
　4月14日に発生した熊本を震源とする大震災により被災さ
れた皆様に下記のようなかたちで支援・協力が可能です。
　香港日本料理店協会では、被災者支援活動の一環として、
右記の協賛店舗にて募金箱を設置をしております。

　香港日本文化協会においては、「熊本加油 がんばれ」をテー
マに被災者の方々の安全と一日も早い復旧・復興を願い、4月
29日～5月12日まで100個の「加油BOX」（募金箱）の設置を予
定。集まった募金は香港熊本県事務所へ寄付されます。

【秀殿】 
住所：Flat D, 3/F., Prosperous Commercial Bldg., 54 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：(852)2504-1511
熊本の「麦汁」（麦焼酎）、「鳥飼」（米焼酎）、大分の「閻魔」（麦焼
酎）、「邪馬美人」（米焼酎）を取り扱っている。期間限定で「オム
ライス」の売り上げ全額が寄付金に充てられる。

【Sake Bar GINN  酒Bar 吟】
住所：Unit 4C, Ho Lee Commercial Bldg., 38-44 D'Aguilar St., Central
電話：(852)2536-4355
店内に募金箱を設置中。集まった募金は熊本県など公的機関に
寄付される予定。また、5月7日（日）には香港フィルで活躍する熊
本出身の演奏家を招き、チャリティー演奏会を予定している。

【一平安＆ラーメンJO】
各店舗に寄付金の募金箱を設置。また、売上げの一部を寄付
金とする予定。

【Sagrantino Italian Restaurant】
住所：5/F., THE LOOP, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188
チャリティー食事イベントを実施し、集まった総額HKD9,050が
寄付された。

【熊本支援チーム】
日本熊本県在住の和僑会メンバーによるボランティア組織。
活動内容はURLをご参照ください。
ウェブ：www.kumamoto-team.net

熊本を震源とする大震災により被災された皆様に
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

※情報発信を優先させた為、一部情報に誤りや未確定要素があることをご了承ください。

【すし廣】
○銅鑼湾本店
住所：10/F., Henry House, 42 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2882-8752

○尖沙咀店
住所：7/F., The Toy House, 100 Canton Rd., 
TST
電話：(852)2377-9877

【焼肉伊呂波】
○銅鑼湾本店
住所：2/F., Jardine Ctr., 50 Jardine Bazaar, CWB
電話：(852)2882-9877

○尖沙咀店
住所：1/F., Cameron Plaza, 23-25A Cameron Rd., TST
電話：(852)2311-4700

【天よし】
住所：9/F., Henry House, No. 42 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2805-7848

【世界の山ちゃん】
住所：Basement/F, Cameron Centre,
　　  57-59 Cameron Rd., TST
電話：(852)2723-9038

【とんかつ・かつ丼「かつや」】
○淘大商場店
電話：(852)2351-1899

○旺角通菜街店
電話：(852)2398-9733

○寶琳店
電話：(852)2618-6812

○炮台山店
電話：(852)2512-2086

○元朗店
電話：(852)2656-8820

○紅磡店
電話：(852)2613-1213

○深水埗店
電話：(852)2392-2820

【酉玉】
住所：G/F., 2 Glenealy Rd., Central
電話：(852)2388-7717

【地酒処吟】
住所：Unit 4C, 4/F., Ho Lee Comm. Bldg., 
　　 38-44 D'Aguilar St., Lan Kwai Fong, Central
電話：(852)2536-4355

【味十味】
住所：7/F., Circle Tower, 28 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2836-0671

【和牛焼肉 純】
○銅鑼湾店
住所：15/F., Henry House, 42 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2807-0103

○尖沙咀店
住所：Hilton Towers 1/F., 96 Granville Rd., TST East
電話：(852)2723-3868

住所：Shop 108-109, 1/F., Inter-Continental Plaza, 
　　　94 Granvill Rd., TST East
電話：(852)3422-8885

【三笠屋】
住所：Unit B, 2/F., Cameron Plaza, 23-25A
　　  Cameron Rd., TST
電話：(852)2301-3555

香港日本料理店協会 熊本県 募金箱 設置店舗リスト

【大戸屋】
○銅鑼湾店
住所：5/F., Soundwill Plaza II-Midtown,
　　  1-29 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2573-8333

○太古店
住所：L-013, G/F., Kornhill Plaza (South), 
　　  2 Kornhill Rd., Quarry Bay
電話：(852)2560-1991

