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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)

　香港ではポカポカとした陽気な天気が続いているかと思えば、雨が降っ
てまた気温が下がったりと、日本でも三寒四温という言葉があるように、この
時期は寒くなったり暖かくなったりが続くので体調管理に気をつけたいもの
です。私も気温の変化に敏感なので咳や喉の痛みなど風邪の初期症状に
悩まされています。そんな時、友人から勧められたのが「マヌカハニー」。
　マヌカハニーとは普通のハチミツではなくニュージーランドの植物マヌカの
花だけから取れたもの。高級ハチミツのひとつだと漠然と思っていた私は、も
ちろんその効能など全く無知でした（笑）。昔からハチミツはある意味万能
薬で「医者いらず」とも言われているけど、マヌカハニーは驚くべき素晴らし
い効能を持ち合わせているんです。
　マヌカハニーには「ピロリ菌」「ブドウ球菌」「サルモネラ菌」などバクテリア
に対する抗菌が強く、炎症を
柔らげる効果もあって、のど
の痛みや風邪で鼻が詰まっ
ているときなどそのままスプー
ンで、また白湯、ミルクやお茶
に混ぜて飲むことで症状を
解消してくれたりと、風邪の
治療に効果的なのだそう。そ
の他、殺菌効果のあるマヌカ
ハニーは虫歯や口内炎の予
防や、食欲不振や消化不良
など、お腹の調子が悪いとき
の整腸作用があるなど、多く
の効能を持った、まさしく「自
然の万能薬」なのです。
　先日、オーストラリアのシド
ニーに旅行に行った際にお
土産として勧められて自分
用にも購入していたもののまだ使ってなかったマヌカハニー。パッケージには
「+5～+15」と濃度が記載されていて、濃度が高いほど良質とされています
が、これ以上の濃度になると効能が強すぎて医療用とされるので、使用する
際はくれぐれも注意が必要だそうです。
　健康改善目的でしたら+10と＋15がオススメです。私は今では+15のマヌ
カハニーを毎日スプーン3杯、直接、またはお茶や白湯に混ぜたりして摂取し
ています。食べると喉の痛みや咳が収まったように感じます。ひどい咳や喉
の痛みにはお薬と合わせて使用すると良いようです。
　香港では「そごう」や「シティ―スーパー」で購入できます。もちろん市販の
薬も良いですが、自然の薬で治して身体を労わってあげるのも良いのでは？

Vol. 75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

香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ
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ライフ（香港・広東共通）
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

　その人らしい美しさを引き出すことをブランド理念に
掲げる化粧品ブランド「ボビィ・ブラウン」から、2016年春
の新作コスメが登場! 米カルフォルニア州南部沿岸の美
しい都市マリブにヒントを得て開発された化粧品は、ど
れもヌーディな艶やかさを演出するのにピッタリのアイ
テムばかり。
　ボビィ・ブラウンのクラシックコレクション「ヌード・オン・ヌード・アイ」に、今年ならで
はのはじけるような輝きをプラスして発売されたのが、マリブコレクションのアイパレッ
ト。肌色に近いナチュラルカラーを4色、アイラインを際立たせるためのダークブラウン1
色を配合して作られたアイパレットは、潤いのある目元を作り出すのに最適だ。
　チークには、太陽の下で火照ったようなヘルシーな色合いが演出できる「ブラッシュ・
デュオ」が登場。2色の異なるシャドウが配合されており、立体的でナチュラルな頬が作

