます。そこで
「何であたったんだろう？」と考えてみました。前日は一食しか食べてな
くて、食べたのはフィッシュタコのみ。ということは、やはりこれが原因と
しか考えられません。前回は今回よりひどいのが2日続いたのですが、
今回は最初は激しく、後半は症状が収まったりきつくなったりと、1週間
ほど下痢と嘔吐が止まりませんでした。
　さすがに長引いたので病院に行って下痢止めをもらいようやく症状
が落ち着きましたが、先生によると「食べ物に当たったのもあるけど、も
ともと体調が優れていなかったので症状が悪かったのだろう」と言わ
れました。そういえば体の疲れがなかなかとれず、暑さとどんよりした
天気で気づかないうちに少し体調を崩していたかも・・・。免疫力が

弱っているときだったから当りやすかっ
たのかなーと思います。
　今回で2回目、もう同じ思いをしたく
ないー。食べるレストランを選ぶのも大
切、そして体調を管理するのも大切で
すね。皆さんも涼しくなっているのに夏
の薄着のままでいたり、体を冷やすも
の食べすぎたりしないようにしましょう
ね。何事も予防できるのであれば予防
したいものです。
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　1973年のブランド創設以来、「生き生きとした、
時代の気分に合ったファッション」をテーマに洋

服、バッグ、時計、アクセサリー、香水など、多くの服飾品を世に送り続けてきた
「Agnes b.（アニエスベー）」。着る人の個性を引き立てる、流行に左右されない機能
的なデザインを発信し、多くの女性の支持を得てきた。
　そんなアニエスベーは1995年にウィメンズウェア店をオープンして以来、今年で
香港進出20周年を迎える。記念すべきアニバーサリーイヤーを祝うため、現在アート
イベント「Love Goes On」を開催中だ。香港をアート、音楽、そして花々で彩ろうという
同イベントの一環として、8月には音楽ライブイベント「Love Goes On」が開催され、
さらに9月末からはアニエス氏自身が愛する落書き芸術、グラフィティアートの展示
会「Far East Far West」を開催している。
　香港の街中の壁にスプレーなどでセンスある落書きを描き出す8名の著名なグラ
フィティアーティストの中には、香港のローカルアーティストのほかに、イタリア、ロシ
ア、ベルギー出身のアーティスト達も含まれている。展示場所は流行の発信地である
SOHOエリアやハリウッドロード沿いなど。様々なテーマを元に描かれるカラフルなグ
ラフィティの数々はアニエスベーの香港進出20周年を華やかに祝うのにふさわしい。
参加グループの1つである「Parent’s Parents」は香港出身の4名のグラフィティアーティ
ストから成る気鋭のアーティスト集団。個々の能力を最大限にブレンドして作り出され
るアートは独特のアニメーション
タッチのデザインに重ねられたカ
ラーがユニーク。ロシア出身の
アーティスト、WAISの作品は幾何
学的なデザインがカラフルな色合
いで彩られており、見ている者の
心まで晴れやかにする。
　フランス出身のファッションデ
ザイナーとして服飾界のキャリア

を歩き始めたアニエスは、彼女自身の直感、感情、経験をもとにデザインを作成し、
「アニエスベー」を世界レベルの服飾ブランドにまで引き上げた。香港では1995年の
ウーマンズウェア店を皮切りに、フローリスト、カフェ、チョコレートショップ、アート
ギャラリー、映画館などを展開している。街中を歩くだけで体感できるアート。ぜひそ
の目で確かめてみて。

Agnes b. “Love Goes On” “Far East Far West”      
場所：Soho area & agnès b. LIBRAIRIE GALERIE (G/F., 118 Hollywood Rd., Central)
期間：2016年1月2日まで

落書きアートイベント落書きアートイベント
SOHO、ハリウッドロードで開催中！

「Agnes b.」香港進出20周年を祝う「Agnes b.」香港進出20周年を祝う

　ジプニーとは、フィリピンに来たら誰もが目にす
る乗合バスだ。第二次世界大戦にフィリピン駐留ア
メリカ軍による払い下げジープを改造して作られた
のが始まりといわれ、初乗り8ペソ(約20円)の運賃の
安さとどこでも乗り降りできる利便性から、庶民の
足となっている。今回はそんなジプニーの夜に乗っ
てみる楽しさをまとめてみた。
　基本的に、ジプニーの持ち主は自分でデザインを
決めそして車体にこだわりのデコレーションを施す
ため、一台として同じデザインはないと言われてい
る。まるで一つに芸術とも感じられるデコレーション
は、夜になると更にライトアップまでされ、道路は何
台もの煌びやかなジプニーで溢れる。ではパーティ
会場に(車内)に突入してみよう！

　入るや否や、ドンッドンッというスピーカーの低
音に全身を包まれる。そう、ここは小さなクラブなの
だ。今回乗った車内は、赤と黄色、そして緑のライト
が音楽に合わせて変化してゆき、助手席に乗った車
掌のお兄ちゃんが音楽を操作していた。ちなみにお
客さんが何か話しかける時は音量を下ろしてくれる
ので安心だ(笑)。
　フィリピンの町中に多くの音楽スピーカーや機材
を扱うお店がよくみられるように、フィリピン人の多
くはパーティやクラブといった雰囲気が大好き。
そんな文化を日常的な乗り物でも感じられるのもま
たおもしろさの一つだ。
　ただ、夜のジプニーや公共交通機関はひったくり
などの犯罪も多いので周囲に十分な注意を払いな
がら乗車することが重要。

　

From フィリピン
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街灯よりも輝く
ジプニーの正体とは・・・

交通機関

ライター：中川大己 プライマー編集部
http://primer.ph
ライフスタイル関連の情報を中心に、フィリピンのあら
ゆる情報を網羅した比国で初の日本語情報誌（月刊・無
料）。フィリピン生活を快適に過ごすアイディアや情報満
載のウェブサイトも運営しています。町のいたる所で見かけるジプニー

客席に向けたスピーカーからは重低音の音楽が

夜にはカラフルなライトを点灯させて走る

ジプニー車内はまるで小さなクラブ！

ライフ（香港・広東共通）
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ハロウィンが今年もやってくる! 年に一度の限定ディナーや、ハロウィンならではのコスチュームや
グッズ、この時期ならではの見逃せないイベントなど、楽しむ要素は盛りだくさん。まだ何の準備も
してないという方は、まずはこちらのイベント、フードをチェックしよう!!