○荃湾店
住所：Shop 118, 1/F., Citywalk 
　　  1 Yeung Uk Rd., Tuen Wan
電話：(852)2941-0038

○茘枝角店
住所：Shop L003, G/F., JUSCO Lai Chi Kok Store, 
                Aquamarine, 8 Sham Shing Rd., Cheung Sha Wan
電話：(852)2749-6077

【A-1 BAKERY】
○East Tsim Sha Tsui 店
電話：(852)2367-8872

○Manson House 店
電話：(852)2369-0230

○Crystal Centre 店
電話：(852)2219-6890

○Kowloon City Plaza 店
電話：(852)2718-3808

○Wong Tai Sin Shopping Centre 店
電話：(852)2628-7298

○MTR Lok Fu 店
電話：(852)2670-8618

○MTR Prince Edward 店
電話：(852)2363-8081

○Plaza Hollywood 店
電話：(852)2813-7722

【A-1 BAKERY & Café】
○Lei Yue Mu 店
電話：(852)2328-8379

○Amoy 店
電話：(852)2772-1778

○Ma Tau Wai Farm Road 店
電話：(852)2793-2038

【Das Gute】
○Whampoa 店
電話：(852)2365-3536

○Olympian City 店
電話：(852)2506-9488

○apm Yata
電話：(852)2386-0893

【La Création de Güte】
○K-11店
電話：(852)3122-4188

【Maison α+】
○San Po Kong Yata
電話：(852)2798-9800

【鱈卵屋】
住所：14/F., Circle Plaza, 499 Henessy Rd., CWB
電話：(852)2250-7117

【CITY’SUPER】
○銅鑼湾店
住所：B1 Times Square 1 Matheson St., CWB

○ハーバーシティ店
住所：Gateway Arcade Level 3, Shop 3001, 
            Harbour City, TST

○IFCモール店
住所：ifc mall Level 1, Shops 1041-1049, Central

○沙田店
住所：New Town Plaza 1, Level 2, 
　　  Shops 204-214 Shatin

【Brand Off】
○星光行店
電話：(852)2375-3770

○尖沙咀店
電話：(852)2732-2065

○奥海城店
電話：(852)2702-9777

○Mikiki店
電話：(852)2377-0600

○APM店
電話：(852)2505-1225

○中環店
電話：(852)2868-1221

○太古城店
電話：(852)2967-6137

○東港城店
電話：(852)2617-7776

○新界上水店
電話：(852)2595-0881

○屯門  V City 店
電話：(852)2798-7277

○AEON 黃埔店
電話：(852)2362-1880

○世貿店
電話：(852)2890-1123

○元朗店
電話：(852)2478-6266

【JFC Hong Kong LTD.】
住所：Eve Gain Centre, 
　　  43-57 Wang Wo Tsai Rd., Tsuen Wan
電話：(852)2428-6431

【一平安】
○尖東本店
住所：Shop basement 1,Energy Plaza, 
　　  92 Granville Rd., TST East
電話：(852)2722-4826

○尖沙咀美麗華店
住所：Shop 11, 2/F., Miramar Shopping Center
             Knutsford Terrace, 1 Kimberley Rd., TST
電話：(852)2375-5330

【ラーメン JO】
○エレメンツ店
住所：Shop 1030, L1/F., Elements, 
　　  1 Austin Rd. West, TST
電話：(852)2196-8208

○銅鑼湾店
住所：G/F., Caroline Hill Rd., CWB
電話：(852)2885-0638

香港日本文化協会の募金箱

下記の飲食店などでも
  支援活動を実施、または予定しています！

13Pocket Page Weekly 06 May 2016 No. 538
B



香港 香港

　ヤンゴンの町を飾っている公園の1つにカンドー
ジーという名の公園があります。公園は朝6:00から
18:00まで開いており、入場料は（現地人300ks、外
国人3000ks）です。公園の中には様々な自然が目の
前に広がっており、普段の日常生活から離れられ
る、人々の憩いの場となっています。
　そんな有名なカンドージー公園ですが、まだまだ
様々なスポットがあります。カンドージー公園には
入り口が8つありますが、その中から、ユートピアタ
ワーという入口を紹介させて頂きます。
　まず、入り口を越えて5分ほど歩いてから見える橋
を歩きましょう。すると、石ばかりが並ぶ、石公園とい
うものが存在します。公園の中には大きい石が沢山
並んで、子供が遊んでいたり、若者たちはピクニック
している姿をよく見かけます。
　そして石公園から５分ほど歩くと見えてくるのは
石でできた建造物であるユートピアタワー。ユート

