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香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

　香港に来て初めて食べた料理、火鍋。火鍋といったら、如何にも辛そう
な真っ赤なスープを思い浮かべていましたが、醤油ベース、豚骨ベース
等、辛くないスープもあることを知って驚き、付けダレを自分で作るシステム
に驚き、火鍋に対する概念が全く変わってしまいました。レストランで火鍋を
オーダーすると、皿にドンと盛られた具材がテーブルに届き、かなりワイル
ド。でも、そんな豪快さも魅力のひとつなのかな？なんて思ったり…（笑）
すっかり火鍋に魅せられた私は、｢自宅でも美味しい火鍋食べたい！｣と
いう衝動が抑えられなくなり、早速IHヒーターを購入。しかし、購入したは
いいものの、肝心なスープのレシピが分からない。衝動買いへの後悔の
念を抱きつつ、スーパーの調味料売り場をのぞいてみると…ありました、
火鍋スープの素。お値段も1回分で6HKD程度とかなりお安く、味の種類
も豊富。パッケージの裏側には、イラスト付きでレシピも紹介してありまし
た。セーフ…。レシピは至ってシンプルで、スープの素を水に溶かして沸
騰させ、野菜やお肉をスープにくぐらせるというもの。日本の鍋とほとんど

同じですね。
　白菜やシメジといったお馴染みの野菜をカット
し、薄くスライスされた牛肉もセッティング。付けダ
レは、レストランで食べた味を思い出しながら、
ニンニク、青ネギ、辣椒油、醤油を準備し、いざ実
食！火鍋自体のスープは、日本式の鍋よりも少し
薄味かな？という印象。でも、付けダレで味を調
整するので問題なし。個人的には、ニンニクと青
ネギを１：３ぐらいの割合で小皿によそい、小さじ1
杯程度の醤油と、辣椒油を少々…という組み合
わせがベストでした。何と言っても、青ネギの食感
と、ニンニクの風味が相性抜群！鍋を食べ進め
るうちに、スープで付けダレの味が変化するの
で、飽きることもなく完食。食後に少しニンニク臭
が気になりましたが、火鍋の美味しさには変えら
れない…と諦めました。付けダレのアレンジとして
は、パクチーなどの香菜、コチュジャンや、ポン酢
などを入れても良いかもしれません。また青ネギ
の変わりに、白ネギでもチャレンジしてみたのです
が、白ネギは辛味が強く、付けダレとして使うのは
難しい気がしました。
　火鍋って、スープ、具材、付けダレ次第で、様々
なバリエーションが楽しめる、面白い料理だと思
います。香港にいる間に、色んな火鍋の味を覚え
て、日本の家族や友達にも作ってあげたいなぁ～
何て思う、今日この頃です。

香港ビギナー、
　　　べっちーの

香港ビギナー、べっちーのプロフィール
香港在留歴1年未満。初めての海外生活に戸惑いながらも、親切な日本人＆香港
人の皆さんに支えられ、香港ライフを満喫中。｢香港には見たことがない食材がた
くさんある！」ということで、料理のレパートリーを増やすべく日々奮闘中。
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早くも話題沸騰！
“新型”レトロトラムで
8ヶ国語対応の観光ツアー開始

　高層ビル群が並ぶ香港の街をゆっくりと
駆け抜けるトラム。1904年に開通し100年以
上の歴史を誇る。世界でも数少ない2階建て
で香港市民には「叮叮（ティンティン）」と呼
ばれ親しまれている。また、ビジネスマンが
忙しく行き交う昼間とは対照的に、夕方から
夜にかけてはネオンが煌めく香港の姿が間
近に眺められることから観光客にも人気が
高い。
　そんなトラムに、１月15日、新しい車体が
加わった。最新の車体はレトロな1920年代
式のオープントップ。これに乗って香港島を
走る約1時間の観光ツアーが誕生した。毎日
6便運行する同ツアーは、銅鑼湾（コーズウェ
イベイ）～上環（ションワン）間を跑馬地
（ハッピーバレー）を経由し、高層ビルや歴
史的建造物などの新旧名所を8ヶ国語（日本
語含む）で紹介する。木目調を表現した赤と
茶色のトラムには、側面にメタルプレートが
飾られ英国領地時代の雰囲気が満載。また
車内には、昔懐かしの写真やトラムグッズが
あり、ちょっとしたギャラリーにもなっており
話題をよんでいる。
　ツアーに加え、発行日から2日間一般トラ
ムにも乗り降り可能なお得なチケットは、こ
れからの香港観光には欠かせないものとな

るだろう。同チケットはオンラインで事前予
約もできるが、当日トラム内でも購入が可
能だ。また、シニア並びに香港ID保持者の
割引チケットは、トラム内でのみ販売してい
るため香港在住者はお見逃しなく。注意す
る点は、席が先着順であること。出発の10分
前には締め切るので、20分前には集合場所
に到着していたい。詳しくはウェブにて確認
しよう。

【時刻表】
ウェスタンマーケット→銅鑼湾ターミナル
No.1 10:30～11:30
No.3 14:30～15:35
No.5 18:30～19:45

銅鑼湾ターミナル→ウェスタンマーケット
No.2 11:40～12:40
No.4 15:45～16:45
No.6 19:55～20:55
 

TramOramic Tour
電話：(852)2548-7102（月～金　9:00～18:00）
メール：tramoramic@hktramways.com
ウェブ：hktramways.com 