れる。ボビィ・ブラウンならではの
みずみずしい透明感を作り出すた
めには、まず柔らかな色合いの
シャドウをチーク全体にのせて、そ

の後より明るいシャドゥを重ねてみて。パッと明るい印象にきっと自分自身驚くだろう。
　マリブならではのフレッシュでリラックスしたムードを演出するなら6色の「アート・ス
ティック」がオススメ。クラシックでニュートラルなものから大胆な色合いを放つものま
で、理想のカラーを取り揃えている。リップとして唇全体に塗ることも、リップライナーと
して輪郭をとることもでき、しかもスムースなテクスチャーなのでひと塗りで明るい印象
を演出できるマルチなアイテム。保湿効果もあるという、いいとこ取りのスティックだ。
　ボビィ・ブラウンのコスメカウンターではベテランのメイクアップアーティストたちが
あなたにピッタリのマリブ風メイクを提案してくれる。レッスンではメイクアップチャー
トがもらえるので、自宅でも同じようなメイクを施すことが可能。気になる人はウェブか、
直接カウンターでレッスンの予約をしてみて！

ボビィ・ブラウンから春の新作登場!
カルフォルニアの穏やかな気候を感じるヌーディメイク
Bobbi Brown
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Bobbi Brown
ウェブ：www.bobbibrown.com.hk　

IFC店
住所：Shop 1085, IFC, 8 Finance St., Central
電話：(852)2111-3912

The ONE店
住所：UG1, The ONE, 100 Nathan Rd., TST
電話：(852)3906-2306 

ヌード・オン・ヌード・アイ

ブラッシュ・デュオ
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香港ヘルス＆ビューティー
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　ハンバーガーのマクドナルド
の略称が時々話題になります。
一昨年の鶏肉事件の時には大
手各紙が１面の見出しで、関東
で「マック」、関西で「マクド」と
使い分けたのが注目されたの
で、話題性が特に高かったよう
です。これを記事にしたJ-CAST
ニュースの見出しは、『「マクド
ナルド」略称に意外な地域差ア

リ』。これ、「意外」だったのですね。いまだに「意外」と思われ
ていたとは実に意外…と感じましたが。
　おでんの呼び名が香港でどう落ち着くか、長いこと観察を
続けてまいりましたが、「關東煮」でほぼ決まりのようです。こ
れは関西弁の「かんとだき（関東煮）」から来ているのですが、
おそらく今でも関東のほとんどの人は、おでんが関西で「関
東煮」と言われてきたことを知りません。香港のコンビニの

「關東煮」を見ても、これはおでんに似た「關東煮」という別の
食べ物だと思うことでしょう。あるいは、おでんは「香港では」
關東煮というのだ、と。名古屋や広島も「関東煮」で、読み方は

「かんとに」「かんとうに」。関東と同じく、ご飯は「炊く」、野菜
は「煮る」だからなのですが、関西では、大根などの野菜も「た
く」なのです。マックとマクドの違いも結局こういった類の知
識と同じで、いつまでたっても一般に広く知れ渡ることがな
いのですね。
　鶏肉事件以前には、2010年のサッカーワールドカップの時
に「マック・マクド論争」が起きています。パラグアイ戦の前に
本田圭佑選手が「試合で緊張したことはない。むしろ海外でマ
クドに入って注文するほうが緊張する」と発言したことがきっ
かけ。本田選手は大阪出身なので「マクド」のネイティブスピー

カーですが、関西では「マクド」が普通であることを知らない人
たちの書き込みによって火が付き、それに関西側が反論して、
おそらくインターネットの時代になって以降最大級の「マック
vs.マクド」バトルとなったのです。この時の記事に引用されて
いた調査会社アイシェアの2008年の統計によると、東日本で

「マック」と呼んでいる人は84.4％、「マクド」は11.8％、一方、西
日本では「マクド」が52.3％、「マック」は41.6％。もう時効（？）だ
ろうからと勝手に判断させていただいてひと言わせてもらう
と、この統計、意味がないです。日本語には東西による違いが
あるのは確かですが全てがそうなのではなく、この「マクド」や