ピアタワーは五階建てになっており、アートショッ
プ、バー、カラオケ、ビリヤード、スパ、レストランがあ
り、デートスポットとしても有名です。目の前にはレ
ストランやバーがあり、カンドージー池の景色を見
ながら食事をすることが出来ます。
　そんな有名なスポットには、知る人ぞ知る隠れ
たデートスポットも存在します。ユートピアタワー
の一番上に上るとヤンゴンの景色を見渡すことが
出来ます。そして、目の前のレストランやバーから注
文したものを、ユートピアタワーの一番上で、ヤン
ゴンの景色を見ながら食べるのがおススメです。
　現地の人でもなかなか知らないような隠れス
ポットに行ってみると、また違った楽しみが待ってい
るでしょう。

From ミャンマー
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恋人と一緒に
ゆったり過ごそう！

地元デートスポット

ユートピアタワーの外観と、タワーからみたカンドージ湖。
いつもと違うヤンゴンの景色を見ることが出来るスポット。

カンドージないにあるレストランの様子。湖を見ながらの喫茶や食事は特別な日にもGood。

ライフ（香港・広東共通）
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かしこのプロフィール
香港に来て半年未満の駐在妻。香港には沢山の方が遊びに来て下さるなぁと短い
滞在ながら感じています。それほど多くの人の注目を集める香港。旅行でいらっ
しゃったお客さまとの「おもてなし」エピソードを紹介します。

　先日お義母さんと主人の妹さんが香
港に遊びに来てくれました。この妹さん、4
月から新社会人なのですが、なんと走高
跳で全国大会に出場してしまうほどのア
スリート。そしてお義母さんも日頃からマ
ラソン大会に参加するなど、身体を動か
すのが大好きな親子さん。どこにお連れ
しようかな～と考えていたら、なんと2泊3
日の滞在にも関わらず2人ともランニング
用のシューズとウェアを持参! 主人も根っ
からの野球人なのですが、香港観光に
スポーツウエアを持ってきたのはお義母
さんと妹さんが初めて。さすがアスリート
一家…！
　そんなアスリート一家の2人が来れば、
当然アテンド内容もスポーツ色に染まりま
す。まずは到着後、定番の飲茶でブラン
チ。そしてそのまま香港に着いた当日にも
関わらずなんと一家4人でテニス大会を
決行! 我が家のレジデンスにはテニス
コートが併設されており、住民は予約をし
て借り切ることができるのです。テニス初
挑戦の妹さんと運動好きのお義母さん
が健闘するも、勝敗は超が付くほどの負
けず嫌いの主人が優勝。幼いころから
年の離れた弟妹に対して一切手加減を
しなかったというエピソードをお義母さんから聞き、昔から負けず嫌いなと
ころは変わらないんだな…、と妙に納得してしまいました。
　その後もアフタヌーンティや夜景を堪能するも、ハイライトは2日目に訪れ
たディズニーランド。パークにはパレードやショーなど、日頃研鑚を積んだ
パフォーマーたちの技を堪能することができますが、それを見た妹さん
「あの筋肉凄い」「あの道具を使って体を動かすの楽しそう」と、目線が
思いっきり見る側から身体を動かす側に。そういえば運動好きの主人も前

一緒に来た時そんなことを言っていたような…。根っ
からのインドア系の私からは想像もつかない視点から
発せられた言葉におもわず「さすが家族だな･･･」と
感嘆の一言。興味のありどころによって着眼点が変わ
ること改めて実感しました。
　今回は行けませんでしたが、運動好きの方であれ
ば定番の観光スポットから離れて、香港トレイルのハイ
キングや大埔（タイポー）エリアのサイクリングにお連れ
するのもいいかもしれませんね。日本でなかなかできな
い体験と考えれば乗ってくる人もいるかも!?

Vol. 79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

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」

Vol.7
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かしこ的◆　　　　　　　　　　◆おすすめアテンドスポット

香港ディズニーランド
若い女性や子供達に大人気の
テーマパーク。アトラクションは
もちろん、ショーやパレードなど
が楽しめる。パフォーマーの至
高の技を見るのもよし、絶叫アト
ラクションで日頃の鬱憤を晴ら
すのもよし、可愛いキャラクター
に癒されるのもよしの夢の国。
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るとあり、開放間もないにもかかわらず新たな遊び場を探していた親
子や、たくさんの友達と遊びたい親子などの人気を呼んでいる。子ど
もを連れてキッズルームを訪れた40代の男性は「上の子を日本人補
習校へ連れて行った後、下の子と一緒にキッズルームに遊びに来まし
た。午前だけのつもりが、その後午後も遊びにくることになり、補習校
を終えた上の子も混じって遊んでいました。2人も楽しい時間を過ご
せたようです」と笑顔で語る。
　そんな和僑会キッズルームでは、開放日に約1時間絵本の読み聞か
せをする「わくわく広場」を設けており、現在読み聞かせをしてくれる
ボランティアを大募集中だ! 日程は単発でもOK。絵本の他にも歌や踊
り、工作、紙芝居などの特技を持っている人も募集しているとのことな
ので、子どもの喜ぶ特技を持っている人はぜひ応募してみよう。さらに
和僑会では物品寄付も受け付けている。家にもう使わないおもちゃや
本があるご家庭はぜひ寄付を検討してみてほしい。
　キッズルームの次回開放日は5月7日。新しい友達を探しに、さぁ足
を運んでみよう！