ゴールデンチケット料金：
大人　HKD95、
小人（4歳～11歳） HKD65、4歳未満 無料
シニア（65歳以上）、香港ID保持者　
HKD65（トラム内でのみ発売）
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　去年のラグビーワールドカップでは日本チームの活躍に
胸を熱くした人も多いのではないだろうか。日本でラグビー
熱が冷めやらない中、ここ香港で超ビッグな国際親善試合
が行われる。フランスのラグビークラブリーグ「TOP14」の一
角をなす「ラシン92（フランス）」と、南半球最大のクラブ
リーグ「スーパーラグビー」の2015年覇者「ハイランダーズ
(ニュージランド)」との対戦だ。11,800人収容可能な小西湾
（シウサイワン）スタジアムにて、2月6日(土)17時キックオフ
の予定。
　「ナティクシスラグビーカップ」は、フランスの投資銀行ナ
ティクシスと香港ラグビーフットボール協会の共催で行わ
れる大会だ。2013年に初めて行われた同大会は、以降毎
シーズン開催されており、ナティクシスがスポンサーを務め
る「ラシン92」が香港で国際親善試合を行うのもこれで3回
目となる。
　「ラシン92」は昨年のワールドカップで大活躍したニュー
ジランド代表のダニエル・カーターをはじめ、フランスや
ウェールズ代表の選手を多く有する強豪クラブ。一方「ハイ
ランダーズ」には、ニュージランドを2015ワールドカップ優
勝に導いた代表選手複数名のほか、日本代表の田中史朗選
手(パナソニック)も在籍し、昨年度のスーパーラグビーを制
して今最も波に乗っているクラブの一つだ。
　今試合は「ラシン92」にとって2016年初となる南半球の国
との国際試合であり、また「ハイランダーズ」にとっても2016
年のスーパーリーグ防衛に向けて力試しができる良い機会と
なる。この対戦への両チームの意気込みはかなり強いだろう。

　ナティクシス・アジアパシフィックエリアのCEOフランソ
ワ・リアハイ氏は「今回3度目となるナティクシスラグビー
カップを開催できることは大変光栄なことだ。今後
ともラグビーの魅力を発信し続け、香港とアジア
におけるラグビー文化の発展に貢献していきた
い。今回の試合は一流クラブ同
士によるドリー
ムマッチであり、
サポーターもテレ
ビを通して応援す
る人にとっても忘
れられない一日に
なるだろう。」とコ
メントした。南北最強クラブの決戦に目が離せない！
　チケット情報などは下記ウェブサイトでチェックしよう。

　香港の2大テーマパークのうちの1つ「オーシャンパー
ク」で、春節（旧正月）とバレンタインにぴったりなイベン
トが開催される。今年は、春節の7日目に訪れるバレンタ
インデー。春節とバレンタインを盛大に祝うため、夜の
オーシャンパークを特別訪問する企画と、動物にさらに接
近できるバレンタイン特別パッケージが発表されたのだ。
　まずはじめに、春節に絶対訪れたい動物園の「猿」コー
ナーを紹介しよう。ここで飼育されているのは、美しい黄
金の毛皮が特徴的な「ゴールデンモンキー（キンシコ
ウ）」だ。その体の黄金色から、見ているだけで金運があ
がりそうな猿は、全部で3匹。6歳の「リーリー」、5歳の
「チーチー」と「フーフー」がいる。昨年の9月に仲間入りし
たばかりの雄猿チーチーを加え同パークは、この申年に
香港で初となるゴールデンモンキーの赤ちゃん誕生を
願っているという。また春節期間中、動物園を訪れた方に

は、クーポンなどが入った「紅
包」が配られるチャンスもある
ので、訪れた際はお見逃しなく。
　続いて紹介するのは、バレン
タインを特別な1日にするため
の15組限定のロマンティック
パッケージ（HKD3,160/2名）。夜

るツアーのほか食事も含まれて
いる。滅多に体験できない非日
常空間が味わえ、忘れられない
バレンタインになることだろう。

　さらに、
人気のペン
ギンコーナー
でいつもより近
くにペンギンを感じ
ることが出来るパッケー
ジも登場。6組限定の同パッ
ケージは、2名分のチケットが含
まれHKD5,128と料金設定は少し高め
だが、ディナー中、水族館のダイバーによる愛のメッセー
ジを表示することができ、プロポーズなどのサプライズ
にもってこいだ。
　その他、パーク内の「ネプチューンレストラン」では、盛
りだくさんな6コース料理が味わえるバレンタイン特別
セットメニュー(HKD1,628)が登場。スモークサーモンの
タルタルトースト、カナダ産ロブスターが入ったハート型
ラビオリ、カリフラワーのクリームスープ、オーストラリア
産のサーモンフィレ、アンガスビーフステーキ、ラズベ
リーのムースケーキがいただける。そして夕食後、昼と夜
の海洋生物の違いが発見できる夜の水族館ツアーへも
別料金（HKD300）で参加できる。バレンタイン限定の
デートコースはカップル必見！予約はお早目に。

Natixis Rugby Cup Hong Kong 2016
日時：2月6日(土)　15:30開場　17：00キックオフ
場所：Siu Sai Wan Sports Ground, 8 Fu Hong St., Siu Sai Wan　　  
値段：HKD399
ウェブ：www.hkrugby.com/pages/natixis-rugby-cup-2016

オーシャンパーク
電話：(852)3923-2323  
ウェブ：www.oceanpark.com.hk

春節とバレンタインを同時に祝っちゃおう！
夜の水族館に入園できる限定パッケージ登場

愛について学ぶ
夜の水族館ツアー

ペンギンをさらに近くで体験

申年に一度は見たい
「ゴールデンモンキー」

旧正月をオーシャンパークで盛大に！

Natixis Rugby Cup Hong Kong 2016

ラグビー南北最強対決が
今年も香港で実現！

ライフ（香港・広東共通）
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Art Central　
住所：Central Harbourfront Event Space, 9 Lung Wo Rd., Central
電話：(852)2174-0322
開催日：ファーストナイト 3月21日 17:00～21:00
　　　  VIP 3月22日 10:00～18:00、23日 11:00～12:00、24日 11:00～12:00 
　　　 一般公開3月23日 12:00～19:00、24日 12:00～19:00 
　　　 　　　 　     25日 11:00～19:00、26日 11:00～18:00
ウェブ：www.artcentralhongkong.com

