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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

　体験レッスンを共にした友人の帰国という出来事で、なんとも傷心冷めやらぬなか始まっ
た二胡のマンツーマンレッスン。とはいえ、この日はレッスン開始にあたりいよいよ自分の二胡
を購入するということで、ワクワクして教室に向かいました。
　教室につくと、真新しいケースを片手に待っていてくれた
今日も笑顔の先生。「パンパカパーン」という私だけに聞こえ
たファンファーレと共にケースが開き、出てきたのは夢にまで
見た私、かなめの二胡五線譜！
　「これから末永くよろしくね♪」と心の中で挨拶をして、早
速持たせてもらい、前回体験レッスンで教わった音だしを一
通りやってみます。まぁ、そこは弾く人は同じなわけで前回と
変わらずギーギー祭り（笑）
　そして先生「今日はこれやります」と出してきたのが二胡
の楽譜。ん？んん？？んんん？？？なにこれ！！！！！
　そこには見慣れた五線譜ではなく、数字が羅列されてい
る楽譜が！！
　二胡の演奏には数字譜、と呼ばれる楽譜が使われてい
ます。調べてみると、二胡をはじめとする中国古典音楽の楽
譜は数字譜が使われており、日本でも大正琴や複音ハーモ
ニカなどは数字譜で、明治から昭和前期までは、五線譜より
むしろ数字譜のほうが普及していたらしいのです。一気にレ
トロ感あふれる楽譜にみえてきました。
　ちなみにこの楽譜はD調の曲なので、西洋音楽の五線
譜では「1234567」は「レミファソラシド」となりますが、ここで
は「移動ド」を使っていますので、D調の曲でも「ドレミファソラシ」と呼びます。
　うーん、新しい世界への一歩目でいきなり大混乱。早速悩ましい事態に。じゃあ弾いてみま
しょうと先生のお手本のあとに続こうにも、五線譜に慣れている私はまず数字からおたまじゃ
くしに変換しないとどの音かすぐに出てこないのです。実に邪魔なこのワンバウンド。結局こ
の日はまともに弾けるフレーズはなく、がっくり肩を落として帰ることに。またもやカルチャー
ショックに見舞われたわけですが、既に数々の香港ショックを経験して図太くなってきた私。帰
りの道中で開き直り、そのうち数字には慣れるだろうからまずは音で弾いておこう！と早くも
前向きにあきらめて、家での練習にいそしむ日々 をスタートしたのですが・・・。数字譜問題の上
に更に難題が・・・！つづく。

　さて、今回の猫ですが。セントラルをぶらりとしている時に、少し動きがひょうきんなにゃんこ
を見かけたので観察していたところ。
　と…、届かない……！
　左に見えるピンポン玉の様なものに、たいそうご執心のご様子でした。
悩ましい時、こんな姿を見ると途端に癒されますね。
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マイ二胡と本格レッスンのはじまり
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香港生活２年目の主婦。旦那の影響で猫が大好きになったのに、当の旦那が猫アレル
ギー発症。家では飼えないので道行く猫を激写して満足する日々。昔から色々やりたい病
で、今回のターゲットは二胡！さてさて。どうなるか。

　最近、多くの香港人を悩ませているの
が、電話による振り込め詐欺。2015年1月
から7月における被害総額は18,000万ド
ルとなっており、2014年の同時期と比較
をし、70%も増加している。そして現在
も、被害総額は増える一方…。いったい
なんで？！
　以前は、香港でも「オレオレ詐欺」的な
犯罪がメジャーだったようなのだが、ここ
数年で、様々なタイプの振り込め詐欺が
発生している。最近のトレンドは、運送会
社の従業員を装ったり、中国本土の政府
を装ったりするスタイルなのだとか…。
　まず、運送会社を装うケースでは、従
業員を名乗る人から電話が掛かってく
る。実際に存在する会社名が使用される
ため、このタイミングで騙されてしまう
人もいるらしい。そして、「荷物を預かっ
たが、届け先が分からないので、自宅の
住所を教えてほしい」などと銀行口座番
号、IDナンバーなどの個人情報を言葉巧
みに聞き出してしまう。「書留郵便に署
名がないので、名前を教えて欲しい」、

「クレジットカードの支払いが滞ってい
るため、書留郵便が届いている」などと
言った手口から、被害にあうケースもあ
るそうだ。

　「騙徒（ピントゥ）」と呼ばれる詐欺集
団はこの個人資料を元に黒社会（ヤク
ザ）系の「サラ金」からお金を借りてしま
うという仕組みだ。被害者の元へはある
日突然、身に覚えのない借金証書が届く
というワケだ。　
　また、中国本土の政府を装ったタイプ
の詐欺は、実在しないオフィスから、い
きなり偽の書類が自宅に届く。その中に
は、偽のIDカードや、偽の警察官の写真
などが同封されていることもあり、かな
り手が込んでいる。電話は、英語で掛
かってくることも多いので、注意が必要
だ。知らない電話番号からの着信には、
十分に注意しよう。政府機関や金融機関
から連絡が入った場合も、安易に個人情
報は教えず、一旦、受話器を置き、冷静
に一呼吸置いてから、電話を掛けなお
すようにした方がいいかもしれない。
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　日本のソウルフードとも言わ