　祖国を離れ、異国の地で活躍する日本人「和僑」を支えるために設
立された団体「和僑会」。連帯の意識や共助の精神を大切にし、自分
たちが住む土地の慣習を尊重し、属する社会に責任を負うことなどを
活動の理念に掲げ、異国の地でビジネスに励む日本人を常に支えて
きた。現在は香港、北京、上海、タイ、シンガポールに支部を持ち、イ
ベントや会員同士の定例会などを開催。現地日本人のネットワークを
サポートすることに主眼を置き精力的に活動を続けている。
　そんな和僑会の香港支部は香港一の商業街、尖沙咀（チムサーチョ
イ）にそのオフィスを構える。同会では4月から、オフィスを子ども達が
自由に遊べる「和僑キッズルーム」として開放する新たな試みを導入
した。開放日は毎月第1、第3土曜日の10時から15時まで。オフィスに

はカラフルなマットレスが敷かれ、子ども達が自由に
走り回れるスペースが作られるほか、寄付で集
められたおもちゃや絵本が用意される。オフィ
スではWifiが使えるので、子どもを遊ばせて
いる間に仕事をすることも可能だ。参加費
は無料で和僑会の会員でなくても利用でき

NPO HONG KONG WAKYOKAI LTD.
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 
　　  5-15 Hankow Rd., TST

Hの｣erauqS i｢ルーモグンピッョシの咀沙尖（ 　　
　　  またはC１出口から徒歩2分）
電話：(852)2730-1055
メール：jimu@wa-kyo.org　
ウェブ：www.wa-kyo.org　
フェイスブック： hkwakyo

和僑キッズルーム
開放日：毎月第1・第3土曜日

時間：10:00～15:00
開催場所：香港和僑会オフィス
申し込み：香港和僑会事務局（news@wa-kyo.org)
☆今後の開催予定日：5月7日、21日の10時から15時まで
☆「わくわく広場」ボランティア募集中!
　絵本の読み聞かせ、歌、踊り、工作、紙芝居をしてくれるボランティアを募集します。
　読み聞かせは幼稚園生の子、小学生の子がどちらも楽しめるようできれば2種類
　お持ちください。絵本が足りない場合は貸出しますのでご相談ください。

香港和僑会がキッズルームを新設！
新しいお友達を作りに出かけよう！
香港和僑会がキッズルームを新設！
新しいお友達を作りに出かけよう！
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　アメリカやイギリスで大人気のココナッツウォーター「INVO」がこの度香港に初上陸
した。ココナッツウォーターは、バナナの2倍とも言われるカリウムをはじめ、マグネシ
ウム、カルシウムなどのミネラル、更にビタミンC&B群を豊富に含んでおり、酵素の働
きや新陳代謝を活性化するといわれている。また、疲労回復やデトックス効果なども期
待できる。しかもこれだけ多くの栄養素を含んでいるのに脂質がゼロということで、日
常摂取する健康飲料として、ダイエット飲料として、またスポーツ飲料として、様々な
シーンに取り入れられると近年注目を集めているドリンクだ。そんななかでも同製品

は、タイのココナッツを丁寧に手摘みで収穫したあと、
割ってからわずか数分のうちにボトリングし、添加物は

一切入れず、殺菌方
法も独自の「低温高圧
殺菌処理(HPP)法」を
採用している。これは

1トン以上とも言われる圧力をかけ製品を殺菌する特殊な技術で、処理水も冷水を使
用。加熱すると失われやすいといわれている味や風味、栄養を損なうことなく生の状態
のまま消費者の手元に届ける事ができる。ちなみに、開封後にしばらく置いておくと
ピンクに変色する事があるが、これはココナッツウオーターの中に自然に含まれるポリ
フェノールの酸化によって起こる自然の現象だから心配はいらない。むしろ、これこそ
まさに「ピュア」な製品である事の証なのだ。
　気になるフレーバーは100％天然のココナッツウォーターのみで作られた「Pure」
と、ジュース感覚で飲める、天然ココナッツウォータに新鮮なパイナップル・パッション
フルーツ・マンゴーの果汁をブレンドした「Tropical」の２種類。どちらもHKD25
（300ml）と、その効果を考えると非常にお手頃。
　ココナッツが採れる国では、水分補給のためにミルク以外の飲み物として乳児にも
与えてるという安心のココナッツウォーター。香港の亜熱帯気候にぴったりのトロピカ
ルドリンクで、暑い夏をアクティブにすごそう！