　芸術熱が年々加速する香
港で毎年開催されるアート
週間が、今年も3月にやって
くる。世界的に有名な「アー
トバーゼル香港」やコンラッ

ドホテルで開催される「アジアコンテンポラリーアートショー」は、もうすっ
かりお馴染みの展覧会となったが、昨年から加わった「アート・セントラル」
は、まだまだ知らない方も多いのではないだろうか。

　今年で第2回目の開催を迎える「アート・セン
トラル」は、3月21日～26日に、昨年と同様セント
ラルのスターフェリー乗り場近くのハーバーフ
ロントで開かれる。今年は昨年を超える20ヶ国
から厳選した100以上のギャラリーが参加。そ
のうち70％以上がアジアのギャラリーであり、ア
ジアの現代アートや新人アーティストの発掘な
どアートコレクターには見逃せない。

　香港内や世界中から約30,000人が訪れるといわれる同イベントのメ
インセクションは、「セントラル」「ライズ」「プロジェクト」と3つに別れてお
り、特にプロジェクトセクションの5つの巨大なアートは必見。その中の1つ
に香港のギャラリー「Sin Sin Fine Art」から厳選されたインドネシア人によ
る作品「Growth」がある。天井から吊るされた
長さ12メートルにも及ぶ作品は、息を呑むほ
どのスケールで観る者を魅了する。
　その他、G.Hマムシャンパンとパートナーを
組んだ初のメディアとパフォーマンスアートの

展示「MEDIA X MUMM」やシド
ニーにあるアートギャラリー「4A 
Centre  for Contemporary Asian 
Art」をホストに迎えたディスカッ
ション＆インタビューシリーズ
「ROUNDTABLE X 4A」、香港の
フィルムメーカー「Experimenta」
の創始者でもありディレクターで
もあるGina Wong氏が精選したアジア各地のショートフィルムコレクション

「SCREEN X EXPERIMENT」という3つのプログラ
ムにも注目が集まっている。今年こそは芸術に
目覚めたいという方や観察力に磨きをかけた
いという方には必見のイベント。最先端のアー
トに触れるためにぜひ足を運んでみよう。

昨年から仲間入りしたアートイベント
壮大な作品やトークショーも目白押し！

■男も女も求めるラオスの正義・色白
　やさしくて金持ちで美女orイケメンで……どこの
国に行ってもモテる条件なんて同じようなもの。なの
だが、想像を超えるのが「色白」という絶対条件だ。
　ラオスでは男も女もとにかく色白が好き。女性の
美白にかける情熱はすさまじく、炎天下に出るとき
も、大きな雨傘に長袖ジャケット、手袋なんていう完
全装備の女性も少なくない。この暑いのに、太陽に
恨みでもあるんだろうか？
　日本のコンビニより圧倒的に品数が少ないＭポ
イントなどのコンビニに行っても、女性用美白化粧
品は必ずコーナーが設けられていて、棚の多くを占
めている。おまけにかなりのお値段だ。もちろん
ローカル美容法もたくさんあって、薬草サウナに
ヨーグルト＆タマリンド・パック等々、女性たちは毎
日せっせと美白に励んでいる。
　「もともと濃い色で生まれてきたんだから仕方な
いんじゃないか？」と思うわけだが、赤ちゃんを見る
とそんなことないのがよくわかる。多くのラオス人の
赤ちゃんは日本人と変わらないくらい色が白い。な
るほど、すべて太陽のせいなのか。恨めしいわけだ。
　パスポートやビザの申請用に写真を撮りにいくと、
画像加工ソフトでも使っているのか肌の色がワン
トーン以上高く白く印刷されてくる。髪や服の乱れに

ついては何も言わないの
に、肌の色だけは何も言
わなくても直されてくる。
どうやらラオス社会にお
いて白い肌＝美という価
値観はあまりに当たり前
のものであるようだ。

 ■日本と異なるラオスのモテ像
　日本と異なる価値観といえ
ば、スレンダーなタイプよりも
ぽっちゃりした女性がモテると
いうこと。健康的で安産型が愛されるというのは、や
はり大自然に囲まれた農業国だからだろうか。日本
基準だとかなりぽっちゃりという女性がモテモテ
なんていうこともよくある話。
　加えてモテる髪型はロングの黒髪。日本のショー
トカットの女性が髪を伸ばしていったら、だんだん
と人々の接し方がやさしくなり、それまで言われたこ
とがなかったのに、「すてきな髪だね」としばしば声
を掛けられるようになったとか。そもそもショート
カットのラオス人女性をほとんど見かけない。
　あり得ないと言えば、ガミガミ怒る男性。ラオスの
男性はみな一様にやさしく、怒ったり叱ったりする
姿をほとんど見かけない。そもそも怒ったり叱った
りする習慣がほとんどないようで、日系の会社では
社員を怒ったりするとすぐに会社を辞めてしまうの
だとか。そういえばこっちに来たとき、私も「ラオス人
を叱るとすぐ辞めてしまうから注意してね」と言われ
たっけ。でも期日をすぎても連絡がないとか打合せ
に平気で遅れてくるとか、イライラするときもしばし
ば。私はさぞかしモテない人種なのだろう。
　メコン川のようにどっしり悠然とした色白の人。モ
テたい日本人はこんな人を目指してみよう！

（『テイスト・オブ・ラオス』編集部）

From ラオス
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男女ともに
色白肌は絶対？！

モテる条件

ラオス人の赤ちゃん。
お肌は白くとってもキレイ！
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香港

香港香港

ゼロからスタート 第6１回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 09:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　　香港は世界でも有名な“買い物天国「購物天堂kau3 mat６ tin１ tong４」”です。大型ショッ

