
香港広州

ですよね。あとは、日本では、家具の配送を依頼すると、組み立て、廃棄まで
いっぺんに引き受けてくれますが、香港ではそれぞれ担当する業者が違いま
す。そのため、荷物が届いたはいいが組み立て屋が来なくて待たされる･･･な
どの状況が発生します。そうならないようハンドリングするのが結構大変です。

昔と比べ、オフィスのレイアウトも変化してきましたね。
　そうですね。家でドラマなんかをを観ていると、ついオフィスレイアウトに注
目してしまいます（笑）。ほんの20年前まではコンピューターがほとんどない
時代でした。今から考えると、パソコンの無い環境でどうやって仕事をしてい
たのか想像ができないですよね。東京ラブストーリーの中に出てくるオフィス
なんかは、今のような薄いパソコンではなく奥行のある大きなパソコンです
ね。今はデスクトップでも厚みの薄いものが主流になり、この20年ほどでオ
フィス環境が著しく変化したなと思います。

オフィス家具の中でお勧めの商品はありますか。
　椅子です！こちらの商品は昨年出たばかりのモ
デルですが、前傾姿勢に対するサポート機能が特
徴です。ノートパソコンやタブレット端末の普及で
座っている姿勢が崩れ、肩、腰、首に負担がかかり
ます。それを軽減する ために特殊な背もたれや座
面の形状で腰が前に滑り出すことを防ぎ、また自
然な背骨の形を保てるような仕掛けが隠されて
います。8時間座っていても疲れないというデータ
があるので、オフィスワークの方には非常にお勧
めです。
　椅子をはじめ、あらゆる家具は、丈夫な日本製
だとしても寿命が大体10年と言われています。ま
た、金庫も同じく10年が目安です。海外の
KOKUYOだけで販売可能な椅子もあるんですよ。
HKD2,000前後から用意していますので、気になる方がいればご遠慮なく相
談してください。円安なので日本商品を購入する良いタイミングですよ。
　
最後に、香港で働く女性にメッセージをお願いします。
　少しピンポイントになりますが、同世代の方に送る言葉を。30代中盤の私
のような世代は、仕事をしていると上からも下からも挟まれて立場的に辛いこ
ともあると思うんです。でもそんなときはとにかく「我慢」です（笑）。そうやって

大変な時期を乗り越えれば、香港で働く諸先
輩方がそうであるように、力強く人生を歩む
ことができる女性になれるのではないかと思
うので、一緒に頑張りましょう！

香港に来られたきっかけは何ですか。
　初めて香港に来たのは2012年4月です。大阪府が企画した「グローバル人
材育成事業」というプログラムに参加したのがきっかけでした。大阪の中小企
業や町工場で活躍できるグローバル人材を育てるというのを目的とした研修
で、香港で8ヶ月ほど働きました。もともと営業職を志望していたので、研修が
終わり一旦日本に帰ったあとは営業ができる会社を求めて転職活動をして
いました。そんなときに出会ったのが今の会社です。働く場所としては香港と
かベトナムあたりを考えていたのですが、最終的に研修でお世話になった香
港にまた帰ってくることになりました。今の職場では2013年9月から働いてい
ます。

日本では営業とは全くお仕事をされていたそうですね。
　神戸のラジオ番組の制作会社で、7年間、音声の編集をする仕事をしてい
ました。昼夜問わず働いたりと、厳しい労働環境が当たり前のような業界でし
たから、将来を考えた時に体力的な部分も含め長く続けられないなと思って
転職を決意しました。あの頃は本当に過酷でしたね（笑）。

初めて来港されたときの印象はどうでしたか。
　とても住みやすい所だな、と思いました。駅前
にSOGOがあるあたりが以前住んでいた三宮に
も似ていて、馴染みやすかったのもあるかもし
れませんね。ここだったら仕事しながらでも生活
していけるかなと感じたのを覚えています。