れる「おむすび」。お花見やピク

ニックなど、春の行楽が楽しめる

今の時期、おむすびを作る機会

も多いのではないでしょうか。

シンプルな塩むすびももちろん

美味しいけれど、色々な具材を混

ぜ込んだら、美味しく彩りもよく

キレイを手に入れられるおむす

びが簡単にできちゃいます。

　今回は手軽にキレイを取り入

れるためのアレンジポイントを

ご紹介したいと思います。

◯雑穀や玄米をプラスする

大さじ2杯程度の雑穀を加えた

り、白米の半量を玄米にして炊く

ことで、繊維質やミネラル分も豊富になり、デトックス効果の高いおむすびに。

◯乾物を上手に取り入れる

桜えびや塩昆布、ごまといった、長期保存の利く乾物は栄養も旨味もたっぷ

り。ワカメは一度ふやかして、刻んで加えると食べやすいです。

◯とろろ昆布や大葉を巻く

おむすびに巻き付けてよいのは、何も海苔だけではありません。

見た目の変化も楽しめ、栄養価の高いとろろ昆布や大葉を巻きつけたり、白ご

まをまとわせてみたり。いつもとは雰囲気の違うおむすびで目にも美味しくい

ただきましょう。

◯薬味もざくざく刻んで混ぜる

ミョウガや大葉、長ネギといった薬味を混ぜこむことで、風味やアクセントが

加えられるだけでなく、抗菌・整腸作用の役割も得られます。

　今回は上記のポイントにプラスした、オススメのビューティーむすびも合わ

せてご紹介します。

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

第11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

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。

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
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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！

こちらではアスタキサン

チン豊富な鮭と、食べる

美容液と言われることもあ

るアボカドを組み合わせま

した。

手軽に作れるおむすびだから

こそ、日々いろいろな食材を組

み合わせて無理のない＋α食材

で、美味しくキレイを手に入れて

くださいね。

〈アボカドと鮭のおむすび〉
  

（4個分）

❶アボカドを角切りにしボウルにい

れ、レモン果汁を加え和え、刻んだ

みょうがとしょうゆも加え和える。

❷焼いた鮭をほぐし、ごはんに加え

混ぜる。

❸ラップに❷を薄く広げ、❶を中心に

乗せ包み込むように持ち上げたら、

アボカドが隠れるようにごはんを少

し乗せ、三角にむすぶ。

❹側面に白ごまをまとわせる。

 ●  ごはん  

240g
 ●  アボカド 

1/2個
 ●  鮭 

1切
 ●  レモン果汁 

小さじ1/4
 ●  しょうゆ 

小さじ1/2
 ●  みょうが 

1個
 ●  白ごま 

適量

❶行程の中身イメージです
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　目に見えない毛穴のつまりから始まり、アクネ菌が増えて炎症に至るニキビ。日頃か
ら皮膚科で治療をしているというニキビ肌でお困りの方も少なくないだろう。そして、通
院に併せて重要になってくるのが、毎日の適切なスキンケアだ。そこで今回は、そんな

ニキビに悩みを抱えている方必見
のスキンケアブランド「Cetaphil
（セタフィル）」を紹介しよう。

　皮膚科学に特化した製薬会社「ガルデルマ」から1947年にアメ
リカで誕生した同ブランドは、これまで積み上げてきた皮膚科学
の知識と皮膚科医との密な協力のもと、低刺激で肌に優しい製品

を生み出し、現在世界50ヶ国以上で愛用され続けている。もともとは一人の薬剤師が、
皮膚の治療を受けている患者のために、治療薬の基剤から洗浄剤を開発したことから
始まるブランドだが、そこから保湿剤へとラインナップを拡大。現在では「洗顔」と「保
湿」というスキンケアの基本を重視し、肌にとって必要なシンプルケアを提唱している。
　同ブランドシリーズの中で、ニキビ肌とニキビのない肌を慎重に比較して誕生した
「ダーマコントロール」は、ニキビ肌の方にとって最も重要な洗顔と保湿に力を注いだ
渾身のシリーズ。まず「オイルコントロールフォームウォッシュ」を使って、原因の1つで
ある余分な皮脂・汚れを落として優しく洗顔し、ニキビを予防することからスタートしよ
う。皮脂をスッキリと洗浄するグルコン酸亜鉛が、べたつきを防ぎ、ニキビの炎症などに
よる刺激で乱れがちな肌のキメを整える。低刺激であることから、ニキビ治療中の方で
も治療を妨げることなく使用ができるという。
　続いて保湿と日中の紫外線を防ぐために使いたいのが、「オイルコントロールモイス
チャライザーSPF30」。セラミドで肌を整え、保湿・整肌成分配合でうるおいを与え、さら
に3種のUVフィルターの組み合わせにより、UVA、UVB両方の波長を幅広くカットする優
れた日焼け止め乳液だ。
　肌の特徴をよく理解し医学的な観点からしっかり研究していることこそが同ブランド
が愛される秘訣。まずは実際に試してその効果を実感してみよう。