　ラグジュアリーブティックホテル、「The Luxe Manor」の2階に位置する
「Dada Bar + Lounge」は20世紀初頭の芸術運動ダダイズムにインスパ
イアされたエレガントなバーラウンジ。豪華絢爛な調度品や、メロ
ディックなジャズパフォーマンスが日頃の疲れを癒したい人々の心を
惹き付けている。

　日頃から多くのイベントを催している同店では、もちろんハロウィン当
日の31日も様々なイベントを用意。サイコメトリックホラー映画「サイレン
ト・ヒル」を上映するほか、凄腕バーテンダーによるゴーストカクテルや、ラ
イブミュージックパフォーマンスが楽しめる。さらに同店は映画の雰囲気に
合わせ店内を異様に不気味な空間へと変身させる。身の毛もよだつような
装飾を施した内装は、まるで映画の世界に入り込んでしまったかのような感
覚に陥ってしまいそう。さらに飲み放題パッケージ「All-You-Can-Package

（HKD258）」ではワイン、スピリット、ビールなどが提供される。店内では無料
のメイクアップサービスも行っているので、店内の雰囲気に合わせてお化け気

分を楽しみたい。
　同店で上映する「サイレント・ヒル」はコナミから発売された同名のゲームが原作のホ
ラームービー。娘の奇怪な夢遊病を治すため、娘が病気を発症するたびに口にしていた
「サイレントヒル」という村をたずねるローズ。村での不思議な現象が親子
を襲うという筋書きは怖～い気分を味わいたいハロ
ウィンナイトにぴったり!? 映画とミュージックでハロ
ウィンを楽しみたい方は同店を訪れてみよう！

　行き先不明のミステリーパッケージツアーが日本の旅行
会社で流行し始めてから久しいが、同じようなツアーがこ
こ香港でも体験できる。香港グルメ情報誌「foodie」はハ
ロウィン当日となる10月31日に、湾仔（ワンチャイ）のサン
ドウィッチ専門店と「Bread & Beast」とコラボして行く先
不明のハロウィンディナーツアーを開催。ゲストたちは
銅鑼湾（コーズウェイベイ）の一角に集合したのち、バ

スに乗り込みまだ知らされていないシークレットロケーション
へ連れて行かれるというもの。ハラハラドキドキ、どこに連れて行かれるのか分からな

いスリリングさは好奇心を存分に満たしてくれるだろう。
　ツアー内で振舞われるバンケットは、ほっぺたが落ち
るほどの美食サンドウィッチを提供していることで知ら
れる「Bread & Beast」が調理を担当する。メニューの中
にはレモングラスとしょうがで爽やかに香り付けされ
た「マダイのロースト」や、カリカリに揚げられたポテ
トとともに頂く「骨付きリブアイステーキ」など、グルメ
ファンの胃袋を満たすがっつりメニューが満載。新進気
鋭の「Bread & Beast」が「Foodie」のために考
案したという限定のメニューは見逃せない。
　ドレスコードはなんと「Beastly（獣のよう
に）」。ビーストの衣装に身を包んだらあとはス
リリングなツアーに出掛けるだけ! 席数が限ら
れているので、気になる方は早速ウェブから予
約しよう！

　香港で初めてのベルムテリアとしてオープンした「PIRATA（ピラタ）」は新鮮で上質な食
材を使ったイタリアの伝統的な家庭料理を提供しているイタリアンレストラン・バー。

「Vermuteria（ベルムテリア）」とは食前酒でよく飲まれるベルモットを提供するバーを指
す。アンチョビの酢漬けやソーセージなど少量のおつまみとともに、ハーブやスパイスが効
いたベルモットをベルムテリアでクイッといただけば、優雅なひと時がたちまち完成する。
　ハロウィンで街が賑わう10月30日、31日、PIRATAではイベント限定のカクテルを振舞
う。「Bewitched」はジン、サクランボを原料としたリキュールのマラスキーノ、スミレの色
や香りが強調されたクリーム・ド・ヴィオレット、レモンジュース、さらに
ブラックベリーがあしらわれた香り高い優美なジンカクテル。
「Beetlejuice」は深く華やかな香りが特徴のボンベイ・サファイア、サ
クランボを原料としたマラスキーノ、そしてオレンジが添えられた
爽やかなカクテル。目に鮮やかに映えるパープルとオレンジ色の
カクテルはどちらも1杯HKD110で楽しめる。
　キッチンとバーの2階構造となっている同店は、豊富な種類の
カクテルが自慢。いつもとは一味違ったオトナな雰囲気のハロ
ウィンを過ごしたい方はぜひ同店へ足を運ぼう。

Dada Bar + Lounge 
場所: 2/F., The Luxe Manor, 39 Kimberley Rd., TST
電話: (852)3763-8778
ウェブ: www.dadalounge.com.hk
フェイスブック: dadabarandlounge