現在の仕事内容について教えてください。
　お客様の要望をヒアリングし、快適に仕事が
できるようなオフィス環境を提案しています。そ
の中で私の業務は新規開拓と顧客サポートが
メインです。家具の配置や色が違うだけでオ

フィスのイメージやモチベーションも変わってくるので、その会社にあった空
間を提案するように心がけています。企業様がオフィスを移転される際にオ
フィス施工依頼をいただくことがほとんどですので、初めてお客様にお会いし
たタイミングでお仕事を依頼されることは稀です。でも、お伺いしたときには
1年後、2年後、いざ検討時期に入られたときに声をかけていただけるように、
KOKUYOの紹介をさせていただいています。

仕事をする上で、気をつけていることはありますか。
　うちで取り扱っている商品の一つである内装は、家具と違って買っていただ
く前から目にすることはできません。お客様は完成して初めて実物を見られる
ことになります。その時に実際に出来上がってみたらイメージと違った、という
ことが発生しないよう、施工開始から完成まで要所要所で10回は現場へ様子
をチェックしに行きます。電機技師、IT業者、看板業者、引越し業者など、全て
KOKUYOが窓口となってお引き受けしています。

香港と日本では内装施工業界内の「仕組み」が違うそうですね。
　そうなんです。私も香港に来て初めて知ったのですが、日本では家具メー
カーが内装までを引き受けて、現場に入る業者を取りまとめる、というのは珍
しくありません。でも香港含め、海外ではその取りまとめ役になるのは設計事
務所になるんです。なので、ローカルのお客様を担当しているチームは企業
に直接ではなく、設計事務所に家具を売りに行っています。「私たちの当たり
前は当たり前じゃない」のが面白いですね。

「香港あるある」もあるとか。
　はい、沢山あります（笑）。たとえば、香港は日本のように床が水平ではない
ので、キャビネットを設置するときはアジャスタを付けなければなりません。ま
た、業者に荷物を運んでもらうとき、階段を使用すると別途で階段使用料が上
乗せされます。エレベーターに収まりきらないものや、もともとエレベーター
がないところは仕方ないかなとは思いますけど、場所に関わらず別料金なん

KOKUYO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD
住所：8/F., The Sun's Group Centre, 
　　  200 Gloucester Rd., Wan Chai
電話：(852)2522-3292

山本麻衣（やまもと まい）さん
香川県の小豆島出身。神戸のラジオ番組制作会社で７年勤務した後、転職活動をするなか
で参加した研修で2012年4月に初めて香港を訪れ8ヶ月間を過ごす。日本に帰国した後、再
開した転職活動でKOKUYOと出会い、2013年9月より現職。趣味はグランドホッケー（これか
ら始めたいと思っています）。

アフターファイブはビール党員！
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街市の安くて新鮮な野菜で、
ローカル野菜料理！に挑戦！
街市の安くて新鮮な野菜で、
ローカル野菜料理！に挑戦！
　香港の生鮮市場と言えば「街市（ガイシ）」。八百屋、魚屋、肉屋、花屋が所狭しと軒を連ね、店主
と顧客の活きのいいやり取りが展開される香港を代表するマーケットだ。日本では最近大型スーパー
の進出ですっかり見なくなってしまった光景だけに、懐かしく思う方も多いのでは。
　中でも街市の野菜はスーパーなどに比べて新鮮なものが多く、多くの香港人主婦やメイドさん達は
今でも街市で野菜を購入する機会が多いようだ。近年香港では栄養バランスの大切さが以前にも増
して取り沙汰されており、家庭料理でも1品は必ず野菜系のメニューが並ぶ。街市の新鮮な野菜は
以前より人気を高めていると言えるだろう。何より店舗同士の価格競争が激しく、安く食材を購入でき
るのも多くの主婦に支持されている理由の１つだという。
　新鮮さや安さ以外にも人 を々街市に引きつけるものがある。人情味だ。スーパーの画一的なサービ
スではなく、街市では店主との１対1のやり取りが肝となってくる。常連になればその日の新鮮な食材
や、食材をどのように調理すればよいか、健康面によく効く野菜の相談にも乗ってくれるという。時には
大雑把な対応に気分を害すこともあるかもしれないが、それも街市の醍醐味だろう。
　時には新鮮で安い野菜を求めて街市を探索してみてはいかが!?