今すぐ試したい！ 洗顔から始めるニキビ予防！
セレブも愛する高保湿のスキンケア
Cetaphil 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Cetaphil 
電話：(852)2824-0333
ウェブ：www.cetaphil.com.hk
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　家族で香港に滞在する予定の方に「香港の夜景
が一望でき、交通機関からアクセスも良く、ファシ
リティも充実しているホテルを探している」と言わ
れ、どこを紹介すべきか悩んだことがある人も多
いのでは。香港滞在を余すことなく満喫したいという人にオススメしたいのが、紅磡（ホン
ハム）に位置する「カオルーン・ハーバーフロントホテル」。元スターフェリーホンハム埠頭
から徒歩約10分の沿岸エリアに位置する同ホテルは、全ての客室にキッチン、洗濯機・乾

燥機、ダイニングスペース、応接スペースが備わってい
る2015年7月生まれの新しいグランドホテル。キッズの
ためのプレイルームや屋外プール、フィットネスセン

ター、サウナなどファシリティ面もゲストを飽きさせないサービスが揃っており、安心で快
適な香港滞在を送れるだろう。
　そんな「カオルーン・ハーバーフロントホテル」では、このたび待望のカフェスペース

「Café D」をオープンする。グラウンドフロアのロビー横に位置する同カフェではメニュー
豊富な朝食サービスを提供しているほか、コーヒー、ケーキ、ベーカリーなど充実の軽食
アイテムを取り揃えている。さらに週末と祝日にはランチやディナーも提供されているた
め、香港滞在を快適に過ごしたい方にもってこい。ホテル内ダイニングでは朝の身体を芯
まで温めてくれるキノコのポタージュスープ、クルトンとトマトがたっぷりのレタスサラダ、
ハーブや塩胡椒で味付けされた鶏肉を1羽丸ごと味わえるチキンローストなど豊富なラ
インナップが味わえる。また、テイクアウトしたいという人にぴったりのラップサンドも提
供しているほか、ベーカリーファンはスモークサーモンとルッコラのサンドウィッチ、チョコ
レートたっぷりの贅沢ドーナツを味わってみてはいかが？ ケーキは季節のフルーツを

ふんだんに取り入れた数種類を随時用意。食後のデザートまでばっちりの
メニューが楽しめるだろう。
　さらに全室スイート仕様の同ホテルに、新たにファミリー向けの2ベッ
ドルームタイプのスイートルーム「Quad Suites（クアッド・スイート）」が誕
生する。2つのツインベッド＋ダブルベッドタイプか、2つのダブルベッドタ
イプを選択できるため、様々なファミリーに対応できるだろう。
　屋外プールを囲うように立つ大型ホテルの各部屋からは香港島のダイ
ナミックな金融街、または九龍の煌めくビル群が一望できる。快適で安心
のホテル滞在を約束してくれる「カオルーン・ハーバーフロントホテル」。
ぜひ来港ファミリーにオススメしたい。

Kowloon Harbourfront HotelKowloon Harbourfront Hotel

快適な香港旅行をすべてのゲストへ
紅磡のハーバーサイドホテルに新しいカフェスペースが
快適な香港旅行をすべてのゲストへ
紅磡のハーバーサイドホテルに新しいカフェスペースが

Kowloon Harbourfront Hotel
場所：8 Hung Luen Rd., Hung Hom Bay
電話：(852)2186-9036
ウェブ：www.harbour-plaza.com/khfh

Café D
電話：(852)2186-9091
時間：朝食 7:00～10:00am
　　  ランチ 11:30～15:00（土、日、祝日のみ）
　　  ディナー 18:00～21:30（土、日、祝日のみ）
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　高級広東料理が味わえる老舗レストランの「福臨門（Fook Lam Moon）」は、湾仔
（ワンチャイ）に本店を構え、高級食材を使った上品な味で人気がある。そんな同店が、
家庭でも老舗の味を楽しめるようにと創業65周年を記念してオープンしたのが、「福臨
門尚品（Fook Lam Moon Fine Foods）」だ。そしてその第1号店が、昨年の夏、湾仔にオー
プンし話題を呼んでいる。独自のブランド食品のほか、世界中から集まった美食品の
数々を揃え、安全安心な食材が並ぶ店内には、香港土産を求めに観光客も訪れるが、歴
史ある同レストランの昔ながらのファンも足繁く通う。超有名店のグルメショップだけ
に、訪れる客の期待度も高い。
　最近仲間入りした同店イチオシの商品は、撈麺（ローミン）でお馴染みの「乾燥蛯子」
と贈答用に最適な「胡桃入りクッキー」の2種類。高級食材の原産地として有名な広東省
珠海市に位置する斗門（トモン）区から仕入れた蝦の卵を、精製して乾燥させた後に旨
み成分を加えた乾燥蛯子は、料理に混ぜたりかけたりするだけで蝦の風味が楽しめ、味
のアクセントになる贅沢な一品。一方、レストランでも提供される人気のクッキーは、胡
桃のサクサク食感が一度食べたら病みつきに。1枚のサイズが大きく食べ応えも抜群！
今ならディスカウントキャンペーン実施中で、1箱8枚入りがHKD88で手に入る。ぜひこ
のお得な機会をお見逃しなく。
　さらに現在、以前同店で好評を得ていた週末イベント「Weekend Wine Tasting」が、
再び開催中。毎週土日14時～18時までの間、ワインの味を探究する同イベントはワイン
好きの方にぴったりだ。