ピングモール、百貨店、ショッピングストリート、市場、露店などにおいて、安い地元産から外国の有名

ブランドにいたるまで、ありとあらゆる商品がそろっています。観光客に限らず地元の人も香港では思

いっきり買い物を楽しみます。

　　今回は、衣料の種類、用語、注意事項についてご紹介しましょう。

　　大型百貨店やショッピングモールでは、洋服は、メンズ「男裝naam４ zhong１」、レディース「女裝

nöü５ zhong１」、キッズ「童裝tung４ zhong１」の3つの主要区域に分かれています。それぞれ違う

対象のものが販売されていて、一目瞭然です。

　　小規模経営の衣料品店では、店舗面積に限りがあるため試着室のない場合があります。その場合

は商品の交換や返品が可能かどうか必ず聞きましょう。一般的に、交換は可能でも返品には応じな

いところがほとんどと言っていいでしょう。交換時には以下のことに注意してください。

■購入後一週間以内はタグや値札を切らない。領収書ともとの包装袋に入れてお店へ持参する

■同商品の他のサイズ、または同価格商品への交換のみ可能とする
■交換は1回のみとする

覚えるフレーズ

唔該，我想試吓呢件衫。
M4 goi1，ngo5 söng2 si3 ha3 li1 gin6 saam1。

すみません、この服を試着したいです。

呢條褲有冇大／中／細碼啊？
Li1 tiu4 fu3 yau5 mou5 daai6／zhung1／sai3 ma5 a3 ？

このズボンのLサイズ/Mサイズ/Sサイズはありますか？

呢條頸巾有冇第二隻色啊？
Li1 tiu4 geng2 gan1 yau5 mou5 dai3 yi6 zhek3 sik1 a3？

このスカーフは、他の色はありますか？

(試完衫) 唔好意思，我試完覺得呢件衫唔啱，有冇大件啲／細件啲啊？
(si3 yün4 saam1)  M4 hou2 yi3 si3，ngo5 si3 yün4 gok3 dak1 li1 gin6 saam1 m4 ngaam1，
yau5 mou5 daai6 gin6 di1／sai3 gin6 di1 a3？

（試着後）すみません、試着しましたが、サイズが合いません。
大きいの/小さいのはありますか？

(試完衫) 我要呢件丫唔該，請問幾多錢啊？
(si3 yün4 saam1) Ngo5 yiu3 li1 gin6 a1 m4 goi1，ching2 man6 gei2 do1 chin2 a3？

（試着後）これにします。いくらですか？

１

２

３

4

5

広東語・発音・日本語

西裝／套裝

sai1 zhong1 / 
tou3 zhong1
スーツ

T恤

söt1
T シャツ

鞋

haai4
くつ

連身裙

lin4 san1 kwan4
ワンピース

睡衣

söü6 yi1
パジャマ/寝巻き

牛仔

ngau4 zhai2 fu3
ジーンズ/ジーパン

広東語・発音・日本語

頸巾

geng2 gan1
マフラー

帽

mou2
帽子

褸

lau1
コート

底衫底 ／内衣内
dai2 saam1 dai2 fu3／
noi6 yi1 noi6 fu3
下着とパンツ／

パンティーインナーウェア
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香港

香港

香港

香港&深圳

ハノイ
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香港

香港 ベトナム

香港

　春節（旧正月）は大切な友人や家族に向けて、心のこもったプレゼントをしてみては
はいかがだろうか。パティスリー界で世界的に有名な「ピエール・エルメ・パリ」はこの
度、春節のお祝いにぴったりの心躍るギフト商品の販売を開始した。
　「Monts & Merveilles」は、真っ赤な円筒パッケージがなんともお洒落。「幸福と繁栄」
の意味が込められており、申年の新年を祝うにはもってこいの商品だ。また、シングル

モルトスコッチウィスキーを代表する「Glenlivet」とコラボした
「Monts & Merveilles・The Glenlivet」も発売中。ヨーロッパ産とアメ
リカ産のオーク材を組合わせた樽で熟成され、繊細で複雑な香り
に仕上げられた「Glenlivet12年」とチョコとの相性は抜群！大人の

雰囲気で新年の乾杯をしてみては。「Monts & Merveilles」はサイズが選べ、価格は
HKD2,188～HKD4,088。
　「Red Coffret Box」には「Fetish Ispahan(HKD688)」、「Exquisite Delights(HKD988)」、

「Celebrations(HKD1,288)」の3つがセットになっており、ピエール・エルメ・
パリの商品が溢れんばかりに詰まっている。プレゼントされた人は、赤色の
華やかなデザインに思わずうっとりしてしまうことだろう。
　また新年は、家族や親しい友人達で集まり楽しく談笑することも多いは
ず。「Infiniment Grande」は1段が72個のマカロンからなる商品で、3段まで
組み合わせることができる。1段あたりHKD2,300。甘い口どけが食べた人を
笑顔にし、楽しいひとときを演出してくれる。
　春節に欠かせないナッツや果物も“ピエール・エルメ・パリ流”。
「Mendiants」は砂糖漬けされたジンジャー、オレンジピール、サルタナ、そし
て様々なナッツの組み合わせをチョコでコーティングしたお菓子。フルー
ティーでカリッとした食感が楽しめる。特別な時間を過ごす人にとって嬉し
いプレゼントとなるだろう。チョコはダークとミルクの2種類から選ぶことが

できる。
　最愛の人に極上のギフトをプレゼントしたい方には
「Chocolats au Macaron」がおすすめだ。それぞれ「ピ
エール・エルメ・パリ」の原点であるチョコレートとマ
カロンの組み合わせはまさに絶妙。チョコレートの
香りをしっかり残しながらも、一口食べただけで、
アーモンドのフレーバーが口の中に広っていく。