★簡単に作れる! 広東風野菜料理レシピ★

インディアンレタスの
豆豉鯪魚炒め／2人用
 
〈材 料〉
◆豆豉鯪魚・・・・・・・・・・1缶
◆インディアンレタス・・・2束
◆ピーナッツオイル・・大さじ2
◆ニンニク・・・・・・・・・・・・・・・・・3片

〈調理方法〉
❶インディアンレタスをよく洗い、一口サイズに切
る。豆豉鯪魚の缶を開ける。
❷油を熱し、ニンニクを香りが立つまで炒める。
インディアンレタスを加え火が通ったら、豆豉鯪魚
の缶の中身を全て加え弱火で30秒ほど炒める。

豆豉鯪魚油麥菜

Fried Dace with Salted Black Bean(豆豉鯪魚)

広東風空心菜の腐乳炒め／2人用
下準備時間：25分　調理時間：5分

〈材 料〉
◆空心菜・・・・・・・・・・・・450g
◆ニンニク・・・・・・・・・・・・2片
◆唐辛子・・・・・・・・・・・・・・・1本
◆腐乳・・・・・・・・・・・・・・・・2キューブ
◆腐乳汁（腐乳瓶内の汁）・・・大さじ1
◆砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・・・・小さじ1
◆塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・少々

〈調理方法〉
❶空心菜の根元を切り落とす。茎の部分を食べや
すい大きさに均等に切り、水で洗う。
❷腐乳のキューブと汁を混ぜ合わせ、ペースト状
にする。
❸ニンニクと唐辛子を刻む。
❹空心菜をサッと塩ゆでする。
❺大さじ2の油を鍋に敷き、3.のニンニクと唐辛子
を中火で炒める。
❻②の腐乳ペーストと④の空心菜を加え、2分ほど
強火でからめる。砂糖と塩で味付けする。

腐乳通菜

薑 Gingerショウガ（生姜/しょうが） Cantonese Pronunciation: goeng1 (ギョン）
 身体を温める作用がある食材として人気の高い生姜。煮出して生姜湯にしたり、辛味を活かして調味料として
活用したりと使用用途は幅広い。旬は9月から12月。若い生姜は皮が柔らかく、熟した生姜は皮が厚め。皮つき
のまま冷蔵庫で保管すれば3週間、冷凍庫で保管すれば6か月保つ。

〈お詫びと訂正〉PPW541号「香港野菜生活特集」19
ページの「生姜」の紹介記事が、誤って掲載されており
ました。以下に訂正するとともにお詫び申し上げます。
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■子どもにスポーツを経験させたい理由は？
　アンケートで「子どもに経験させたいスポーツがあ
る」と回答した人のうち、最も多かったスポーツを経験
させたい理由は「体力をつけてほしい（44.6%）」、続い
て「強くたくましくなってほしい（43.1%）」、さらに「少し
ぐらいの困難を乗り越えられる精神力を身につけてほ
しい（36.8%）」だった。肉体的な逞しさはもちろん、メン
タル面においても強く育ってほしいという願いから子
どもにスポーツをさせる親が多いことが分かった。
　また、周囲との円滑なコミュニケーション力を養っ
てほしいという理由もスポーツに取り組ませる理由の
1つであるようだ。「友達を作り、道徳心を育てたい
（3 0 . 4 %）」、「礼儀等の社会性を学ばせたい
（27.0%）」、「チームプレーを学んでほしい（24.5%）」
がそれぞれ回答上位にあがっていることからもその
意図が読み取れる。
　ちなみに、少数回答ながら「プロになってほしい
（4.4%）」という回答も見受けられた。プロの野球選手、
サッカー選手、テニス選手が世界のスポーツ界を席巻
する中で、我が子に大きな夢を託す親もいるようだ。