福臨門尚品福臨門尚品

老舗の味が家庭で味わえる！
贈答用にぴったりな新商品をご紹介
老舗の味が家庭で味わえる！
贈答用にぴったりな新商品をご紹介

福臨門尚品（Fook Lam Moon Fine Foods）
住所：Shop 2, G/F, 35-45 Johnston Rd., Wanchai
電話：(852)2363-8810
時間：月～日　11:00～21:00
ウェブ：www.flmfinefoods.com

乾燥蛯子　HKD108（1瓶）

胡桃入りクッキー　HKD88（1箱）
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香港香港

香港

　台湾スタイルの屋台料理が食べられると人気の
「The Night Market」。2009年、1号店が中環にオー
プンし、現在は九龍のエレメンツモールにも出店
中。同店のメニューは、現代風なアレンジを加えつ
つも、基本的には台湾の伝統的な屋台料理をモ
チーフとしているため、どこかローカル的な懐かし
さが感じられる。また同店では、産地から直送され
る新鮮な食材を使って調理をすること、料理にはうま味調味料（グルタミン酸ナトリウ
ム）・添加物・防腐剤などを使用しないことを徹底している。美味しいだけではなく、体に

優しいというのも嬉しい。店内のスタッフもフレンド
リーで、アットホームな雰囲気。実際に屋台にいるか
のような気分で過ごすことが出来るだろう。ランチタ

イムには「Bento Lunch Menu」が登場したり、エレメンツモール限定だが、飲茶メ
ニュー、アフタヌーンティーセットをいただけたりと、ユニークな取り組みも行っている。
同店に訪れた際にぜひトライしてほしいのが「台湾ミルクティー」、「ポップコーンチ
キン」、「ビーフヌードル」だ。台湾ミルクティーには、大粒で噛みごたえのある（台湾では
これをQQ感と呼ぶそう）タピオカが入っており、濃いめのミルクティーと相性抜群。台湾
スタイルの唐揚げとも呼ばれるポップコーンチキンは、スパーシーな香りとジューシー
な肉汁が特徴だ。また、甘辛いビーフヌードルも、台湾のB級グルメとしてかなり有名。

他にも、フワフワした食感がクセになる台湾スタイル
のカキ氷や、なかなか日本では食べることができな
いタロイモのデザートなど種類も豊富。本格的な台
湾料理を囲みながら家族や友人らとの会話も盛り上
がること間違いなし。是非一度、足を運んでみては。

The Night MarketThe Night Market

香港で食す、台湾B級グルメ！
アットホームな空間で過ごす、楽しい時間
香港で食す、台湾B級グルメ！
アットホームな空間で過ごす、楽しい時間

　
エレメンツ店
住所: Shop 1028A., 1/F., 1 Austin Rd. West, TST 
　　  (MTR Exit Kowloon D1)
時間: 月～日 11:00～23:00
電話: (852)2807-2292

The Night Market
中環店
住所:  6-7/F., 11 Stanley St., Central 
　　  (MTR Exit Central D2)
時間: 月～土 11:30～23:00、祝・日休
電話: (852)2810-1121

ウェブ: www.thenightmarket.com.hk
フェイスブック: thenightmarkethk

ビーフヌードル
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　リニューアルオープンのため、昨年末に西營盤（サイインプン）から上環（ションワン）
に移転した話題のヴィーガンレストラン｢Grassroots Pantry｣。ヴィーガン料理と聞くと
味が薄くて野菜ばかり、満足度に欠けると思っている人も多いだろう。しかし同店ではペ

ニンシュラなどで修業を積んだ実力派
シェフが、良質の食材を用いてそんな
ヴィーガン料理のイメージを一新す

る。斬新でユニーク、それでいて体にも地球にも優しい料理は健康志向の人達をはじ
め、ヴィーガン（菜食主義者）達の人気も集めている。
　そんな同店では「キッチンで料理を作ることの大切さ」を思い
出させてくれるイベントを4月に開催する。ベストセラーフード
エッセイ「人間は料理をする（原題：Cooked）」を元にした同名
ドキュメンタリー映画を鑑賞しながら体に優しい軽食を食べな
がら、食事を作ることの大切さを共有しようというイベントだ。
　イベントでは同ドキュメンタリー映画を3回に分けて鑑賞する。軽食にはライスコロッ
ケ「アランチーニ」、「マッシュルーム・ポップコーン」、バーベキューソースで味付けされ
た「グラノーラ・クラスター」が用意され、さらに飲み放題のドリンクも提供される。鑑賞
後には「Grassroots Pantry」のオーナーであるPeggy Chanが、映画を通して感じたこと
をディスカッション形式で共有する。3名参加でHKD650となるディスカウントパッケージ
もあるので、「食」に興味のある人達を誘って出かけてみるのもいいだろう。
　普段は忙しくてなかなか「食」に目を向けられないという人も多いはず。日頃の生活ス
タイルを180度変える必要はない。まずは同ドキュメンタリー映画のメッセージである
「愛する人のために料理する時間は、他者との繋がりを感じる充実した時間」の意味を、
自分なりに考えてみてはいかがだろうか？