「大根を煮（た）く」などは、「西日本」ではなくて「関西」中心の言
葉だからです。関西だけの統計を取っていたら「マクド」が
100％に近い数字になったろうと思います。
　関西の言葉が他地域と違っている理由は、アクセントなど
根幹の部分においては弥生人と縄文人の言語の違いにまで
さかのぼるのでしょうが、その後もずっと一貫して文化の独自
性を維持できたからです。特に江戸時代、京都大阪は参勤交
代がなく江戸との交流が希薄で、明治以降も比較的標準語の
干渉を受けずに済む環境にあって（江戸時代までは京都の
言葉こそが日本の標準語です）、更にテレビの時代になって
もバブル期の頃まで独自にメディアを活用させて、固有の情
報を発信し続けてきたのです。テレビの歴史と芸能界に詳し
い小林信彦さんも「大阪のテレビには知らない人が出てい
た」と、これはほめて言ったことなのですが、感嘆しています。
東京にこびない関西の独自性に魅せられた文豪谷崎潤一郎
や小林さんのような、生粋の江戸っ子の文化人は少なくあり
ません。日本各地にできた「○○銀座」という、東京文化にあ
やかった名前の商店街が出現することのなかった大阪京都。
香港にはちなみに、「銀座」というショッピングモールが存在
しています。

　マクドナルドが中国で「麦当劳」となる理由がわからない、
と悩んでいる（？）人がたまにいます。この麦当劳（麥當勞）は
広東語です。広東語で読めばちゃんと「McDonald's」に近い
発音になります。中国に入った外来の食べ物で、広東語式の
名前がついているものとしてよく「三明治」（サンドイッチ）が
挙げられますが、この名称はとても変わっています。名前の起
源とされている当の広東語では「三文治」であり、こちらは北
京語式に当て字されたものを広東語で発音しているのです。

「三文治」をこのまま北京語で読めば本来の「sandwich」に近
い発音になったものを、そうはぜずに、広東語の発音を直接
耳から受け入れて「音借用」がなされた可能性が高いです。
北京語式の当て字の広東語読みに北京語式に当て字して広
東語を北京語式に発音したのが北京語の「三明治」、というや
やこしさ。更にこの「三明治」が香港で広東語読みされること
もあろうかと思われるので…、こうなるともう、赤上げて、白上
げて、をやってるようなものです。
　香港のマクドナルドで英語（か、へたな広東語）で注文する
と、ここで食べるのか持っていくのか、という意味でひと言
「Stay here?」と聞かれます。これが聞き取れない日本人がと
ても多くて、横で見ていると「海外のマクドで注文して緊張し
ている日本人」の顔になっているのがわかります。

　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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　イタリアのハイブランド「BVLGARI（ブルガリ）」から、紅茶をベースにした新作オーデ
コロン「au thé noir Eau de Cologne（オ・パフメ　オーテノワール）」が誕生した。「茶」
を芸術の域まで引き上げた同ブランドならではのリッチな仕上がりとなっている。

「オ・パフメ」シリーズは茶葉の香りを
ベースにした、ブルガリ唯一のユニ

セックスオーデコロン。1992年に発
売された同シリーズ初作品「オ・パ
フメ ヴェーテ」は緑茶をベースに
しており、その静けさと爽やかさを

融合させたリフレッシュ感溢れる香りはたちまち世界を魅了した。「オ・パフメ」が大成
功したブルガリは高級香水ブランドとしての地位を確立。その成功がなければ現在香
水の代名詞ともなっているメンズ「アクア・プールオム」、ウィメンズ「パライバ」などは
誕生していなかったとさえ言われている。
　今回新たにシリーズに追加れた「オ・パフメ オーテノワール」は、「長春の都」として
名高い中国雲南省で栽培されている希少価値の高い紅茶の茶葉をベースにしている。
標高2000mという高所で栽培される茶葉は湿潤亜熱帯の肥沃な土壌と、高地ならで
はの澄みきった水の恩恵を存分に受け、湧き上がるようなオリエンタルな香りが特徴。
驚くことに中国本土で確認されている植物18,000種類の約半数以上が同地で生育し
ているというから、そのエネルギー溢れる土地の豊かさが伺える。コロンはさらに紅茶
の香りを引き立たせるためベルガモット、そしてフローラルな香りを注入するために