メイクアップサービス
時間: 20:00～23:00

ライブバンドパフォーマンス
時間: 22:00～24:45
料金: HKD180～

Foodie Event, Halloween Party
日時: 10月31日
集合時間: 18:45
集合場所: The Park Lane Hong Kong A Pullman Hotel (310 Gloucester Rd.)
料金: HKD990（Foodieクラブメンバー）、HKD1,190（一般）
※18:45に集合場所の銅鑼湾からバスに搭乗、戻りは深夜になります。
※料金には銅鑼湾からの移動費、Bread & Beastのバンケット、カクテル、ワイン代を含む。

Pirata
場所：30/F., 239 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)2887-0270
時間：キッチン　ランチ 月～日12:00～14:30、ブランチ 日＆祝日12:00～15:00
　　　　　　　 ディナー 日～木18:30～22:30、金～土 18:30～23:00
　　  バー　12:00～深夜（アペリティーヴォ（食前酒）は17:00～19:00）
ウェブ：www.pirata.hk
フェイスブック：piratahongkong

無料映画上映「サイレント・ヒル」
時間: 19:30～21:30

飲み放題プラン「All-You-Can-Enjoy」
時間: 18:30～21:00
料金: HKD258／人

トリック・オア・
トリート！

■石板街（Pottinger Street、ポッティンジャー・ストリート）
　中環（セントラル）に位置する同通りでは、この時期多くの店がハロウィン用のコス
チュームやアクセサリーを販売する。いくつかの店では試着も可能、さらには丈詰めなど
の対応もしてくれる。多くの客が訪れるため、他の地域と比べると若干価格が高めなのが
悩みどころだが、価格交渉力の腕の見せ所かも!?
場所：中環D2出口を右に出て、まっすぐ10分歩く（蘭桂坊近く）

■福榮街（Fuk Wing Street、フクウィン・ストリート）
　深水埗（サムスイポー）の同エリアでは通常玩具などの雑貨を扱っているが、10月にな
るとハロウィン用の小道具などが店頭に並ぶようになる。種類も豊富で、かつ露天商でも
ハロウィングッズを取り扱い始めるので、手頃な価格の小物をお探しの方は深水埗を訪
れてみよう!
場所：45～60 Fuk Wing St., Sham Shui Po

■蘭桂坊（Lan Kwai Fong、ランカイフォン）
　ハロウィン用のメイクを楽しみたい方は蘭桂坊を訪れてみよう。プロのメイクアップ
アーティスト達がハロウィンメイクを施してくれる。可愛い小悪魔に変身できちゃうかも!?
日時：10月31日18:00～21:00
場所：1 Lan Kwai Fong, Central
ウェブ：www.lankwaifong.com/lkfhalloween2015
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　前回ご紹介したチアシードのように、粒々が可愛らしいキヌア。

　アンデス地域では古くから〈穀物の母〉などと言われ主食として食され、その秀

でた栄養面のほか、扱いやすさなどの利便性をNASAが理想の穀物として評価

し話題となり、「21世紀の主要食」として日本でも徐々に注目されつつあります。

　穀物（イネ科）のようにも見えますがほうれん草と同じアカザ科に属し、「擬

穀類」という分類の雑穀の一種として扱われています。

　その栄養成分はとても豊かで、ビタミンB群や、カルシウムや鉄などのミネラ

ル分も豊富で、食事で取り入れた方がよいアミノ酸の9種類を含み、オレイン

酸などの不飽和脂肪酸の良質な脂質も豊富で、タンパク質は白米の約２倍・

食物繊維は約８倍と言われています。

　それに加えグルテンフリーのため、グルテンアレルギーの方でも安心して食

べることができ、女性ホルモンと似た働きをするフィトエストロゲンという成分

を含んでいることから、ホルモンバランスを崩しがちな現代女性の強い味方と

もいえますね。

　ちなみに食べ方としては、雑穀のように白米にブレンドして召し上がって頂

くのが無理なく取り入れられるのでオススメです。私も普段から気分やお料理

によって、白米または玄米をベースに、雑穀やキヌアを毎回ブレンドして、味や

見た目に変化を楽しんでいます。…とはいえ、それではレシピのご紹介として

はあまりにもお粗末ですので（笑）、今回はキヌアだけでも美味しく頂ける、

フライパンで簡単に作れる地中海風パエリアのレシピをご紹介します。

　そのぷちぷちが、クセになる美味しさです。ぜひ試してみてくださいね。

❶フライパンにオリーブオイル(大さじ1)を加え熱し、海老
の片面を色づくまで焼き裏返し、アサリとアスパラガス、
白ワインも加え、蓋をしてアサリの口が開くまで熱する。

❷口が開いたら、煮汁と具材を分けておく。全体で
300ml分になるよう煮汁にぬるま湯を加え調整して
おく。サフランを加え色を出す。
あさりの半量は身を取っておく。

❸フライパンにオリーブオイル(大さじ1)・にん
にくを加え香りを出し、玉ねぎを加え炒めた
ら、キヌアとトマトも加え木べらでトマトを潰
しながら炒める。 

❹❶の水分と半量のあさり（殻なし）を加
え、フタをし10分程度弱火で炊き上げる。 

❺赤ピーマンを並べ更に２分、１の海
老とあさり（殻付）、アスパラガスも並
べ、火を止め10分ほど蒸らす。

キレイを
つくる

レシピ帳

キレイを
つくる

レシピ帳

第６回

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

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・モデル業と並行し、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

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。

美
味
し
く
キ
レ
イ
を
手
に
入
れ
よ
う

                           

〜
キ
ヌ
ア
レ
シ
ピ

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「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！