Grassroots PantryGrassroots Pantry

料理を作ることの大切さを記したドキュメンタリー映画鑑賞会
上環のヴィーガンレストランで開催決定！
料理を作ることの大切さを記したドキュメンタリー映画鑑賞会
上環のヴィーガンレストランで開催決定！

Grassroots Pantry
住所：108 Hollywood Rd., Sheung Wan
電話：(852)2878-3353
時間：7:00～23：00
ウェブ：www.grassrootspantry.com

＜マイケル・ポーラン「人間は料理をする」全3回スクリーニングイベント＞
映画の紹介：古来から料理を作ることによって進化を遂げ高度な社会と文明を築いてきた人類が、

近年加工食品を購入し家庭で料理をする機会を逃していることに警鐘を鳴らしたフー
ドドキュメンタリー。フードジャーナリストである著者が「火」「水」「空気」「土」というカ
テゴリーごとに、料理を取り巻く様々な国々の人々、家庭、受け継がれた料理法などを
紹介し、「キッチンで料理を作る」ことの大切さを説く。

第1回（4月2日21:30から）
4章編成の「人間は料理をする」の
最初の1章を鑑賞

第2回（4月13日夕方から）
「人間は料理をする」の
2章を鑑賞

第3回（4月22日夕方から）
「人間は料理をする」の
3、4章を鑑賞

洗練された落ち着いたインテリア

オーナーのPeggy Chan氏
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　イースターに卵を探したりチョコレートを食べたりするだけではもったいない! ボ
リューミーな肉料理をリーズナブルな価格で楽しみたいなら、銅鑼湾（コーズウェイベ
イ）のステーキレストラン「The Chop House（ザ・チョップ・ハウス）」に足を運んでみよ

う。同店では現在「ビース
ト・フィースト・アット・
イースター」と名の付い

たフェアを実施中。「肉料理はもちろんのこと、価格もびっくりするようなものでないと
Beast（野獣）という名はつけられません」という意気込み通り、驚くような特大ポー
ションの料理を手の届きやすい価格で提供している。
　2人用で提供される料理のスタートは「ニンジンとココ
ナッツのスープ」から。ニンジン本来の甘み、そしてココナッ
ツの甘酸っぱさがなめらかな舌触りの中でバランスよく感
じられる一皿だ。サイドにはパンがつくため、スープに浸し
てもよし、バターを塗ってカリッといただいてもよし、次に続
くメイン料理とともにいただいてもよし、自己流で楽しもう。
お待ちかねのメインは肉料理が色とりどり盛られた贅沢な
一皿。そのコンテンツに驚くことなかれ、厚く切られた「ローストビーフのフィレ」、はちみ
つ、ハーブ、ライムで味付けされた「ローストチキン1/2サイズ」、ローズマリーの香りが豊
かな「ガーリック・ローストラム」、さらにはパリッとした食感が楽しめる「プレミアム・ポー
クソーセージ」など、肉好きの目が輝くようなメニューが所狭しとならぶ一品だ。サイドに
は「レモンとサルビアのローストポテト」や「カリフラワー、フレッシュトマト、セリ、ケッパー
のグリル」が付いてくるため、肉ばかり食べてしまって気が引ける、という方も安心。デザー
トの「チョコレートとキャラメルのデザートボード」には甘党を満足させるメニューが勢揃
い。ピーナッツとチョコレートのキューブ、マカダミア4ピースブラウニー、チョコレートクッ
キー、キャラメルクランチ、チョコレート・シュトロイゼル、さくさくのメレンゲ、そしてチョコ
レートカスタードと、聞くだけでよだれが出てくるようなスイーツが楽しめる。
　価格は上述の2人用メニューでHKD198（+サービスチャージ）という驚きの値段。さら
に10歳以下の子どもにはジュニア・フィーストとして、ミニバーガー、フレンチフライ、ス
パゲッティ、ミートボール・トマトソース、フィッシュ＆チップスが含まれているコース

（HKD98+サービスチャージ）も用意されている。せっかくだからたくさんビールが飲み
たいという人には、大満足の「2リットル・ビールジャグ」がオススメ。カールスバーグ

（HKD208）、アサヒ（HKD238）、1664ブランク（HKD258）、ブルックリンIPA（HKD258）な
ど安心の有名銘柄を取り揃えている。
　上記キャンペーンは現在ソフトオープン中のザ・チョップ・ハウス尖沙咀（チムサー
チョイ）店でも実施中! イースターは家族でお腹いっぱいお肉を食べたいという人は足
を運んでみよう！

The Chop HouseThe Chop House

まるでビースト気分!?
人気ステーキレストランで肉料理のフィースト実施中！
まるでビースト気分!?
人気ステーキレストランで肉料理のフィースト実施中！

銅鑼湾店
住所：Level 3 Soundwill Plaza II ‒ Midtown 1,
　　  Tang Lung St., CWB
電話：(852)2771-3177

尖沙咀店
住所：Shop 3013C, 3/F. Miramar Shopping Centre, 
  　　132 Nathan Rd., TST
電話：(852)2295-3200

The Chop House
ウェブ：www.thechophouse.com
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　先日、日本に出張した折
に、相続をしたジュエリーを
見て欲しいという依頼があり
ました。拝見したジュエリー