INVOココナッツウォーター
価格：HKD25/本（300ml）（Pure＆Tropical）
香港内のセブンイレブンで販売中

［ INVO ］ 

海外セレブやアスリートも注目のドリンク！
新鮮なココナッツウォーターで美味しく健康な体作り
海外セレブやアスリートも注目のドリンク！
新鮮なココナッツウォーターで美味しく健康な体作り

18 Pocket Page Weekly 06 May 2016 No. 538
B

 ショッピング（香港・広東共通）



香港 香港

　エレガントかつ、ほどよくモードなデザインで世の女性を虜にし続けているイタリア
発のファッショブランド「Miu Miu（ミュウミュウ）」。1993年にプラダの姉妹ブランドとし
て登場して以来、洋服、バッグ、財布、シューズに少女のような可憐さがミックスされた
デザインを写し出し、キュートな女性像を演出するアイコンとして活躍してきた。同ブ
ランド名「ミュウミュウ」はプラダ創業者3代目のオーナー兼デザイナー、ミウッチャ・プ
ラダの幼少期のニックネーム。現在もプラダ、そしてミュウミュウ両ブランドのデザイ
ナーとして精力的に活動を続ける彼女が新たに春夏コレクションとして発表したのは、
プリンセスやクイーンを象徴するティアラやイヤリングを取り入れた「Queen’s Jewels 

Collection」だ。
　現イギリス君主
エリザベス女王の
生誕90周年を祝し

てデザインされた同コレクションはティアラ、クラウン、ペンダントイヤリング、ブレス
レットなどが真珠やクリスタルで彩られたゴージャスなコレクション。伝統を重んじる
ロイヤルファミリーのアイコンにミュウミュウならではのモダンさを取り入れており、ど
れもチャーミングな少女にこそふさわしい逸品揃い。シンメトリーに配置された真珠と
クリスタルが眩いほどの煌めきを放つティアラはパーティーや披露宴など、特別な時
にこそ身につけてほしいデザイン。ティアラの輝きに負けぬほどの存在感を醸し出す
のは大ぶりのクリスタルが目を引くイヤリング。しずく状に配置された小ぶりなクリスタ
ルの中央に位置するパールが上品さをワンランクアップしてくれる。普段使いの小物
をお探しならパールの優しい輝きがフェミニンさを、エッジの効いたデザインが力強
さを演出してくれるリングはいかが？ 厚めのリングに添えられたパールとクリスタル
がミュウミュウならではの可憐さを作り出している。
　コレクションはエリザベス女王の誕生日である4月21日に先駆けて販売中。ロイヤル
ファミリーのエレガントさを取り入れる春にしてみてはいかが？

Miu Miu
ウェブ：www.miumiu.com/ja

［ Miu Miu ］ 

可憐な少女のアイコンブランドから
ロイヤルクイーンにインスパイアされたコレクションが登場！
可憐な少女のアイコンブランドから
ロイヤルクイーンにインスパイアされたコレクションが登場！

ティアラHKD9,800

ランドマーク店
住所：Shop G31-32, First Basement Floor, The Landmark, Central
電話：(852)2523-7833
時間：月～土: 10:30～19:30、日: 11:00～19:00、祝日: 11:00～19:30

IFC店
住所：Shop 2037, Level 2, IFC Mall, 8 Finance St., Central
電話：(852)2234-7125
時間：11:00～20:00

ハーバーシティ店
住所：Shop 205 & 206, Level 2, Ocean Centre, Harbour City, TST
時間：10:00～22:00　

イヤリングHKD4,000

リングHKD1,850

ブレスレットHKD8,150
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　フィリピン首都マニラの街を見渡
すとネイルスパやマッサージ、ヘアケ
アなど美容に関する店が多く見られ、
国民全体的に高い美意識を持っていることがうかが
える。南国の強い日差しの中で、美しさを保つ秘訣は
いったいなんなのか? 今回は、フィリピン人女性がつ
やつや輝くロングヘアーと美しい肌を保つために
行っている、ローカル美容法について紹介したい。
　フィリピン人女性のツヤツヤに輝く髪の秘密は、