     〈キ
ヌアの地

中海風パ
エリア〉

 ●  海老 

６尾

 ● あさり（砂抜きしておく） 
300g

 ● アスパラガス（斜め切り）　 
２本

 ● 白ワイン 

100cc

 ● サフラン 

ひとつまみ

 ● にんにく（みじん切り） 
 1片

 ● 玉ねぎ（粗みじん切り）  
1/2個 

 ● トマト（ざく切り） 

１個

 ● キヌア 

1・1/2cup

  
（洗いザルにあげ、水気を切っておく）

 ● 赤ピーマン（輪切り） 
１個

 ● 塩 

小さじ１前後

 ● こしょう 

少々

 ● オリーブオイル 
大さじ２
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　ポーラ・オルビスグループの敏感肌専門ブランド「decencia（ディセンシア）」を
展開する株式会社decenciaは、化粧直しの実態を探るため、30～40代の働く女性
158名に対して、化粧直しに関する意識調査、そして睡眠時間及び1日に化粧をつ
けている時間と化粧直しの関係についての調査を実施した。

　まずは今回の調査で、97％とほとんどの女性が毎日化粧をしているにも関わら
ず、そのうち、化粧直しをしている人はなんと3人に1人であるということが判明し
た。これは肌にとってはとても厳しい結果である。
　私たちの肌表面でうるおいを保つために働く皮脂は、長時間空気にさらされる
と酸化して“肌サビ”（＝過酸化脂質）状態を起こす。つまり、皮脂が酸化した“肌サ
ビ”は、通常の油を放置し酸化して褐色してしまった油と一緒の状態。その状態を
放置すると肌荒れの原因にもなってしまう。化粧直しはメーク崩れを直すためだけ
でなく、実は肌のために必要なのだ。

　続いて、 毎日化粧をする女性の睡眠時間及び、1日に化粧をつけている時間と化
粧直しの関係について調査をしたところ、睡眠時間が6時間未満の人と6時間以上
の人で、化粧直しをする人の割合を比較すると、前者は7割以上、後者は6割以下と
なり、睡眠時間が6時間未満の（＝睡眠時間が短い）人の方が化粧直しをする人の
割合が大きいという結果となった。また、1日に化粧をつけている時間が9時間未満
の人と9時間以上の人で化粧直しをする人の割合を比較すると、前者が5割以下、
後者は7割以上で、1日に9時間以上化粧をつけている（＝化粧をつけている時間が
長い）人の方が化粧直しをする人の割合が大きいという結果となった。これらの結
果から、睡眠時間が短く、化粧をつけている時間が長い人の方が、化粧直しをして
いる人が多いという実態が明らかとなった。

　さらに、9割以上の女性が、睡眠不足でファン
デーションののりが悪いと感じたことがあると回答
したが、事実、睡眠時間が短いと肌のキメが乱れ、
肌のくすみが目立つことがわかっているのだ。
　昔から、「睡眠不足はお肌の敵！」というが、それ
が改めて明らかになった今回の調査。
　睡眠をしっかりとって、きれいな肌を保ちながら日々を健康に過ごしたいもの
だ。そして、化粧を一度したら面倒でも化粧直しを忘れずに！

《睡眠中の肌の再生について》
　睡眠不足だと肌が荒れるという現象は、深い眠り（ノンレム睡眠）によってもたら
される身体の修復が十分に行われていないために起こる。睡眠不足時は通常に比
べて、手足の体温が低下し、その結果、肌のキメが一定方向に流れ乱れてしまう。
睡眠不足が続くと自律神経のリズムやバランスが乱れがちになるので体温もリズ
ムも崩れやすく、手足が冷えたり、肌のくすみが目立つ現象が発生する。

【調査概要】
調査方法：インターネットによるアンケート
調査対象：30～40代の有職者女性158名
調査期間：2015年9月15日～17日

̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃̃

化粧をつけている時間が長い女性の肌は
キメが粗く“肌サビ”状態?!
化粧をつけている時間が長い女性の肌は
キメが粗く“肌サビ”状態?!

睡眠時間が短く、
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　ホテルでは顧客に快適に宿泊してもらうために、室内の消臭に気を使っているところも多い。フランス系のホテルオペレーターが
運営する「NOVOTEL CENTURY HONG KONG」も消臭対策として、TOYO OPTICAL GLASS（東洋光学硝子）の消臭専用機「エアー
サクセスプロ」を導入している。「エアーサクセスプロ」とはどんな機器で、その効果は…？ 同ホテル総支配人のDarren氏、客室管
理総責任者のJoe氏にお話を伺った。

気になる部屋のニオイを消臭する気になる部屋のニオイを消臭する

快適な空間づくりにこだわるホテルでも導入！快適な空間づくりにこだわるホテルでも導入！「エアーサクセスプロ」「エアーサクセスプロ」

手のひらサイズでスッキリ消臭・除菌効果！
　「エアーサクセスプロ」は、マイナスイオンを大量に
発生・放出し、空気中に漂うニオイのもとを分解・不活
性化させて消臭する専用機だ。消臭・除菌効果のほ
か、インフルエンザ不活性化効果、ホルムアルデヒド
除去効果もある。手のひらに乗るコンパクトサイズで、
20畳の広さまで対応。好きなところに設置でき、稼動
中も動いているのを忘れてしまうほど静かだ。フィル
ターなしのシンプル構造なので、お手入れもラク
チン。1ヶ月の電気代は約40円で維持費もかからない。

煙草だけでなくあらゆるニオイを消臭
　湾仔（ワンチャイ）駅から徒歩5分の好立地にあり、香港コンベンション＆エキシビ
ジョンセンターからもアクセスの良いNOVOTEL CENTURY HONG KONGは、スタッフの細
やかな気遣いから「サービスの質が高い」と定評のあるホテルだ。プールやフィットネスク
ラブ、レストラン等を備え、ビジネスマンや個人旅行客の宿泊で多く利用されている。
　同ホテルでは、喫煙者にも関わらず「煙草のニオイが気になる」という顧客からの声が
あったことをきっかけに、2015年3月、エグゼクティブフロアの喫煙ルーム計20室に「エ