Pierre Hermé Paris
ifcモール店
住所：Shop 1019C, Podium Level One 
　　  8 Finance St., Central
電話：(852)2833-5700
時間：10:00～21:00

ハーバーシティ店
住所：Shop 2410, Level 2, Gateway Arcade 3-27 
　　  Canton Rd., Harbour City, TST
電話：(852)2155-3866
時間：10:00～22:00

リッツカールトン店
住所：9/F., International Commerce Centre Arrival Lobby 
　　  1 Austin Rd., West Kowloon
電話：(852)2263-2232
時間：10:00～20:00

Monts & Merveilles・
The Glenlivet 
HKD3,688

［ Pierre Hermé Paris ］ 

春節の贈り物にぴったり！
「ピエール・エルメ・パリ」が新商品を発売
春節の贈り物にぴったり！
「ピエール・エルメ・パリ」が新商品を発売

ウェブ：www.pierreherme.com

Infiniment Grande 
HKD2,300/HKD4,600/HKD6,900

Mendiants
HKD350

Red Coffret Box 
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香港

　疲れ知らずの靴で世界中から注目を浴びているブラジル発の靴ブランド「Melissa
（メリッサ）」。雨の日でも気兼ねなく履けるとして日本では梅雨時期の定番だが、香港
でも銅鑼湾（コーズウェイベイ）のSOGO、タイムズスクエア、尖沙咀（チムサーチョイ）
のハーバーシティーなど全7店舗を構えるほど人気が高い。近年は、Jason Wu, 
Vivienne Westwoodなどの有名デザイナーとのコラボレーションも話題になり、シリー
ズ展開を大人用の「Melissa」、5歳～15歳用の「Mel」、さらに小さい子供用の「Mini 
Melissa」と設け、親子でお揃いの靴を履いて外出することができる。

　そんな同ブランドから誕生した春の新作は、
大小さまざまなリボンが付いた可愛いライン
アップが勢揃い。まずは大人用靴から紹介
しよう。バレーシューズからヒントを得たと
いう「Melissa Ballet Bow」は、四角いつま先
にしっかりとカバーしたかかと、足の甲にス

トラップがついたメリージェーンスタイルが特徴で小さなリボン付きのストラップで女
性らしさがさらにアップ！ その他、ジーンズにも合わせやすい、今年で4代目の人気デ
ザイン「Melissa Trippy IV」や、ボリューム満点の大きなリボンが一際目を引く「Melissa 
Ultragirl Sweet X」、スリムなデザインでリボンからチラリと見えるゴールドがポイントの
「Melissa Queen」など、カジュアルにもエレガントな服にも合うさまざまなタイプを揃え
た。どれも歩きやすく休日のショッピングや長時間歩く観光に最適だ。
　続いて子供用靴からは、ベビーラインのクラシックスタイル「Mini Melissa Ultragirl 
Sweet」が登場。4色展開しており、それぞれ違った色の大きなリボンが付いた9ヵ月～5
歳までのシリーズ。これさえあれば、雨の日、水遊び、遊園
地など時間も場所も選ばずどこへでも履いていける。中
でもギフト用としてオススメしたいのが、新生児用のス
ペシャルサイズで展開する「My First Mini Melissa（新生
児～9ヵ月）」だ。柔らかく、愛らしいピンク色の靴がカラフ
ルなドット柄のギフトボックスに入り、出産祝いなどの特
別な贈り物にぴったり！さぁ春が来る前にショップをの
ぞいてみよう。

［ Melissa ］ 

ギフトにも最適！ 雨の日でも困らない人気靴
ブラジル発祥の「メリッサ」から春の新作登場
ギフトにも最適！ 雨の日でも困らない人気靴
ブラジル発祥の「メリッサ」から春の新作登場

Melissa
住所：Shop 506, 5/F., Times Square, 1 Matheson St., CWB　　　　　　　　電話：            

Shop 31, G/F., Fashion Walk, 27-47 Paterson St., CWB           
B1-20F-2 SOGO Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB 
Shop HP-149A, 1/F HARVEY NICHOLS, Pacific Place, Admiralty 
Shop 2604A, 2/F, The Gateway, Harbour City, TST   
Shop 179-180. 1/F MOKO, 193 Prince Edward West Rd., Mong Kok 
Shop 418, 4/F New Town Plaza, Shatin  

(852)2110-1512
(852)2363-0071
(852)2110-1512
(852)2910-1051
(852)3106-0111
(852)2398-2212
(852)3468-2013

Melissa Ultragirl Sweet X
 (HKD800)

Melissa Ballet Bow
 (HKD700)

Melissa Queen
 (HKD700)

My First Mini Melissa (HKD550)

Mini Melissa Ultragirl Sweet
 (HKD550)
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香港香港

　伝統的な広東料理が食べられると人
気の｢逸東軒｣。1990年に香港店をオー
プンし、20年以上に渡って、観光客や地
元住民の舌を唸らせている。同レスト
ランは1000年以上前から中国に伝わる
東洋医学をメニューに取り入れているた
め、料理を食べるだけで滋養強壮が期
待出来る。シェフのレベルも高く、中華圏
の料理人が腕を競うコンペティション
で、毎年のように賞を獲得している。
2010年から2012年までは香港・マカオ