「薔薇の女王」ダマスクスローズを加えている。さらにマグノリア、沈香、中国茶葉である
滇紅（てんこう）で、エレガントでミステリアス、そしてオリエンタル調の温もりが楽しめ
る仕上がりとなっている。
　マットなグラスは洗練された印象を、ゴールドのトップはゴージャスな輝きを与えて
くれるだろう。クラシックなブルガリの魅力が詰まった新作。ぜひ手に取ってその魅惑
の香りを堪能しよう。

BVLGARI 
電話：(852)2121-0070
ウェブ：www.bulgari.com/en-hk

Eau Parfumeé au thé noir Eau de Cologne
（オ・パフメ オーテノワール）
発売中
料金：オーデコロン 75ml  HKD790
　　  オーデコロン 150ml HKD1,295
　　  ボディ・ローション   HKD495
　　  キャンドル　325g  HKD895

［ BVLGARI ］ 

ブルガリ「オ・パフメ」シリーズに新作登場
希少な紅茶の香りが楽しめるオーデコロン
ブルガリ「オ・パフメ」シリーズに新作登場
希少な紅茶の香りが楽しめるオーデコロン

「オ・パフメ」シリーズ

紅茶を香りの
ベースとした
「オーテノワール」
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

　いつもに増して寒かった今年の冬。そしてこの悪天候のトンネルを抜けるとまもなく
やって来る香港の春。例年4月は晴天が続き、一気に気温も上がる。青空の下で家族や
仲間とお弁当を持ってピクニックをするには絶好の季節だ。

　McWilliam’sは、最高の原料にこだわってワインを作り続ける、オース
トラリアで6代、135年続く家族経営のワイナリー。英国の有名ワイン評

論家、マシュー・ジュークス氏
が選ぶオ―ストラリアの「ワイ
ナリー・オブ・ザ・イヤー」に
度々輝くなど、創業以来、数々
の賞を受賞している。そんな

同ワイナリーが提案する春のピクニックにピッタリのワインは次の3種類。

【McWilliam’s Hanwood Estate Riesling】
　レモンの花とフレッシュなオレンジのようなフレーバーをしっかりと感じることが出
来る、香りのバランスのとれた白ワイン。キリッとした飲み口で和食にも合う。更に軽く
て飲みやすく、お酒に強くない人や女性も気軽に楽しめる。つまみにはクセのない、軽
い口当たりのチーズ、寿司や刺身、カリカリのチキンウイング、梨などがオススメ。

【McWilliam’s Hanwood Estate Cabernet Sauvignon】
　梅やブラックベリーなどの濃厚な果実の風味がエレガントにまとめられている赤ワ
イン。カベルネ・ソーヴィニヨン特有の渋みは少し弱めに作られている。しっかりボディ
のこのワインには、ゴーダチーズなどのハードチーズやくせのある熟成チーズ、スパイ
シーな肉料理などがぴったり。

【McWilliam’s Hanwood Estate Shiraz】
　煮込まれた梅やチェリーのフレーバーが融合し、ほのかなオークの香りとともに口
の中に躍動的に広がっていく楽しさを味わえる赤ワイン。複雑で濃厚な味ながらも口
当たりはとても繊細なつくり。サラミや生ハムなどの加工
肉やピクルスなど、しっかりとした味のものと相性がよい。
塩辛いものに飽きたらダークチョコレートで次の一杯を。