の内一点、薄紫色の石の指輪について私の所見をご紹介します（写真1）。
　お伺いして、早速、屈折計をセットし、その石に入った光の屈折率を読み
ました。屈折率1.62。複屈折等をチェックし、ルーペで石を観察しました。天
然のラベンダー・ジェイドです。つまり、硬玉ヒスイ（ジェイダイト）です。所謂、
高価に取引をされるタイプのヒスイです。ラベンダーの色調が全体に載り、
上品な本筋の品です。旅行のガイドブックに紹介される「香港ヒスイ市」で見
受ける怪しげな品と違います。日本では、ヒスイと言えば深緑と思われるで
しょうが、中華圏ではラベンダーも、また透明・半透明の氷の様なヒスイも人
気です。脇には小粒のダイヤモンド10個が、プラチナ900（Pt900）の枠に
セットされています。指輪の形は変形しています（写真2）。この変形は、簡単
に直せます。しかし、使っていると、また、数年内に変形するでしょう。実は、鋳
造方式で加工したPt900（90%プラチナ、10%パラジュームの合金）は、柔ら
かいので変形しやすいのです。変形が気にならなければ、そのままでも使用
には問題ありません。それでも気になったら、直せばよいのでしょうね。

　この指輪には、2年前の価格評価メモがついていました。相続税の為で
しょう。特に昨今は、宝石・貴金属も相続税の対象と見なされています。私
は、常に国際的な市場での価値評価をしています。その観点から判断して、
添付されていた評価は妥当と思いました。
私の総合的なアドバイスは：

2.デザインをもう少し華やかにして、今風のデザインにする事も考えられま
す。その折、加工に使用するプラチナは、固さを出せるプラチナにする。デザ
インは、私がさせて頂きます。
3.もし、今後お着けに成る予定がないのでしたら、買取りもさせて頂きます。
　以上の様に3つの選択肢を上げました、一人一人のお客様に、ジュエリー
に関するアドバイスをしています。それを私の友人たちは、ジュエリーの
「ホーム・ドクター」或は「ホーム・ジュエリー・アドバイサー」と命名してくれ
ました。相続税が気になる終活として、ジュエリーを査定・整理する時は、ご
相談ください。

ジュエリーに関するご相談をお受けしております。
下記アドレスにお問い合わせ下さい。

ジュエリーの「ホーム・ドクター」
Vol.10宝石業界こぼれ話

written by Sam

写真1
ラベンダー・ジェイドの指輪

写真2
変形した指輪

香港香港

　｢ALEXANDRE DE PARIS(アレクサンダー ドゥ パリ)｣は
フランスを代表する高級ヘアアクセサリー。ケネディー元
大統領夫人、オードリーヘップバーン、エリザベステイ

ラーなど世界中の王族貴族や政治家、セレブなどのヘアスタイルを手がけたアーティ
ストのアレクサンドルが作るヘアアクセサリーは、多くセレブやトップレディーなどの女
性を虜にしている。そんな同ブランドから2016年の春夏コレクションが到着した。
　世界15ヶ国で展開している同ブランドは香
港ではパシフィック・プレイス、ファッション
ウォーク、ランドマークなど全6店舗を構える。
日本でも多くのファンを持ち、その細部にまで
高級感溢れるパリの生粋の美意識を感じさせ
るデザインが人気の秘密だ。もちろん、デザ
インだけではなくひとつひとつ職人の手作りと
いう質の高さ、そして着け心着の良さも高い評
価を得ている。長い間使用しても特殊加工が施されているので色あせる事もない。バ
レッタやクリップに使用されているクリスタルは全てスワロスキー社製のもので宝石
のようで、エレガントで美しい女性を演出してくれる。女子力アップアイテムとして一度
使うと手放せなくアイテムだ。
　新コレクションアイテムをいくつか紹介しよう。まずは、同ブランドの中でも人気アイ
テムの1つであるクリップから新登場の「Electron Libre」。プレーンクリップに描かれた
アラベスク柄が大人っぽくて華やか。甘さを抑えた上品なクリップだ。「Infaillible(絶対
確実なもの)」は黒とベージュの組み合わせ。片リボンに柔らかいドレーブのデザイン
が落ち着いた雰囲気。どんなスタイルにも合わせやすい安定した人気シリーズの
「BACCARA(バカラ)」からは、新しくシックなブラックが登場。花びらは葉脈柄のクリア
マテリアルで奥行きがあり立体感のあるバラに。髪につけるとぐっと華やかさが出るア
イテムだ。最後は贅沢にパールビーズを使った上品でノーブルなシリーズの
「Lollipearl」。春らしい色使いと立体感たっぷりのお花の組み合わせはそれぞれのマテ
リアルの美しさが際立ち、絶妙なバランスを生み出している。
　店頭にはその他にも多くの2016年春夏コレクションが並ぶ。ぜひお店に足を運んで
あなた好みの一点を見つけてみては。

ALEXANDRE DE PARIS
住所: Shop 24, G/F., Main Block, Fashion Walk, 11-19 Great George St., CWB
電話: (852)2561-2222
時間: 11:00～22:00
ウェブ：www.alexandredeparis-accessories.com