■子どもに経験させたいスポーツは？
　子どもに経験させたいスポーツとして人気なのは、
ダントツで「水泳（18.6%）」との結果が得られた。これ
は男女ともに小さい頃からの習い事として取り組みや
すい競技であることのほか、比較的通いやすい距離に
水泳施設が多いことなどが人気の理由であるようだ。
プロスポーツとして人気の高い「野球（14.7%）」、「サッ
カー（11.3%）」は経験させたいスポーツのトップ2、3を
マークし、人気の高さをのぞかせた。プロテニスプレー
ヤー錦織選手が世界レベルで活躍を続ける影響から
か「テニス（8.8%）」が次点。これは平成24年度から必
修化された「ダンス（8.8%）」と同率で4位だった。

■自身のスポーツ経験は子どもに経験させたい
　スポーツに影響を与えるか？
　今回最も興味深い結果となったのは、親自身のス
ポーツ経験によって子どもに経験させたいスポーツが
微妙に異なっていた点だ。自身にスポーツ経験がない
回答者の場合、子どもに経験させたいスポーツは「水泳
（31.1%）」が最も多く、「野球（13.3%）」、「ダンス

（13.3%）」、「サッカー（11.1%）」が続
いた。実に水泳とその他のスポー
ツに20%以上の乖離が見られる
結果となった。一方で自信にス
ポーツ経験がある回答者の場合は
「水泳（15.1%）」と「野球（15.1%）」と同
率1位、続いて「サッカー（11.3%）」、「テニス（10.1%）」と
いう突出したスポーツが認められない結果となった。こ
れは親自身がスポーツを経験していない場合に、せめ
て我が子には泳げるようになってほしいと考えている表
れと読み取ることができるだろう。

　一度習ったスポーツは一生モノ。子どもの性格や体
格にぴったりのスポーツを経験させて人生の経験値を
増やしてあげよう！

株式会社クリエイティブジャパン
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年2月9日
サンプル数：1,000
性別人口構成比：男性671人、女性329人（計1,000人）

子
ど
も
に
習
わ
せ
た
い
ス
ポ
ー
ツ
は
な
に
？

1
位
は
な
ん
と「
水
泳
」！

野球、サッカー、テニス、水泳、体操、陸上―。子どもの頃習っていたスポーツが今でも趣味やライフワークの1つとなっている人は多いはず。
大人になってからではなかなか新しいスポーツを始めにくいという事情から、自分の子どもには様々なスポーツを小さいうちから経験してほしいと思う親が多いようだ。
今回は株式会社クリエイティブジャパンが行った「子どもに経験させたいスポーツに関するアンケート」の調査結果(*)を紹介しよう。

*アンケート回答者1,000人のうち、子どもがいて、かつ経験させたいスポーツがあると回答した204人のアンケート結果
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　イタリアの高級宝飾ブランド「BVLGARI（ブルガリ）」から、中国で長きに亘って愛され
ているジェイド（翡翠）をモチーフにした香水コレクション「Le Gemme IMPERIALI（レ
ジェンメ・インペリアリ）」が誕生! ブルガリはこれまでLe Gemme（レ・ジェンメ）という宝

石をモチーフにしたコレクションを
発表しており、今回のジェイドはそこ
に加わる新たな作品として注目を浴
びている。

　生命力と官能性をシンボルとするグリーンジェイドをモ
チーフに作り出された「スプレンディア・オード・パルファ
ム（SPLENDIA）」は、マグノリアエッセンス、ナルシスアブソ