エリアのミシュラン
一つ星レストランに
も選ばれており、その
実力は誰もが認めるところ。食材にはもちろん、盛り付けの美しさ・
エレガントさにも拘っているため、舌だけではなく、目でも料理を楽
しむことが出来る。ダブルボイルスープ、豚の丸焼き、チャーシュー、
土鍋といった料理が定番メニューとなっており、ランチタイムには、
飲茶や小食もオーダー可能。
　旧正月に向けて、是非トライしてほしいのが年糕（ネンガオ/正
月もち）だ。年糕には｢仕事と生活が年々繁盛しますように｣という意
味が込められており、中国ではこの時期に必ずといっていいほど食
べられている料理だ。調理方法も蒸し物、揚げ物など様々で、味付け
も甘いものから辛いものまである。お気に入りの味付けを見つけて
みるのも面白いだろう。また店頭では、シェフが秘伝のレシピで調合
したXO醤を購入することも出来る。干貝、乾燥エビ、中国式のハム、
唐辛子などの辛味と旨みが凝縮しているので、どんな料理との相性
も抜群だ（HKD148）。また、同レストランのホームページでは、凄腕
シェフ直伝のレシピも公開しており、だれでも手軽に広東料理に
チャレンジ出来る（www.yat-tung-heen.com）。
　春節に向け、香港の街も賑やかになりつつある。家族･友人らと過
ごす時間も多くなる時期。同レストランで広東スタイルの楽しいひと
時を過ごしてみてはいかが？シーズン中は込むことが予想されるの

逸東軒逸東軒

凄腕シェフらが腕をふるう！
伝統的な実力派広東料理を
凄腕シェフらが腕をふるう！
伝統的な実力派広東料理を

逸東軒
九龍店
住所：Basement 2, Eaton, Hong Kong, 380 Nathan Rd.
電話：(852)2710-1093

香港店
住所：2/F., Great Eagle Centre, 23 Harbour Rd., Wanchai
電話：(852)2878-1212

時間：月曜～土曜 / 11:00～16:00　18:00～23:00
　　  日曜・祝日   / 10:00～16:00　18:00～23:00
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香港 ホーチミン

　伝統的な広東料理が味わえる老舗「福臨門」。香港では知らない人はいないといって
も過言ではない程の人気がある同店から、春節（旧正月）恒例の「年糕」が発売された。
高級食材を用いた上質な味が家庭で楽しめる「年糕」は全部で5種類。もちもちの食感
にそれぞれの材料が加わり、香り豊かなものや甘さ控えめなものなどを揃え、味も抜
群！ まだ春節の定番「年糕」をいただいたことのない方は、ぜひローカル文化にのっと
り味わってみてはいかがだろうか。
　定番となるオレンジ色の「椰汁年糕（Glutinous Rice Cake）」は、砂糖とココナッツミル
クの絶妙なバランスで、甘いだけでなく滑らかながらももっちりとした口当たりが楽しめ
る人気の味。また、日本人に馴染み深い「大根餅（Turnip Cake  with Cured  Meat）」は、
燻製肉入りで新界で採れたカブを使用するこだわりよう。そしてそのカブの歯ごたえを
残すように手で小さくちぎり、そこに干し海老、中華ソーセージ、燻製肉をさいの目のよ
うにして加え一口一口の食感を大切にした贅沢な味わいだ。
　続いて、「タロ芋餅（Taro Cake with Cured Meat）」は、燻製肉を加えた特別レシピ。ロー
カルの新鮮なタロ芋を使い、豆腐に麹をつけ発酵させた、中国独特の調味料「腐乳」を入
れた餅は、強い香りが特徴だ。そして、ウイグル地区の太陽のもとで育ったナツメを使用し
た香り豊かで栄養が豊富な「ナツメ餅（Guo Fu Lou Jujube Cake）」、地元産のクワイと韓
国産の砂糖を使ったサクサク食感の「クワイ餅（Water Chestnut Cake）」を用意。どれも防
腐剤を一切使用しておらず、それぞれHKD300（1,000g）で発売している。
　その他、家族や友人の健康長寿、仕事の成功を祈り、さまざまな食材を詰めた上品な
手提げバッグも登場。丸々とした香り豊かな中国産茸、上質な豚とカモの肝臓で作られ
た中華ソーセージの詰め合わせ、北海道の宗谷で採れた日本産干し帆立、吉浜乾燥ア
ワビなどが入り贈り物に最適だ。

福臨門尚品福臨門尚品

春節の定番
5種類の味を楽しもう！
春節の定番
5種類の味を楽しもう！

福臨門尚品
住所：Shop 2, 35-45 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2363-8810

福臨門 (香港店)
住所：Shop 3, 35-45 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2866-0663

福臨門 (九龍店)
住所：53-59 Kimberley Rd., TST
電話：(852)2366-0286

国福楼
住所：LG2, The Empire Hotel, 
　　  33 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)2861-2060

ウェブ：www.flmfinefoods.com
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香港 香港

　香港の下町感が漂う西營盤（サイイプン）。上環（ションワン）と香港大学の中間に位
置し、昨年は港島線の延長工事によって、MTRの駅も開業した。そんなホットなエリアに
New Openしたのが｢Flying Pig Bistro｣。看板には、羽の生えたブタがデザインされてお
りキュートな印象。同レストランの特徴は、料理だけではなく内装やアートにも力を入れ
ている点だ。店内は、香港を拠点に活躍しているMalcolm Golding氏によってデザイン
されている。使い込まれた木材、モノトーンで描かれたグラフィックアート、金属製の家
具で統一し、ビンテージさを残しつつも、都会的なイメージを表現。Barカウンターの背
面には、割れた鏡で作られた巨大なモチーフが設置されており、空間をよりオシャレに
引き立てている。小物も洗練され、インテリアの観点からもレベルが高い。もちろん料理

も期待を裏切らない。基本的にはヨーロ
ピアンスタイルの料理となっているが、
ローカルの食材も使用するなどし、エス

ニック的な要素も加えている。特にオススメなのがポーク料理。部位ごとに調理方法を
変え、その部位に合う一番美味しい食べ方、味付けでいただくことができる。じっくりと
焼かれたpork knuckleは、マッシュポテトとキャベツの塩漬けを添えて食べよう。ジュー
シーなお肉と、さっぱりとした付け合せが食欲をそそる。また
同レストランは土日は朝9:00からオープンしているので、のん
びりとブランチを楽しめる。ブランチタイムからハウスワイン
の飲み放題がオーダー出来るので、ワイン片手に贅沢な休日
を過ごすのも良いかもしれない（HKD188 set brunch menu + 
HKD188 free-flow house wine）。ランチセットは3種類あり各
HKD98。ポーランド出身で、同レストランの設立者でもある
Christopher Przemyski氏は、｢私はミシュランレストランで経
験を積みました。Flying Pig Bistroでも、その経験を活かし、レ