［ ALEXANDRE DE PARIS ］ 

パリの高級ヘアアクセサリーブランドから
2016年春夏コレクション到着！
パリの高級ヘアアクセサリーブランドから
2016年春夏コレクション到着！
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　パリのスイーツ好きがこぞって通うエクレア専門店「レクレール・ドゥ・ジェニ
（L’éclair de Genie）」。パリのフードブティック「フォション（FAUCHON）」のシェフ・パ
ティシエを約10年務めたクリストフ・アダン氏が2011年に独立し立ち上げた同店は、
「天才的に素晴らしいエクレア」という店名に恥じぬ、お洒落で独創的、宝石のように華
やかなエクレアを数々生み出してきた。フードデザインに強いこだわりを持つアダン氏

のハイセンスなデザインとエクレアの繊細な味わ
いが人気を呼び、現在パリに6店舗、日本に5店舗
（日本橋、新宿、横浜、大阪、京都）、韓国に1店舗、
香港に2店舗を展開する世界ブランドに成長した。

　そんなレクレール・ドゥ・ジェニ香港店では、イースターで街が華やぐ季節にぴったり
のカラフルな色合いが可愛らしいイースターダックチョコレート、大人も楽しめるビ
ターな卵型のチョコレート、そして春の陽気に相応しいエクレア新作3点を用意する！
目を引く可愛さのダックチョコレート「100% French Choc’ Duck」はまろやかな風味を
持つエクアトリアールチョコレートを使用しており、子供たちも安心していただけるの
がポイント。「イースターと言えば卵型チョコレート」という人には4種の味で展開して
いるイースターエッグがオススメ。2個パック（HKD180）、または4個パック（HKD240）
でキャラメル、ドゥルセ、ミルクチョコレート、ダークチョコレートの味が楽しめる。
　甘さが少し苦手という人にもぴったりの新作エクレアは、どれも爽やかな味わいに
仕上がっている。チーズケーキの濃厚な味わいと、その濃厚さをシュー生地でライトに
仕上げた「N°130 Cheesecake Cerise」は雷と落ちゆ
く葉をイメージして作られた一品。香港ならではの
春を演出した粋な作品だ。さっぱりとした酸味を堪
能したい人は「N°180 Crème Choco Framboise」が
オススメ。口の中で溶けだすチョコレートの中に微
かにラズベリーの甘酸っぱさを感じるエクレアで、色
とりどりにトッピングされたチョコレートが華やかさ
をアップしてくれている。スイーツの王道とも言える
チョコレートとアーモンドの名コンビをエクレアに仕
上げた「N°129 Choco Apricot Amande」はアーモンドのカリカリした食感が、また次
の1本へと手を伸ばしたくなるほどクセになる味。
　見た目が華やかなエクレアやイースターチョコレートはお土産やプレゼントにぴっ
たり! 次 と々新作を発表し常連客を飽きさせないこだわりをみせる同店では、気がつい
たら食べたかったエクレアが新作に代わっていたなんてことも。気になる商品がある
人は迷わず「今」出かけよう！

［ L’éclair de Genie ］ 

パリ発のエクレア専門店！
華やかなスイーツで心も明るくなる春にしよう
パリ発のエクレア専門店！
華やかなスイーツで心も明るくなる春にしよう

L’éclair de Genie
パシフィックプレイス店
住所：Pacific Place, Level 2, 88 Queensway, Admiralty
　　   (ハーヴェイ・ニコルズ前)
電話：(852)2554-7729

プリンスビルディング店
住所：Prince's Bldg., 1/F., 10 Charter Rd., Central
電話：(852)2725-3410

ウェブ：www.leclairdegenie.com
フェイスブック：www.facebook.com/leclairdegeniehk
インスタグラム：@leclairdegeniehkChouchou Caramel Egg

Egg Gruè

N°130 Cheesecake Cerise

N°180 Crème Choco Framboise,
Tuile Chocolat Multicolore

100% French Choc’ Duck -Oscar

100% French Choc’ Duck -Richard
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　爽やかな風が吹き新緑の季節が訪れる日本
のようにはっきりとした四季はないが、寒い冬
が終わり春夏シーズンに突入した香港。一気
に気温と共に湿度が上昇し、最近衣替えを済
ませた方も多いのでは？ そんな中、1963年創
業のファッション靴ブランド「ECCO」が、春夏の訪れ
を感じる新しいコレクションを発表した。太陽のもとで1日中楽しむことの多い季節だ
けに、パステルカラーを揃えた明るいアイテムが盛りだくさん！まずは、お洒落に敏感
な女性にぴったりの靴コレクションから紹介していこう。
　今年のコレクションは、人気急上昇中のスリッポンタイプを多く取り揃えている。白地
に大きなパステルカラーの花をデザインした靴「Soft 7」は、スニーカーとスリッポンの2
タイプを用意。細くて急な坂道が多い香港を自由自在に歩き回れる万能靴だ。また、超軽
量のローカットスリッポン「Taisha ballerina」は、落ち着いた色合いとデザインで都市型
のファッションを楽しみたい方に最適。履き心地も抜群でカジュアルながらも色気を感じ
るオールマイティーな靴だ。そして、爽やかなデザインが印象的な「Auckland」は、究極の
快適さを提供するカーフヌバックレザーとコルクの靴底をもつスリッポン。ナチュラルな
外見は、自然と融合しアウトドアで活動することの多い春夏にもってこいだ。
　続いてモダンな紳士のために誕生した「Moccasins」シリーズは、柔からいスエード
素材で作られた軽量タイプの靴。夏バージョンは、PU（ポリウレタン）ソールを起用し、
1日中足に爽やかな履き心地を提供する。また、カラフルなレザーオプションは、自信
に満ちた個性を表現したい方におすすめ。その他、スニーカーシリーズの「COLLIN」
は、カジュアルな外見ながらも様々な場面で履くことができる。
　靴の他には、柔らかい色合いが春らしい女性用の革製ハンドバッグやリュック、プレ
ミアムレザーを用いた男性用のバッグなどもあり、これらのプラスアイテムでお洒落の
幅も広がること間違いなし！ さっそく店頭に足を運んでみよう！