アーサクセスプロ」を設置した。
　商品の導入後は、煙草だけでなく、食事や香水

等のニオイも全てなく
なったという。喫 煙
ルームの利用者は中
国人4割、その他のアジ
ア人3割、欧米人3割。
国籍が違うと気になる

ニオイも異なるものだ
が、「ニオイについてのク
レームは一度もない。テレビ
の後ろに設置しており、静かなので就
寝時でさえも気付く人がいない。騒音
等でお客様に迷惑をかけず、部屋全
体のニオイを消してくれるので、最高
級のサービスを目指す私達にとって
大変有り難い」と総支配人のDarren
氏は語る。
　また、同ホテルでは、各部屋を清掃
する際に、移動式の大きな空気清浄
機を持って回り、掃除中、稼動させながら空気を浄化している。「エアーサクセスプロ」を導
入する前は、なかなかニオイが消えず45分の稼動を余儀なくされることがあった。「商品
導入後も、完全にニオイをとるため空気清浄機を回しながら掃除をしているが、今では15
分回せばニオイがなくなり、すぐに次の部屋の掃除に取り掛かれるため、大変効率的に
なった」と、客室管理総責任者のJoe氏はにっこり。Darren氏は、「導入当初の予想を上回
る効果を実感しており、今では、他の部屋でも導入を検討している」と語る。
　「エアーサクセスプロ」は、通常価格HKD3,280のところ、ただ今HKD1,980で販売中。お
気軽にお問い合わせを。

NOVOTEL CENTURY HONG KONG
住所：238 Jaff Rd., Wan Chai
電話:(852)2598-8888

TOYO OPTICAL GLASS LIMITED
住所：Rm. 1302, 13/F., Apec Plaza, 
　　  49 Hoi Yuen Rd., Kwun Tong
日本語ホットライン：(852)5362-6430 
メール：k.katakura@toyoopticalglass.com.hk

立地・サービス・クオリティの3拍子揃った
ホテルとして好評を得ている
NOVOTEL CENTURY HONG KONG

「エアーサクセスプロ」を
設置している喫煙ルーム

総
支
配
人
のDarren

氏（
左
）と

客
室
管
理
総
責
任
者
のJoe

氏

テレビの後ろで静かに稼働する
「エアーサクセスプロ」
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〈解説〉「向天再借五百年」はテレビドラマ「康熙王朝」の
テーマ曲で、中国の有名な歌手「韩磊（Han Lei）」の代表曲
だ。韩磊の歌い方は伸びやかで堂 と々しており、迫力のあ
る雄大な曲を歌うのが得意である。その歌声はファンから
「帝王の音」と呼ばれている。
　康熙は中国清朝の四人目の皇帝で、歴史上で最も賢明
な君主の一人だ。縦横無尽に外征し、内政にも熱心で、自

分の力と知識をもって一生を国に捧げた人で
ある。それ故、この曲には男の強い意志
と想いが込められている。
　歌詞には日常的には使われない
古典的な言葉が多く使われている。
また、ことわざや四字熟語の一部の
みを使っていたり、隠喩が使われて
いたりと、日本人にとっては意味
を理解するのが非常に難しい
曲である。この曲を気持ちを
込めて歌うためには、ひとつ
ひとつの言葉の意味を理解
する必要がある。
　例えば、「一地肝胆」は
ことわざ「肝胆涂地」に由

来し、命がけで忠誠を尽くすさまを描いている。「何惧艰
险」は直訳すると「どんな危険や困難を恐れているのか」と
いう疑問文であるが、ここでは「危険や困難など恐れるわ
けがない」という意味で使われており、逆境をものともしな
い心の強さを表している。また、「铁蹄铮铮」は隠喩である。
元々、馬がひづめに打ちつけた蹄鉄で地面を踏みつける
時に出る音を「铮铮」というのだが、ここでは「戦争」を意味
している。最後の「まだあと五百年生き続けたい」という言
葉は、この国を自分の手で守り続けたい、繁栄を見届けた
い、という皇帝の強い願望を表している。聞くものにこの皇
帝の偉大さを感じさせる言葉である。
　この歌はメロディーが雄大で、歌詞も力強く、男らしさや
気概を表現できる曲である。男性の皆さんには是非この曲
を悠 と々歌って、ご自分の魅力をアピールして頂きたい。
　次回ご紹介する歌は忘年会にピッタリな「真心英雄」。こ
の歌を皆で歌えば、ローカルスタッフとも気持ちがひとつ
になり、感動を呼ぶこと間違いなし！乞うご期待♪

　2015年も残すところあと2ヶ月。あっという間に忘年会の季節が
やってくる。2次会の定番「カラオケ」の席で北京語の曲をスマートに
歌えたら、職場のローカルスタッフとも距離がぐんと縮まるはず！ さ
らに、日本に帰任後も
「さすが本場仕込み」と
一目置かれるかも…!?
　北京語初心者の方
も、勉強中の方も、まず
は1曲、いやいや2曲、3
曲マスターしよう！

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., One Hysan Avenue, CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk

中国語
カラオケ指南

北

京語
で歌
おう！

第2回目となる今回は、
テレビドラマ「康熙王朝」のテーマ曲「向天再借五百年」をご紹介♪

Pasona Club Event 中国語カラオケ講座

Pasona Education
中国語主任教師
Ms. Linda Li
（李 斐然）

中国語カラオケ指南
第3回目はPPW11月20日号　お楽しみに！

Pasona Education が主催する「中国語カラオケ講座」
次回は12月6日（日）　13：30～15：00（参加費100HKD）　
　　　　　　　　　　　　　  ※同校受講生は50HKD
               ♪開催２日前までにお電話でご予約ください♪

ě
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　らくだ（駱駝）、りんご（林檎）、
るす（留守）、れんこん（蓮根）、ろ
ば（驢馬）。ラリルレロで始まる
日本語の単語は全てこのように
漢語起源か、でなければ、ラン
プ、レンズ、ルビー…のような外
来語です。日本語の固有語、す
なわち、やまとことば（和語）に
はラ行で始まる語は存在せず、