リュート、オークモス（樫の木の苔）をベースにした、気品のある香りが特徴のパフュー
ム。グリーンジェイドは「ジェイドの女王」と称されるほど美しく神秘的で、清朝末期の女
帝・西太后をも虜にしていたという宝石。華やかで魅力的なフローラル・シプレを香調と
しており、洗練された女性を連想させる。
　純粋さ、穏やかさをシンボルとするホワイトジェイドをモチーフに作り出されたのは、
白色のトップが純真さを一層引き立てる「イリーナ・オード・パルファム（IRINA）」。ギリ
シャ語で「平和（イリーナ）」を意味する香水は、繊細な女性像を演出するのにぴったり。
フローラル・ムスクの香調をベースに甘い香りが特徴のマグノリアエッセンス、ジャス
ミンペタル、ムスクを加えており、ロマンティックな香りを愛する女性へ贈りたい一品だ。
　藤紫色のトップが落ち着いた優雅さを演出する「デジィリア・オード・パルファム
（DESIRIA）」はモーヴ（藤紫）ジェイドにインスパイアされた優雅な香りのパフューム。中
国の四大美女にオマージュを捧げる石として知られるモーヴジェイドならではの官能的
な香りが心地よい。香調は情熱を感じさせるフローラル・ローズ。マグノリアエッセンス、
ローズペタル、ムスクをベースとしており、3種のパフュームの中でも特にオリエンタル
な色調が強い一品だ。まるで中国庭園の花々を詰め込んだかのような香りに包まれる
幸せを感じよう。
　優雅さを演出させるのにぴったりなブルガリの香水。この夏は翡翠にインスパイアさ
れた香りで気品のある女性像を演出してみてはいかが？

ブルガリから翡翠をモチーフにした香水登場!
優雅でオリエンタルな香りに包まれよう
BVLGARI
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

BVLGARI
ウェブ：www.bulgari.com/en-hk

Elements店
住所：Shop 2040, Level 2, 
　　  Metal Zone, ELEMENTS, TST
電話：(852)2196-8228
時間：10:00～21:00

Harbour City店
住所：Shop G126, G/F., Harbour City, 
　　  7-25 Canton Rd., TST
電話：(852)2153-1538
時間：10:00～22:00

IFC Mall店
住所：Shop 2041, Level 2, ifc mall, 
　　  8 Finance St., Central 
電話：(852)2234-7668
時間：10:30～19:30

Pacific Place店
住所：Shop 325, Pacific Place, 88 Queensway
電話：(852)2918-1221
時間：月～土 10:30～19:30、日 11:00～19:00　

SPLENDIA (100ml)

DESIRIA (100ml)

IRINA (100ml)
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　シックで落ち着いた雰囲気を纏うのにぴったりのアイテムを揃えるフランス生まれの
ハンドバッグ＆アクセサリーブランド「Maud Frizon」。良質な素材と時代に左右されな
い技術力で、これまで多くの女性に手の届きやすいラグジュアリーグッズを提供してき
た。日本未上陸の同ブランドは今では世界7カ国60店を展開しており、遊び心とフェミ
ニンさを兼ね備えたデザインは世界中でますます人気を高めている。
　そんなMaud Frizonから、これからの季節にぴったりの2016春夏コレクションシュー
ズが登場した! コレクションはサンダル、スニーカー、そしてフラットシューズの3種類。
どれも流行最先端、パリスタイルのシックでスタイリッシュな仕上がりとなっている。

　まずは夏に向けて欠かせないサンダルを紹介しよう。ヒール
で高さとスタイルを演出したいけど、履き心地の悪い靴はイヤと
いう人にぴったりのデザインの「Double Strap Platform 
Sandals」は、幅のあるストラップが安定感を演出する一足。カ