ECCO
住所：IFC店
　　  Shop 1035, Level 1, IFC Mall, Central   
　　  タイムズスクエア店
　　  Shop B211, Times Square, CWB  
　　  太古城店
　　  Shop 146, 1/F, Cityplaza, Taikoo Shing  
　　  ハーバーシティー店
　　  Shop OT 265A, Ocean Terminal, Harbour City, TST
電話：(852)3151-7973  
ウェブ：hk.ecco.com
フェイスブック: eccoshoes

［ ECCO ］ 

花柄の靴や革製バッグで
春夏ファッションをエンジョイ！
花柄の靴や革製バッグで
春夏ファッションをエンジョイ！

Soft 7（花柄） HKD1,599

ECCO Dynamic Moc Men’s
HKD1,799

Soft 7（花柄）
HKD1,599

ECCO Collin
HKD1,699
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　世界中で200万部以上発売され、27か国の言語に
翻訳されたベストセラー哲学書「これからの『正義』
の話をしよう：いまを生き延びるための哲学（Justice: 
What’s the Right Thing to Do?）」の著者マイケル・
サンデル氏が、去る3月11日、香港中文大学のリサー
チセンターで講演を行った。1,500人収容可能な同
センターだったが、入場券は即完売。講演をリアルタ
イムで見たいという観客のために大学側は追加で講
演会場を開き、ストリーム放送を提供した。世界でも
有数の人気教授の講義とあり、熱気溢れる講演会と
なった。
　サンデル氏は哲学、政治哲学、倫理学を専門とする
米ハーバード大学の教授。担当している講義「Justice

（正義）」で過去最高の15,000人を超す履修者を記
録、さらには同大初のオンライン・テレビ放送が敢行
されるなど、学生だけでなく幅広い世代からの注目を
集めている。対話形式の授業を執るサンデル氏は香

港中文大学での講演について、
「我々の社会に存在する金銭、
市場、道徳上のジレンマがどの
ように還元されているのか、香
港の学生たちから聞くのを楽し

みにしていた」と語った。
　今回の講演の主題は同氏の新しい著書「それを
お金で買いますか：市場主義の限界（What money 
Can’t Buy: The Moral Limits of Markets）」を基に行
われた。「お金で何でも手に入る世の中は何かがお
かしいと思わないか？」という疑問から始まり、「誰か
が新しいiPhoneのために自身の内臓を売りに出して
いたらどう思うか？」、「子どもが本を読んだり、いい成
績を取ったりした場合にお金をあげるべきだと思う
か？」、「リスクのある新薬の実験台になることに報酬
を用意するのは倫理観に反するのか？」といった具体
的な問題を用いながら、市場主義と道徳観のバラン
スの重要さを巡る議論を展開した。
　特に子どもが何のために勉強をするのかといった
問いに対しては、経済的に豊かな生活を手に入れる
ために勉強すると教えるのではなく、自身で考え、正
しい判断を下せる人間になるために勉強すると説く

べきだと語った。時にいい仕事、いい給料、
いい生活を目指しがちな現代の兆候に切り
込んだコメントに、会場では相槌を打つ観
客の姿も見られた。
　現代のようなあらゆるモノが手に入る世
の中であるからこそ、時に立ち止って自身の道徳観を
改めて考えてみる必要があるのかもしれない。著書は
現在日本語訳版も発売中。普段は見過ごしがちな「倫
理」に向き合う時間にしてみてはいかがだろうか？

人気哲学者マイケル・サンデル氏来港講演
行き過ぎた市場主義について警鐘を鳴らす
人気哲学者マイケル・サンデル氏来港講演
行き過ぎた市場主義について警鐘を鳴らす

それをお金で買いますか：市場主義の限界
（What money Can’t Buy: The Moral Limits of Markets）
社員に内緒で生命保険をかけ、本人が亡くなったら保険金を
会社が「教育費」として受け取ることは道徳に反しているの
か？リスクのある実験に報酬を用意し、他者を人間モルモット
として扱うことはどうか？あらゆるモノがお金で買える現代の
行き過ぎた市場主義に鋭く切り込む1冊。具体的な事例でわ
かりやすく市場経済と倫理間のバランスの大切さを説く。

香港中文大学
ウェブ：www.cuhk.edu.hk/english/index.html　

リサーチセンター（Research Centre for Human Values）
ウェブ：www.eng.cuhk.edu.hk/rchv/　
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