　この春のピクニックを盛り上げるカギはズバリ、ワイン！
さぁ、新しい季節を思いっきり楽しもう！クーラーボック
スやカトラリーなどの準備も忘れずに！

価格：各HKD99
パークンショップ各店で販売中

［ McWilliam’s ］ ［ McWilliam’s ］ 

ピクニックに、ホームパーティーに
マクウィリアムズのワインで仲間と春を祝おう！
ピクニックに、ホームパーティーに
マクウィリアムズのワインで仲間と春を祝おう！
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　高地ゆえの涼しい気候、そして澄んだ空気と水は、時計をはじめとする精密機器を
製造する上で欠かせない要素。そんな環境に恵まれたスイスは、職人たちの天才的技
術相まって革新的な時計が次々と発案され、19世紀には世界最大の時計王国となっ
た。数多くのスイス製時計ブランドがあるが、今回は、1853年にスイスの小さな町ル・
ロックルで創業した「Tissot（ティソ）」を紹介しよう。
　ポケットウォッチ、高級ペンダントウォッチの製造から始まった同ブランドは、技術の進
歩に伴い、世界初の耐磁性腕時計や自動的に24のタイムゾーンを表示する自動巻き腕
時計など数々の「世界初」を誕生させた。その高い技術力を持ちながらも、スイス製の他

ブランドに比べ手に入れや
すい価格設定が幅広い世
代から人気を集めている。

　そんな同ブランドが発表した2016年の新作は、ビジネスシーンやアウトドアなどで
活躍が期待される時計が勢揃い。その中でも注目は、シンプルなデザインがどんな
ファッションにも合う「Tissot Heritage 1936」だ。1936年のコレクションから再登場した
どこか懐かしいスタイルの時計は、ポケットウォッ
チから腕時計が好まれるようになった時代に腕
時計第一号として作られたコレクション。文字盤
も大変シンプルで見やすく、実用的で飽きのこな
いデザインが特徴だ。
　また、黄金の1920年代と呼ばれた時代をテー
マにデザインした「Tissot Prestigious」は、文字盤
を黒と白の2色用意し、ベルトのデザインと組み
合わせて5つのタイプを揃える。特に、白ベルト×白文字盤は女性への贈り物にオスス
メ。これからの季節、明るい色の時計はファッションのアクセントにもなることだろう。
　さらにアウトドアで活動することの多い方に見逃せないのが「Tissot PRC 200 Tour de 
France Special Edition」。フランスの自転車プロロードレースである「Tour de France（ツー
ル・ド・フランス）」とパートナーを組みオフィシャルウォッチとして作成したもので、スタイ
リッシュな黄色のストライプをあしらった黒いナイロン製のベルト（通称：NATOストラッ
プ）がポイント。汚れた時には洗うことができる軽量なNATOストラップは、革製ベルトに
はない魅力がある。スイス製の確かな品質をぜひ店頭で確かめてみて。

Tissot
住所: Shop G02, G/F., Star House, 3 Salisbury Rd., TST
ウェブ：www.tissotwatches.com 

［ Tissot ］ 

完璧な品質と美的センスを誇るスイス製腕時計
レトロな新作デザインに注目！
完璧な品質と美的センスを誇るスイス製腕時計
レトロな新作デザインに注目！

Tissot Heritage 1936

Tissot PRC 200 
Tour de France Special Edition

Tissot Prestigious
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

　ピッツェリアの「Motorino」、ベトナム料理の「Chôm Chôm」、ステーキレストランの「La 
Vache !」など、香港のダイニングシーンの中で味もサービスも評判の高いレストランを
展開するブラックシープグループ。SOHOに足を運ぶと同グループの店があちらこちら
にあり、食事に訪れた経験がある方も多いのでは？そんな有名レストラングループから