ラ行音は、からだ、とり、かえる、これ、こころ…のように必ず語
頭以外の位置に現れます。
　この特徴は、韓国語やモンゴル語やトルコ語やツングース
諸語など、かつて「アルタイ語族」と呼ばれていた言語群に共
通するものです。日本語とアルタイ諸語にはほかにも多くの
共通点がありますが、だからといって日本語が韓国語やモン
ゴル語と同系であるという「証明」にはならず、隣接する言語
群は似た特徴を持つ、という、世界中で普遍的に見られる「地
域的特徴」の範囲を越えるものではありません。
　ラ行は、面白いです。日本語だけでなく、世界中の言語で。
Ｒで表される音はМやＮやＳなどとは違って言語ごとに一
様ではなく、様々なバリエーションがあります。あえていえば
主流は「ふるえ音」で、これはイタリア語やスペイン語やロシ
ア語など多くの言語にある、舌先を震わせて一瞬のうちに何
度も舌が上の歯茎を叩く音です。日本語なら江戸弁のラリル
レロがこれに相当します。昭和アニメの人気作『ど根性ガエ
ル』で、すし屋の梅さんが言う「ひルろろろろし～！（ひろし）」
のような見事なべらんめえ調を使える人は今ではめっきり
減ってしまいましたが。日本語の普通のラ行音は「はじき音」
で、舌先で１回だけ上の歯茎を叩きます。アメリカ英語では

「water」が「ワラー」のようになりますが、このとき生じるのが
日本語のラ行音にとても近い音です。スペイン語では両者で
意味の区別があって、「perro」（ペルロロロロ）は「犬」、

「pero」（ペロ）は「しかし」。フランス語のＲはおよそＲには聞
こえない音で、「のどひこのＲ」と呼ばれ、舌先ではなく舌の奥
を使って出します。「グ」や「フ」に聞こえたりします。ブラジル
のポルトガル語では、サッカーの「Ronaldo」（ロナウド）は「ホ
ナウド」のように聞こえます。
　Ｌの音色にも若干の幅があります。一般的なＬは「明るい
Ｌ」。英語の「angel」などの、こもったような「ウ」に聞こえるの
は「暗いＬ」。「そり舌のＬ」はインドの言語で多く使われます。
ブラジルのポルトガル語ではほとんど[w]になるので、
「Ronaldo」は「ロナウド」（ホナウド）、「Brasil」は「ブラズィウ」
なのです（ポルトガル語ではBrasil、英語ではBrazil）。モンゴ
ル語の「Л」（Ｌ）で表される音は、いわゆる「モンゴル語的な
響き」として知られる独特な音で、ＬであってＬでない音で
す。広西の南寧などの広東語方言では、この音はＬの変種と
してではなく、広州や香港の標準的広東語の[s]に対応する音
として現れます。広西の広東語を「モンゴル語的」と感じたこ
とはもちろん一度もありませんが。
　アジアの言語などで素直にアルファベットがあてはめられ
ないような音には、近い音であると主観的に判断された（あ
るいは、誤認された）文字があてられます。北京語のピンイン
のＲ（語頭）がその一例。実際は、そり舌の無声摩擦音「sh-」と
対を成す有声摩擦音です。北京語ピンインより300年早く作
られたベトナム語ローマ字のＲも「ジャ」や「ザ」。中国語や現
代ベトナム語のラ行音はＲではなくＬですから。北京語ピン
インは1930年代に中国北部で使われた「ラテン化新文字」を
基礎としていて、有気音にＫ、Ｔ、Ｐ、無気音にＧ、Ｄ、Ｂをあ

てるなど、多くの特徴を踏襲しています。なぜこの表記法を採
用したのかは、ピンインを作った本人が現在109歳でまだご
健在なので、タイムマシンを使わずとも（せめて、どこでもド
アがあれば）直接聞いてみることが可能です。
　英語の、「ワラー（water）のラ」でない普通のＲも独特で、
舌先を上あごに接触させない「接近音」と呼ばれる音です。ア
メリカ英語ではこれがそり舌になり、北京語の末尾のＲ（erな
ど）はこれと同じ特徴を持ちます。アメリカ映画には変な英語
を話す外国人キャラ（エセ外国人）が登場しますが、スペイン
語訛りのつもりであれアラビア語訛りのつもりであれ、はた
またドイツ語訛りのつもりであれ、とにかくＲをふるえ音やは
じき音で置き換えるのがステレオタイプな特徴です。笑福亭
鶴瓶が大阪弁で吹き替えた怪盗グルーは原版ではスペイン
語訛りのつもりの「震えるＲ」の使い手。『アナと雪の女王』で
は、山小屋のぼったくり商人オーケンがＲを響かせてしゃべ
ります。ノルウェー人が英語を話したらこうなるだろう、という
見事なモノマネ。何度聞いても笑えます。実際には、あのよう
な英語を話すノルウェー人はいないとは思いますけどね。ア
ナが崖から飛び降りるシーンでは、「１，２」と数えて次の「３」
のところで木が飛んできます。ノルウェー語では「３」が「木」
と同じで、「tre」。Ｒを響かせて、「トレー」。…この場面、ダジャ
レなのです。

　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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北京語レッスン
北京出身の講師が北京語を教えます。
個人・グループレッスンも可。北京語、
広東語、英語にて教授。
お問い合わせはMs. Fung、
電話：(852)8206-9188まで。
メール：tuitiona@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港愛知県人会開催のお知らせ
11月20日(金)19時～ チムサーチョイの
本陣(焼肉)にて食事会(+兼飲み会)を
催します。愛知にゆかりのある方はご
家族の方等も含め是非お気軽にご参
加ください。詳細は以下までお問い合
わせ下さい。
連絡先: aichi.hk@hotmail.co.jp (野田)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