ベルの高いサービスと料理をお届けした
いと思っています。｣と語る。西營盤という今ホットなエリアに誕生し
た、料理とアートに拘るハイセンスなレストラン。今後、どのような
存在感を見せてくれるのか楽しみだ。

Flying Pig BistroFlying Pig Bistro

西營盤にニューオープン！
ポーク料理とアートが楽しめるヨーロピアンスタイルのレストラン
西營盤にニューオープン！
ポーク料理とアートが楽しめるヨーロピアンスタイルのレストラン

Flying Pig Bistro
住所：G/F., 62 High St., Sai Ying Pun 
電話：(852)2540-0311
時間：月～金 11:00～23:00、土日 9:00～23:00
ウェブ：www.french-creations.com
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三重県人会メンバー募集
三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港立教会からのお知らせ

3月26日（土）夕刻、立教大学の吉岡知
哉総長および国際センターのメンバー
を香港にお迎えし、香港立教会会員と
の懇親会を開催します。
海外在住の校友として、母校のさらなる
国際化～「スーパー・グローバル大学
構想」を応援していきましょう。
もちろん、当日は、香港の大学に留学中
の立教生の参加も大歓迎です。
詳しくは、下記までご連絡ください。
ayakitamura@gmail.com（北村）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その
他ゆかりのある方
定期的にイベントをやっておりますの
でぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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」に興味をお持ちの方。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。
できれば看護師の方を希望します。詳
しくはメディポートの堀または永井ま
で、お気軽にお問い合わせください。
hori@mediport.com.hk
 電話:2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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店
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 Ms. Kaiser
　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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

　蘭桂坊（ランカイフォン）でモダンな韓国料理が味わえるレストラン「Jinjuu」。独特の
韓国スタイルと現代的なインテリアで飾られた店内では、タコスのようなバースナック
の他、プルコギバーガーとメキシコ料理でお馴染みのカーニタスフライ、名物のコリ
アンフライドチキンなどがいただける。ドリンクメニューは、定番の韓国焼酎「ソウジュ」

やネグローニの他、キムチブラッディーマリーなどの珍し
いバー飲料も揃えており、夜の語らいに申し分ない。さらに
夜も更けるとDJが登場し、ハウスやR&Bなどの音楽に身を

ゆだね、思い思いのアフター5を満喫することができるのだ。
　そんな同店に、これから来るバレンタインデーにぴったりなカップル向けのロマン
チックディナーが登場。また、2月13日には、シングルが恋人を見つけるための韓国風イ
ベントが開催される。アメリカで生まれ育った同店のオーナーは、フランスで修行を積
み、イギリス在住中は唯一の女性鉄人シェフとまで言われた、世界を舞台に活躍する名
物シェフ。自身のルーツである韓国の味にスパイスを加えた彼女らしい料理で、訪れる
人をもてなす。そんな同氏が考案したバレンタイン限定の「4コースディナー（HKD980/2
名用）」を紹介しよう。
　さっぱりとした帆立のカルパッチョを前菜にスタートする同コース料理は、シーザー
サラダ、サーモンキムパプ（韓国風海苔巻き）と和牛プルコギ、KFCチキン、揚げ豆腐から
中身を選べるバーガーが味わえる。さらにメインには、フィレステーキのマリネ、サー
モングリル、味噌グリル野菜から選ぶことができ、〆にはフレンチスタイルのデザートプ
レートが登場。柚子ホワイトチョコレートガナッシュムースとホットク（韓国風おやき）が
盛られた豪華なデザートは、誰もが満足する一皿。
　その他注目したいのが、1年のうちの最もロマンチックな日のために、ビバレージマネー
ジャーが生み出したという新しいカクテル「Busan Love（HKD150/2名用、HKD120/1名用）」
だ。意外な味を組み合わせて新しいカクテルを誕生させることが何よりも楽しいという
同氏が、この日のために創ったカクテルは、ゴジベリー（クコの実）ソウジュ、バニラリ
キュール、ココディーリキュールとチョコレートのコラボレーション。未知なる味で2人の
夜はさらに盛り上がることだろう。

JinjuuJinjuu

モダン韓国料理と新しいカクテルで
バレンタインに乾杯！
モダン韓国料理と新しいカクテルで
バレンタインに乾杯！

Jinjuu
住所：UG/F., 32 D’aguilar St., Central
電話：(852)3755-4868
ウェブ：www.jinjuu.com/hk
フェイスブック：JinjuuHK

時間：ランチ 月～日 12:00～14:30
　　  アフタヌーン 月～日 14:30～18:00
　　  ディナー 月～日 18:00～23:00
　　  レイトナイト 日～木 23:00～25:00
 金～土 23:00～27:00現代的なインテリアで飾られた店内

スコットランド産サーモンのグリル

モダンにアレンジされた韓国風海苔巻き

中味が選べるミニバーガーボリューム満点のシーフードサラダ
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　腹巻というとどうしてもダサいイメージが付き
まとうが、最近では女性向けのかわいいデザイン
のものがたくさん出回っている。
　お腹を冷やすのは良くないことは知られてい
る反面、温めることによるメリットにはどのような
ものがあるか？
　今回は寒～い冬にありがたい、腹巻の効果に
ついてリサーチした。