「ココナッツオイル」。地元スーパーで手軽に手に入
る美容グッズの一つだ。髪の毛にまんべんなくつけ
て、しばしの間ヘアパック。オイルを洗い流せば、
傷んだ髪もツヤツヤさらさらに！ ほんのり甘い香り
も良く、日本の友人へのお土産としても非常に喜ば
れるグッズ。
　美肌を保つ秘訣は、毎日使っている「パパイヤ石
鹸」だとか。白い肌を保つためのビタミンCがたっぷ

り含まれているそうで、石鹸は一つ当たり30ペソ(約
68円)からとお財布にも優しい。地元スーパーには
大量のパパイヤ石鹸が並び、多くの女性が気軽に
買い求めている姿をよく見かける。そしてさらに美
容に敏感な女性は、なんと贅沢にも生パパイヤを
丸ごと使用! スマッシュしてそのまま直接肌に塗り
つけ、パックするんだとか。フィリピン人の友達おす
すめトークに後押しされて筆者も思わず試してみた
が、これが意外にいける! 生パパイヤの青臭さは感
じるものの、パック後のお肌は心なしかくすみが取
れているような……。
　フィリピンのローカル美容法は、南国ならではの
グッズを生かしたお手軽で簡単なものばかり。私も
さっそく今日から実践してみます!

From フィリピン
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法

ココナッツとパパイヤ
秘められた美容の力

ローカル美容法

文：村上奈未
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。

せっかくなので筆者もトライ、生パパイヤパック

さ
ら
さ
ら
ロ
ン
グ
ヘ
ア
ー
は
美
の
証
!

コ
コ
ナ
ツ
オ
イ
ル
の
愛
用
者
は
多
数

地
元
ス
ー
パ
ー
に
は

パ
パ
イ
ヤ
石
鹸
が
ず
ら
り
と
並
ぶ

20 Pocket Page Weekly 06 May 2016 No. 538
B

香港ヘルス＆ビューティー



香港

現地日本人の
クチコミ満載！
現地日本人の
クチコミ満載！

友達と一緒に海鮮を食べよう！

www.pocketgourmet.com.hk

日本からの友人の
アテンドに便利！
日本からの友人の
アテンドに便利！
新店情報も楽々ゲット！新店情報も楽々ゲット！

出張時にも使える！出張時にも使える！

旅行者向けの
中華料理店も回避！
旅行者向けの
中華料理店も回避！

日本からの友人の
アテンドに便利！
日本からの友人の
アテンドに便利！
新店情報も楽々ゲット！新店情報も楽々ゲット！

出張時にも使える！出張時にも使える！

旅行者向けの
中華料理店も回避！
旅行者向けの
中華料理店も回避！香港海の香港海の香港海の香港海の 特集香港海の香港海の香港海の香港海の 特集

　香港の喧騒から離れてゆっくりしたい！ と感じている方は、高い天井とヨーロッパ
調のインテリアが落ち着いた空間を届けるフランス料理店「French Window」に足を
運んでみよう。MTR香港駅に直結するIFCモール内にありながらも、店内に一歩足を踏
み入れただけでヨーロッパの雰囲気が漂う同店。スタイリッシュなバーカウンターの

壁に絵画が並び、光の差し込
む大きな窓からはダイナミッ
クなハーバービューの景色が

眺められ、時間の流れを忘れさせてくれる。
　そんな同店で味わえるのは、新鮮なシーフードをたっぷり使った料理の
ほか、田舎料理の定番「コッコ―ヴァン（雄鶏の赤ワイン煮）」や「ブフ・ブ

ルギニョン（牛肉の赤ワイン煮）」などのフランス料理。本格的な味を肩肘張らずにカ
ジュアルにいただけるのも魅力の1つだ。なかでもオススメは、金～日、祝日限定で味わ
える「The Pandora’s Box」と名づけられたアフタヌーンティーセット。一般的な銀食器で
はなく、玉手箱のような黒い箱にケーキが並べられたティーセットは、フランスならでは
の焼き菓子が満載だ。
　2段重ねになっているボックスの下段には、フォアグラのマカロン、ロブスターのボ
ローバン、レモン風味のカニとアボガドのベーグル、スモークサーモンのサワードウを
含む6種類の惣菜系メニューが並ぶ。一方上段には、ローズエンジェルケーキ、バニラク
リームロール、ナッツ入りチョコレートシュークリームなどが敷き詰められている。1つ1
つが彩り豊かに丁寧に並べられている様は、まさに輝く宝石箱のよう。別途、クロテッド
クリームが付いた焼き立てのスコーンもHKD68でオーダーできる。
　また同セットには、フランスで長年愛されている「クスミティー」を注文してみてはい
かが？ ロシアを起源とした珍しいスパイスをブレンドしたお茶は、香りの文化を大切に