新感覚パリジャンビストロ「BELON」が誕生
した。
　高品質な食材を使い、フランスにルーツ

のある料理を提供する同店は、
白と青を基調としたインテリア
と丸い照明が落ち着いた雰囲
気を感じさせてくれるとともに、

若者たちが集うカフェやバーが多く並ぶパリ11区で見かけるようなフードシーンを連想
させてくれる。香港にいることを忘れてしまうほどの空間づくりが魅力だ。
　同店のキッチンで腕を振るうのは、オーストラリア出身のJames Henryシェフ。同氏
は、フランス料理の正統派であるフレンチクラシックを独自に表現し、2011年～2015年
までパリのダイニングシーンに影響を与えたことで知られる。そしてここ香港に移り、前
菜、メイン、デザートという伝統的なメニュー構成を分解し、それぞれのセクションから
好きなメニューを選びシェアして食べることのできる新しいフランス料理のスタイルを
提供しているのだ。
　オススメの前菜は、塩で焼いたビートとスイスチーズのテテドモアが一皿になった
「Beetroots baked in salt with walnuts and Tête de Moine」。2つの食材のコンビネー
ションが優しく口のなかに広がるこの一品は、フランス産ワインとの相性も抜群だ。また
メインには、見た目もゴージャスな「Whole roasted chicken with pommes Anna」をぜ
ひ味わっていただきたい。丸ごと一羽のチキンを使用し、付け合わせにフランス料理の
定番でジャガイモをスライスして焼いた「Pommes Anna」を用意している。1皿で満腹に
なりそうなほど、食べ応えも充分だ。
　その他同店では、フランスの味をそのままに、アジアの食材を存分に用いた料理も提
供している。中でも「Grilled Hokkaido scallops with seaweed butter」は、直訳すると「北

海道産帆立のバター焼き」となる。日本人にとって馴染みの
あるメニューだが、フレンチとして提供されるその味の違い
はいかに…。ぜひお見逃しなく。

BELONBELON

新感覚パリジャンビストロがSOHOに！
フランス産ワインとともに至福のひと時を
新感覚パリジャンビストロがSOHOに！
フランス産ワインとともに至福のひと時を

BELON
住所：41 Elgin St., SoHo
電話：(852)2152-2872 
時間：火～日  18:30～深夜
ウェブ：www.blacksheeprestaurants.com
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　アートの発信に力を入れている上環（ションワン）のフレンチレストラン「Bibo」では、4
月17日までポルトガル出身の芸術家Vhils（ウィルス）氏とコラボした限定メニューを提
供する。ポルトガルを代表するストリートアーティストのウィルス氏が手掛けた作品約
20点を鑑賞しながら食事をいただけるまたとない機会とあり、コラボスタート以来話題
を呼んでいる。
　フランスの権威あるホテル・レストラン会員組織「ルレ・エ・シャトー」の香港唯一の加
盟店である同店は、これまでも多くのアーティストたちとのコラボを重ねてきた。中には
ストリートアート界の革命児Banskyや、日本人アーティストのタカノ綾など気鋭の芸術
家も含まれている。今回コラボレーションするのはポルトガル出身のウィルス氏。ドリル

を用いて壁に人物画を描く同氏の作品は、
モデル自身の力強さや魅力を存分に引き
出していて、世界各地で人気が高い。

　そんな同氏の作品にインスパイアされたのは「Bibo」のシェ
フ、ムタロ・バルド氏とミソロジストのティモシー・チン氏。ウィル
ス氏が削り取る壁の破片を意味する「Debris」という名の限定

コースメニューに「Bibo」ならではの創造性が垣間見える。コースはまずホワイトアスパ
ラガスとエッグミモサ、そして鶏の肉汁とパルメザンの泡が口当たり優しい前菜
「Diorama」、そしてアンズタケ、アプリコット、エシャロット、チャイブのソテー
「Scratching the Surface」が提供される。メインは佐賀豚をクミンハーブ、ニンジンの
ピューレ、ビートルート、ベビーオニオンとともにじっくり焼き上げた「Mayhem」または、
スズキと黒トリュフのマッシュドポテト、エンダイヴとイカのグリル「Homogeneo」が選べ
る。どちらも素材の旨みが口いっぱいに広がる一品だ。デザートも2種類から選択でき、
ラズベリーシャーベットとチョコレートムースのプレート、またはチョコレートクリームと
バニラアイスクリームのクレープのプレートから選べる。メニューのすべてがウィルス氏
の作品のタイトルを冠しており、シェフが影響を受けた原作品の力強さがうかがえる。
　4月10日まではウィルス氏がデザインを手がけたトラムが香港島を走行する。さらに
Debrisコースを楽しんだ先着250人のゲストには同トラムを創る際に出た作品の破片
が配布される予定。力強いストリートアートと繊細なフランス料理マリアージュ。刺激的
なひと時を過ごしてみてはいかが？