■腹巻の効果 冷えのサイン
　まずお腹を手で直に触ってみて、冷たいと感じた人は、内臓が冷えている可
能性がある。
　内臓が冷えていると、機能が低下し食べたものを消化吸収する働きが悪くな
り胃腸に負担がかかったり、腸内環境の悪化、便秘、下痢、風邪をひきやすくな
るなどの状態を引き起こしやすくなってしまう。
　またお腹が冷えることで全身への血流が悪くなり、代謝が下がり太りやすく
なるだけでなく、肌荒れや冷え性の原因にもなり、特に足先が冷えを感じる人
は、お腹が冷えていることが多い。
　お腹の冷えはこのように全身に様々な形で影響を及ぼしますが、腹巻をして
お腹が温まることにより、以下の効果が期待できる。

【冷え性の改善】
　体の中心あたりに位置するお腹や腰周りを温めると全身への血流がアップ
し、体全体が温まりやすくなる。中でも脚への血流は必ずお腹を通過するので、
脚が冷える人は脚そのものに加えお腹も温めるとより効果的だ。冷えの解消と
ともに、むくみの改善にも期待できる。
  
【ダイエット】
　体は熱を生み出すことでエネルギー（カロリー）を消費し、お腹が冷えること
によって生み出す熱が少なくなる分、消費されるエネルギー量が少なくなり、そ
の余剰エネルギーは体脂肪として蓄積されてしまう。

　また、腹巻に覆われる範囲には腎臓があり、とても冷えやすい内臓だと言われ
ている。腎臓は血液をろ過し、不要な水分や老廃物を尿として排出する器官で、
体のデトックス器官としての働きがある。冷えによって腎機能が低下すると、むく
みやすくなる。むくみが慢性的になるとその部分に脂肪が付きやすくなり、セル
ライトができやすくなってしまう。
　腹巻は体脂肪やむくみ、セルライトなどダイエットの大敵にも期待ができる。

【美肌】
　お腹が冷えると胃腸の機能が低下し、ニキビ・吹き出物な
ど肌荒れとなって表面に現れる。口の周りやあごにニキビが
できたらそのサイン。冷たい食べ物や飲み物をなるべく
摂らないようにし、体の内側から冷やさないように注
意し、併せて特に寒い時期は外側から腹巻で温めると
良い。

【生理不順、生理痛の改善】
　生理不順の原因は様々で一概には言えませんが、お腹の冷えは特に女性は
気を付けよう。冷えによって子宮とその周辺の血液の循環が悪くなると、ホル
モンバランスが崩れやすくなり、生理不順や生理痛が重くなる一因に。腹巻で
お腹を温めるほか、お腹や腰にカイロを貼って温めると、生理痛が和らぐ。

■より効果的な腹巻の選び方
　伸縮性がありお腹を締め付けないものを選ぼう。薄手のタイプは着ぶくれせ
ず、腹巻を着けたまま外出しても違和感がない。
　素材は昔ながらのウールや化学繊維のものよりも、シルクがおすすめ。シル
クは肌触りが良いだけでなく吸湿性に優れ、体温を逃さず温かさをしっかり
保ってくれる断熱効果も高いのが特徴だ。

詳しい説明はmicrodiet.netの最新の記事
『お腹を温めてキレイになる！あったか～い腹巻で温活ダイエット』をご参照ください。
http://microdiet.net/diet/000893.html
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microdiet.netレポート

　「今年は気合を入れてジムに通うぞ」と、年始に誓った人も多いのでは。しかし、最初
のうちは頑張って通えても、そのうち仕事が忙しくてなかなか行けなくなってしまった
り、行ける時間帯にジムが空いてなかったりと、せっかく会員になったものの契約期間
中にあまり行けずじまいだった、という人も多いと聞く。
　そんな中、入会金なしの月額制で、週7日、24時間オープンという新スタイルが話題の
フィットネススタジオ「Utime Fitness Studios」を紹介しよう。ここならたとえ真夜中で

も早朝でも、自分のスケジュールに合わせてス
トレスフリーで通えること間違いなしだ。
　Utime Fitness Studiosは、跑馬地（ハッピー

バレー）と西營盤（サイインプン）にスタジオを持ち、3店舗目の堅
尼地城（ケネディ―タウン）スタジオをオープンしたばかり。同スタ
ジオはトップレベルの最新フィトネス機器を取り揃えているだけで

なく、経験豊富な認定パーソナル・トレーナーが、顧客の目指すフィットネスゴールへ向
けて、親身になってサポートしてくれる。さらに、一部のフィトネスジムのように長期の
契約や契約更新を強く勧められる事もなく、電話での過度の勧誘などでストレスを感じ
ることもない。
　「毎日忙しいけれども、夜中にでもエクササイズしたい」「子育てで忙しい、でも時間
が空いた時にサクッとエクササイスしたい」というビジネスマンや主婦からも人気を集
めている。さらに、スタジオでのアクセスはメンバーズカードスキャンするだけなので、
受付でスタッフと顔を合わせることもない。退会する際には30日前に退会届を提出す
れば退会費用等を支払う必要もない。
　さあ、あなたも今年は自分のペースで実現できる、憧れの健康的な肉体美をゲット
しよう。

忙しいからなんて言い訳はもう通用しない！
今、話題沸騰中のフィットネスクラブ！
忙しいからなんて言い訳はもう通用しない！
今、話題沸騰中のフィットネスクラブ！
Utime Fitness Studios
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Utime Fitness Studios
堅尼地城スタジオ
住所：G/F., Wah Po Bldg., 1 New Praya, Kennedy Town
電話：(852)3956-5266

西營盤スタジオ
住所：2/F & 3/F., 120 Connaught Rd. West, Sai Ying Pun
電話：(852)3956-8203

跑馬地スタジオ
住所：1/F., King-Inn Mansion, 13-15 Yik Yam St., Happy Valley
電話：(852)3998-4896

ウェブ：: www.utimefitness.com
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