するフランスならではの味。もちろんデザートとの相性は抜群だ。さぁさっ
そく今度の週末に訪れてみよう！

French WindowFrench Window

週末限定！ 彩り豊かな箱入りアフタヌーンティー
フレンチデザートで贅沢なひと時を
週末限定！ 彩り豊かな箱入りアフタヌーンティー
フレンチデザートで贅沢なひと時を

French Window
住所：3101, Podium Level 3, ifc mall, Central
電話：(852)2393-3812   
時間：月～木 12:00～15:00、18:00～23:00
　　  金～日・祝日 12:00～15:00、15:30～23:00　
ウェブ：www.miradining.com/french-window

アフタヌーンティーセット「The Pandora’s Box」
時間：金～日、祝日 15:30～17:30
料金：HKD468/2名用
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　ロシアやウクライナ、アラブ首長国連邦などの国々で、日本料理
をはじめとしたアジアンレストランを展開してきたブルドーザー
グループが、アジア1号店としてここ香港にシーフードダイニング

「Seafood Room」をオープン！商業ビルが
立ち並ぶ銅鑼湾（コーズウェイベイ）のど真ん中に立つスタイリッ

シュなビル「Tower 535」の26階にある
同店は、エレガントな内装でまとめら
れた広々としたダイニングルームに加
え、香港の象徴ともいえるヴィクトリア

ハーバーを一望できるテラス席、更に、目の前に香港の街が広がるルーフトップラウン
ジと、エグゼクティブな空間で食事やお酒を楽しむことが出来るレストランだ。
　開店にあたり「香港の食には欠かすことのない魚介類を絶景をともに味わうことがで
きるこのレストランは、ゲストの皆さんに新しいシーフードの楽しみ方を提案できるの
ではないかと、私自身も非常に期待している」と語ったエグゼクティブシェフのジェーム
ズ・コーンウォール氏。カルパッチョやマリネ、斬新にアレンジされた新鮮な刺身や牡蠣
をはじめとする冷菜から魚のローストやパスタなどのメインディッシュ、そしてデザート
にいたるまで、同氏が作り出す50以上にも及ぶ独創的な料理からは、どれも生き生きと
した躍動感を感じとることができる。
　そんな自慢のシーフード料理に合わせる一杯には、世界中から取り寄せたという豊
富な種類を誇るワインや、ペニンシュラやリッツカールトン、JWマリオットなど、香港の

名だたるホテルのバーでその腕を磨い
てきたというヘッド・ミクソロジストが作
る、こだわりのカクテルの中からお気に
入りをチョイスして、他ではなかなか味
わえない贅沢な大人の時間を、更に華
やかなものにして欲しい。　

Seafood RoomSeafood Room

ハーバービューも夜景も独り占め！
都会の一等地で味わうプレミアムなひと時
ハーバービューも夜景も独り占め！
都会の一等地で味わうプレミアムなひと時

Seafood Room
住所：26/F, 535 Jaffe Rd., CWB
電話：(852) 3708-9668
時間：月～日　12:00～23:45
ウェブ：http://seafoodroom.hk/
フェイスブック：www.facebook.com/seafoodroomhk
メール：reservation@seafoodroom.hk
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　1993年のタイ株式市場への上場以来、タイを代
表する総合食品ブランドであり続けている