BiboBibo

フレンチとストリートアートのコラボレーション
限定メニューで芸術家の情熱に触れよう
フレンチとストリートアートのコラボレーション
限定メニューで芸術家の情熱に触れよう

Bibo
住所：163 Hollywood Rd., Sheung Wan
電話：(852)2956-3188
時間：月～金 12:00～15:30、17:00～25:00
　　  土、日 11:30～15:30、17:00～25:00
料金：DebrisコースHKD1,250
　　  （大人1人用、内HKD200をHOCA芸術団体に寄付）
ウェブ：www.bibo.hk　
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　中環（セントラル）のマンダリンオリエンタルホテル内に店を構えるフレンチレスト
ラン「Pierre（ピエール）」は、ついにこの4月、香港ローカルフードの要素をふんだんに取
り入れた新メニュー「Tribute to Hong Kong（トリビュート・トゥ・香港）」を提供する。メ
ニューはすべてシェフのピエール・ガニェールが手掛けた新作ばかり。母国フランスで

ミシュラン３つ星レストランのオーナーを務め、さらに
フランスの権威ある専門誌「Le Chef」において、世界で
最高の料理人100選のうちベストシェフに選ばれた同
氏が香港ローカルフードにインスパイアされ創作した
料理の数々は一見の価値のあるものばかり。
　まずは前菜に「ヨーロッパアカザ海老とシトラスピー

ルのサラダ」と「帆立とセロリのカルパッチョ」をどうぞ。シトラスの酸味で食欲がぐん
ぐん促進され、ぷりぷりの帆立のカルパッチョで新鮮な海の幸が堪能できる。3つの異
なる味付けで調理されたオイスターが爽やかな味わいを運んでくれる「3種のオイス
ター」はシェフ独自のアイディアが詰め込まれた一皿。エシャロット
ソースのグラニテとマグロのタルタルソースとともにいただくオイ
スター、カリフラワーとブロッコリー、そしてバターとラードで炒め
られたオイスター、そしてポテトとハドックとオニオンで蒸したオイ
スターがいただける。海鮮料理を堪能したい人には「マテガイと鮑
の海藻マリネ」がオススメ。鮑の濃厚な風合いが海藻で優しく爽や
かに包まれた一品だ。香港の人気ローカルフードの要素が詰め込
まれた「黒米と中華ソーセージの焼飯」は荒削りな土鍋ごはんを同店ならではの繊細な
メニューに仕上げたもの。中華ソーセージの旨みが染みこんだ黒米は「がっつり食べた
い」というグルメにもぴったりだろう。さらに同店オリジナルの「北京ダック」はサクサク
のそば粉のパンケーキとともに頂く新感覚メニュー。シェフが「レストランから見える香
港の街並からインスパイアされた」という魅惑の料理は一度食べたら忘れられない味
に仕上がっている。
　料理は4月30日までの期間限定。なんと4月14日から20日までは世界を飛び回るガ
ニェールシェフ自ら厨房に立ち、腕を振るうという。25階からの香港の眺めは幻想的で、

デートや重要な会食、記念日などにぴったり。連日満席の人気店な
ので、気になる人は早めの予約がオススメ！

Pierre at Mandarin Oriental Hong KongPierre at Mandarin Oriental Hong Kong

マンダリンオリエンタルのミシュラン2つ星フレンチ
香港フードにインスパイアされた限定メニュー登場！
マンダリンオリエンタルのミシュラン2つ星フレンチ
香港フードにインスパイアされた限定メニュー登場！

Pierre at Mandarin Oriental Hong Kong
住所：25/F., 5 Connaught Rd. Central, Central
電話：(852)2825-4001
時間：ランチ 月～金 12:00～14:30、ディナー月～土 18:30～22:30　
料金：4コースメニュー（HKD988）、7コースメニュー（HKD1,688）
ウェブ：www.mandarinoriental.com/hongkong/fine-dining/pierre
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