駒場東邦同窓会in香港
香港にいる駒場東邦中学・高等学校ご
卒業のかたの同窓会を定期的に開催
しております。
次回は今年11月10日または11日を予
定しております。ご興味のある方は、下
記 ま で ご 連 絡 く だ さ い 。ヤ ス
komato_dosohk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！

URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「医食同源」を勉強する会

「医食同源」に興味を持ちの方。薬膳や
普段の食事による病気予防や養生に
ついてのお話会を行っています。普段
の料理の材料の組み合わせはとても大
切で、個人の体質に合わせた材料を選
ぶことはとても大切です。料金は無料で
すので、ご興味ある方は、もっと詳しい
ことをお知りになりたい方はスサンナ・
ウォンまでご連絡ください。（日本語可）
携帯：（852）9674-8313
メール：kyswong@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。【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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では
団員を募集しています。室内楽や管弦
楽の好きな方、ぜひ一緒に演奏しま
せんか。<募集楽器>フルート、オーボ
エ、クラリネット各若干名。弦楽器(バ
イオリン、ビオラ、チェロ、コントラバ
ス)大募集中！月2回ほど日曜午後3時間
練習しています。見学のお問い合わせ
などお気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語教師募集
日本語教師を募集しています。
教授経験のある方。契約教師、常勤教
師はビザサポートがあります。
詳細は面接にて。
担当：パソナエデュケーション岩波
電話：2577-8002　
E-mail:recruit@pasona.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シンガポールで働こう！
Good Job Creations Singaporeは2007
年よりシンガポールで事業を開始し、
昨年だけで80社 200名以上の方々の転
職・採用を成功に導きました。シンガ
ポールには2000社近くの日系企業が
進出しており、日本人採用のニーズ も
常に一定数御座います。シンガポール
就職にご興味をお持ちの方は是非一
度下記の弊社ウェブサイトからお問い
合わせ下さい！
Web：www.goodjobcreations.com.sg
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／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。
Tel: 23751342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理
点とん勝は、日本語堪能、接客好き
な方を募集中! 希望シフト制でプラ
イベートも充実♪TST駅N1出口から
徒歩2分、通勤ラクラク☆日本人店長
で日本人のお客様が多いから現地
の言葉が出来なくても働ける！興味
があれば、まず応募してください！
分からない事や不安な事をなんで
も質問して下さい。一緒に楽しく働き
ましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)

★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 $60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL 2376-0633 Mr.HO
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇

（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇

（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイ
ムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パートさん募集中！
中環（セントラル）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
営業時間：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
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）
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香港

　銅鑼湾(コーズウェイベイ)のC出口正面に店を構
える「Dining Kitchen Vegi」は、健康・美容・環境を
テーマに、日本をはじめ各地からの厳選された野菜
を使い、ヘルシーなメニューを提供している注目店。
元在シカゴ日本国総領事館の公邸料理人を務める
など、各国で腕を磨いたヘッドシェフ・三原氏が考案
する料理の数々は、老若男女問わず、多くの人に人気
だ。これらの料理は、菜食に関心の高い女性だけで
なく、健康志向の男性からも支持されている。
　そんなVegiが2015年11月3日に生まれ変わる。同
店の新しいコンセプトは「秘密にしたい大人の社交
場」。灰色を基調とし、照明を抑えた店内はムード抜
群だ。ビジネスマンの接待から普段使い、デートや記
念日といったイベント等にも活用できる。昼は8品ほ
どのセットメニュー、夜は完全予約制で固定メニュー
が存在せず、三原氏が提供する、和・洋2つの豪華で
質高いコースからどちらかを選ぶという形式。両コー
スとも同一の食材を使用しながら、まったく異なるス

タイルを楽しむことができる。「和コース」は、シェフ
が厳選した素材本来の味を引き出し、上質な素材を
さらに美味しく提供してくれる。一方、「洋コース」で
はシェフ自慢のソースが素材の新たな味の魅力を引
き出してくれている。今までの「Vegiといえば美味し
い野菜の店」というイメージが強かったが、新しい
Vegiでは肉料理にも力を入れており、厳選された国
産和牛のみを使用している。肉料理は素材を活かし
た様々な味付けで、日本の和牛を楽しめる。素材を楽
しむシンプルなスタイルに加えて、鮮やかな彩りは視
覚の面でも楽しませてくれる。
　生まれ変わったVegiに是非足を運んでみよう。

メニューが存在しない
生まれ変わった

Vegi　
住所：3/F., L’ Hart, 487-489, Lockhart Rd., CWB
電話: (852)2576-6161
時間：12:00～15:00、18:00～23:00
フェイスブック：zh-hk.facebook.com/vegikitchen

「和牛」と「野菜」ときどき「魚」
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広州 香港

　ニューヨークのイタリアンレストランチームによる初の海外店として、昨年夏にオー
プンした中環（セントラル）の｢CARBONE｣。同レストランが目指すのは、イタリア料理に
アメリカのエッセンスを加えた｢ニューヨークイタリアン｣。移民であるイタリア人がアメ
リカに根付き始めた1960年代、少しずつアメリカの文化に馴染んでいったのに伴って
料理も徐々にアメリカナイズされていったのがルーツ。そんな米国イタリア移民の世界