「S.Khonkaen（梭坤敬）」。タイ国内に持つ
2つの自社工場で作り出される製品は品
質管理が徹底されており、食の安全にこ

だわりたいという人から支持されていることで知られる。製品企画、原料の栽培、製造、
販売まで一貫して社内で行い、消費者にワンストップで商品を届けている点も、安全な
商品を購入したい購入者の支持を得ているポイントだ。そんな同社はタイでの成功を
受けて、1999年に香港に支店を設立。香港、中国本土、そしてマカオの消費者に向けて
安全なタイ製品を提供し続けている。
　同社の製品は開けてすぐに調理できる「Ready-to-make」の状態であるため、忙しい
香港家庭からの人気も高い。製品ラインナップは冷凍食品、スナック、ドライフルーツ、タ
イ・ソース、中華薬膳スープ、フカヒレパックなど幅広く、最もポピュラーな製品はタイの
ポークソーセージ「Jar Yok（扎肉）」で、こちらももちろん保存料は一切ナシ。フレーバー
はオリジナル味、トムヤムクン味、マッシュルーム味、黒胡椒味、そしてグリーンカレー味
の5種。主力のJar Yok以外にもフィッシュ豆腐、フィッシュケーキ、ドライドリアンなども
オススメだ。自宅で本格的なタイフードを作りたいという人にはトムヤムクンのクッ
キングソース、シーフードソース、カレーソースなどのタイ伝統のソースを試してほし
い。きっとこれまでの自作タイ料理とは異なる深い味わいが実感できるだろう。
　S.Khonkaenの製品はそごう、AEON、Yata、Citysuperなどのスーパーマーケットで取
扱い中だ。5月5日から18日まではAEON各店で開催されるタイフェスティバルに特別出
店し、フィッシュフライや豚の軟骨スープ、豚もも肉シチューなどの新製品を発売する予
定。日頃の家庭料理に新たなスパイスを加えたい人はぜひ足を運んでみよう！

S.KhonkaenS.Khonkaen

リーズナブルなプライスで楽しむタイフード！
保存料ナシの安心製品でタイ料理を満喫しよう
リーズナブルなプライスで楽しむタイフード！
保存料ナシの安心製品でタイ料理を満喫しよう

S.Khonkaen
販売スーパー：SOGO、AEON、YATA、City-super
電話：(852)2475-4884
ウェブ：www.skhonkaen.com
メール：info@skhonkaen.com.hk
フェイスブック：skhonkaenhk

AEONタイフードフェスティバル
日程：～5月18日
場所：Aeon各店（Whampoa、Kornhill、Tuen Mun、Tai Wo Hau、

Lai Chi Kok、Lam Tin、Kowloon Bay、Tsuen Wan、Kowloon 
City、Tseung Kwan O）

時間：10:00～20:00
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■Roasted Marshmallow S’Mores Frappuccino®
　アメリカで人気のスモア（S’Mores）というデザー
トからインスピレーションを受けたフラペチーノ。
マシュマロホイップと、コーヒーフラペチーノの相
性は抜群。グラハムクラッカーのザクザクっとした
　食感も面白い。スイートな気分の時に、オススメ。
価格：Tall : HKD42 / Grande: HKD45 / Venti: HKD48

■Key Lime Pie Frappuccino®
　まだ日本では知名度が低い、キーライム。アメリ
カ・中南米で栽培されているライムの一種で、アメ
リカではキーライムパイというデザートとして親し
まれているんだとか。ライムの爽快な香りと、クリー
ムフラペチーノの甘さを一緒に楽しむことが出来
る、ユニークな一杯となっている。スッキリしたい時
に、オススメ。
価格：Tall : HKD42 / Grande: HKD45 / Venti: HKD48

■Soba Noodle With Teriyaki Chicken
　とうとうスターバックスにも、日本食が登場！冷
たいお蕎麦と、照り焼きチキン、半熟タマゴにゴマ
ダレを合わせていただく。何とも期待感が高まる、
組み合せだ！季節の野菜や海藻もトッピングされ
ており、ヘルシーなのも嬉しい。
価格：HKD48

　今季のラインナップは、実に面白い。通常のフー
ドメニューに加え、日本・中国・韓国・タイの料理を
スターバックス風にアレンジしたメニューがお目見
えする。コーヒーショップでいただくアジア料理。ど
のような仕上がりになっているか、楽しみだ。
　また、夏限定のスターバックスカードや、マイボト
ルなども発売中。友人や家族へのプレゼントはもち
ろん、自分用に購入するのもいいかもしれない。特
にマイボトルは、カラフルなラインナップが多く出
ており、ハッピーになれそう。水分補給をこまめにし
たい時期の大切なパートナーになってくれるに違
いない。

Starbucks 各店舗にて実施中
ウェブ：www.starbucks.com.hk

香港のうだるような夏が、もうすぐやって来
る。暑い…。冷たい飲み物がほしい…。そんな

時に立ち寄りたくなるのが、抜群の安定感を誇るスターバックス。同店舗ではサ
マーシーズンに先駆け、5月から続々と新メニューが登場する予定となっている。
今回は、特にチェックしておきたいフラペチーノとフードメニューを紹介しよう。

Starbucks Starbucks 

新商品が、続々登場！
スターバックスで、
あつ～い夏を乗り切ろう！！

新商品が、続々登場！
スターバックスで、
あつ～い夏を乗り切ろう！！

フラペチーノの定番人気メニュー「Summer Berry Panna Cotta Frappuccino®」・「Fresh Banana Frappuccino®」も、5月18日より発売予定。
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