観を再現したのがこの店だ。
　エレベーターを降り店内に足を踏み入れると、スタイリッ
シュでノスタルジックな空間が出迎えてくれる。少し暗めの照

明、アンティーク調のシャンデリア、数々の骨董品、革張りのソファなどが置かれ、往年の時
代を感じさせてくれる。有名なジャズシンガー、フランク・シナトラなどの伝説的なアー
ティストの曲が流れ、エレガントでありながらも居心地の良い雰囲気は古き良き時代の
ニューヨークのよう。クラシックな｢シーザーサラダ｣や｢生ハムメロン｣、そして「ポーター
ハウス・ステーキ」など料理の数々にもオールドアメリカを垣間見る事できる。
　そんな同店では開業1周年を記念して秋の新メニューを提供する。毎週空輸で仕入れ
ているという数量限定のシタビラメを贅沢にも一匹丸ごと塩コショウで味付けし、小麦
粉をまぶし、そしてたっぷりのバターでソテーした「ピカタ（Dover Sole Piccata)」はシン
プルな味付けだが素材の味が充分に活かされた一品。仕上げに絞ったレモンとケッ
パーのピクルスが、淡白な味にアクセントを加えている。ウェイターが目の前で魚の骨抜
きをしてくれるのも嬉しいポイントだ。
　世界的に有名な画家、ジュリアン・シュナーベルの名前にちなんで名づけられたとい
うパスタ｢Fusilli Julian｣は、日本産ウニとチェリートマトに、セージとオレガノを加え風
味をプラスしている。濃厚なのに後味さっぱり。最後の一口まで惜しみなく味わいたい

一品だ。メインには、シンプルながら海老のエキスがたっぷりと効いている｢
Prawns Jojo｣をどうぞ。エキゾチックな香辛料サフロンで色づけされたウシ
エビが食欲をそそる。ワインの品揃えも多いので、ソムリエに相談してぴっ
たりのワインを選んでもらうのも良い。
　さあ、あなたも旧き良きニューヨークの雰囲気と料理を味わいに出かけて
みては。

CARBONECARBONE

旧き良き時代のアメリカが味わえる
本格ニューヨークイタリアン
旧き良き時代のアメリカが味わえる
本格ニューヨークイタリアン

CARBONE
住所：9/F., LKF Tower, 33 Wyndham St., Central
電話：(852)2593-2593
時間：月～木　ランチ 12:00～14:30、ディナー 18:00～23:30
　　  金土　ランチ 12:00～14:30、ディナー18:00～24:00
　　  日　18:00～24:00
ウェブ：www.carbone.com.hk 

生ハムメロン

Prawns Jojo

Fusilli Julian

Dover Sole Piccata

クラシックで時代を感じさせてくれる店内
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ホーチミン

　2013年に工業ビルから商業ビルへと変貌を遂げ、茘枝角（ライチコック）の新しい
ランドマークとなった「D2プレイス」。若者向けのファッション店やレストランが入居し、
多くの人が訪れる。中でも1階にあるスペインレストラン「RÚSTICO」は、連日予約殺到の
賑わいを見せている。同店のキッチンを取り仕切るのは、本場スペインでミシュラン2つ
星を獲得したスペインレストラン「Moments」で副料理長を務めたカルロス・サルバ
ドール氏。そう聞いて行ってみたくなった方も多いのでは？
　そんなRÚSTICOでは9月からスペインの地酒「バスクサイダー」のプロモーションを展開

している。バスクサイダーは、サイダーハウスと呼ばれる蒸留場
で、リンゴを発酵させて作るお酒だ。本国では1月頃、サイダーハ
ウスで樽から直接注いで香り高きリンゴ酒を味わうフェスティバ

ルが開催される。製品がボトル化さ
れた今は、季節を問わずその味を
楽しむことができるそうだ。

　砂糖を一切加えずに甘みを醸し出しているバスクサイダーは、タラ、ステーキ、そして
チーズ＆ナッツといただくのが、サイダーハウスの伝統スタイル。RÚSTICOでもその慣
習に倣い、バスクサイダーと一緒に味わう特別メニューをラインナップしている。「ロド
サ産ピキージョ（香辛料）のタラムース和え」（HKD142）、「Tボーンステーキと焼きポテト
／2人用」（HKD748）、そして「イディアサバル･チー
ズとテティージャ･チーズプレートのナッツ和え」

（HKD138）は、同店で提供している「ZAPIAINサイ
ダー」にぴったりだ。
　バスクサイダーはHKD75から楽しむことができ
る。2杯目は「タイムハニー＆トニックサイダーカクテ
ル」（HKD85）や「グラン・マルニエのジン＆ソーダの
サイダー・サングリア」（HKD300）など新しいテイス
トが加えられた一杯を楽しんでみよう。
　1,000年以上の歴史を持つバスクサイダー。リンゴ
の名産地から生まれたその繊細な気泡をこの秋堪
能してみては？

RÚSTICORÚSTICO

本場スペインさながらの雰囲気で味わう
伝統のリンゴ酒「バスクサイダー」フェスティバル！
本場スペインさながらの雰囲気で味わう
伝統のリンゴ酒「バスクサイダー」フェスティバル！

シ
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フ
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RÚSTICO
場所：G01, G/F., D2 Place, 9 Cheung Yee St., Cheung Sha Wan
時間：12:00～22:30
電話：(852)2743-4511
フェイスブック：rustico.hk　

芳
醇
な
香
り
が
食
欲
を
そ
そ
る
バ
ス
ク
サ
イ
ダ
ー

Tボーンステーキと焼きポテト（HKD748）

イディアサバル･チーズと
テティージャ･チーズプレートの
ナッツ和え（HKD138）

Pocket Page Weekly 30 October 2015 No. 51124B

香港グルメ


	P13 Key Woman_511
	P14 Life_GHE_511L
	P15 Life_halloween_511
	P16 Health _KIREI_6_511
	P17 AD_511
	P18 skin_510L
	P19 Shopping _novotel_511L
	P20 School _PASONA KARAOKE_511
	P21 Godaigo_511
	P22 Gourmet _vegi_511L
	P23 Gourmet _carbone_511L
	P24 Gourmet _rustico_511L