ラー展開はシルバー、メタリック、レッド、ブルー。鮮や
かな色合いが夏の陽射しにぴったりだ。よりフェミ
ニンな印象が特徴のクロスストラップはメタリックと
ペールピーチの2色展開。足長効果を演出してこの夏
は足元からスタイリッシュさを取り入れてみよう。
　カジュアルスタイルファッションが世界中を席巻
する中、やはり外せないのはスニーカー。トレンドの
メッシュ素材を取り入れたMaud Frizonのスニー
カーは履きやすく通気性も抜群。エッジの効いたメ
タリックカラーでユニークさを演出しても良し、ペー
ルピーチやグレーカラーで落ち着いた可愛さを演
出しても良し。なりたい自分像に合わせてこの夏の
一足を決めよう。カラーはその他にレッド、ブラック、ホワイト、ベージュも用意。スリッ
ポンタイプも店頭に並んでいるので、ぜひお気に入りのデザインを見つけてみよう。
　より女性らしさを取り入れたい人にオススメしたいのがレースとパステルカラーが愛
らしいフラットシューズ。1970年代から女性の心を掴んで離さないデザインに、流行りの
レース素材をあてはめており、履き心地はもちろん、ドレスアップにもカジュアルにも対
応できる優れもの。暑い夏は、爽やかかつ涼しげな足元でお洒落レディを目指そう。
　香港では13店舗を展開するMaud Frizon。この夏は洗練されたパリジェンヌスタイル
で女性らしさを取り入れてみては？

Maud Frizon
ウェブ：www.maudfrizon.com　
フェイスブック：MaudFrizonHK
インスタグラム：maudfrizon

［ Maud Frizon ］ 

今年の流行はメッシュ＆レース！
フェミニンな足元で暑い夏を乗り切ろう！
今年の流行はメッシュ＆レース！
フェミニンな足元で暑い夏を乗り切ろう！

Metalic and White Cross Strap
Platform Sandal

 (HKD898)

豊富な種類からお気に入りの一足を見つけよう

ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
に
街
を
駆
け
抜
け
よ
う

Doubel Strap Platform
 Sandals (HKD898)

M
esh Slip-on Sneakers (HKD898)

Black Lace and Leather Loafer (HKD1,098)
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 ショッピング（香港・広東共通）
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　昨年８月１日、日本で創業１００周年を迎え、今年４月１日に香港で創業４０周年を
迎えたばかりの「佐藤製薬」。日本人にとっては、イメージキャラクターの「サト
ちゃん」、そして看板商品の「ユンケル」でお馴染みであろう。現在佐藤製薬は、アジ
アでは香港を始め、シンガポール、上海、台湾に拠点があり、またタイ、マレーシア、
インドネシアでも販売を行っている。今後も東南アジア諸国へ展開予定であり、ます
ますの成長が期待される。
　そんな中、現在アジア全体のマーケティングの統括を任されている、丸塚優介ゼ
ネラルマネージャーに日本１００年、香港４０年の歩みを振り返りながら、これからの
佐藤製薬の展開について、お話を伺うことが出来た。

●ユンケル
言わずと知れた、佐藤製薬の看板商品である
滋養強壮剤。疲れた体にこの一本！

1956年に、初めは錠剤タイプとして販売された。名前
の由来は、ドイツ語の「JUNKER（貴公子）」に由来。ホ
ルモン、ビタミン、ミネラルなどの成分を配合した働
き盛りの男性を応援する総合保健剤として発売。

●ナザール
点鼻薬。現在、香港で一番売れている商品がコレ。
ラベンダーの香りがする「ナザールラベンダー」も。

●ポリベビー
赤ちゃんのオムツかぶれ、あせも、湿疹などに効果的。またステ
ロイド剤が入っていないので、肌の弱い大人も安心して使える。

皆さんが良く知っているものから、新たに知るものまで、
ここで一度おさらいしてみよう！

香港での、佐藤製薬の現在の主なラインナップを紹介！

佐藤製薬
日本100周年、

香港40周年の歩み、
そしてこれから

佐藤製薬
日本100周年、

香港40周年の歩み、
そしてこれから

〈日本でのユンケルの歩み〉
1956年 6月 「ユンケル」錠剤発売
1967年 10月 「ユンケル黄帝液」発売
1979年  初のユンケルCM放映（ガッツ石松）
1985年  タモリ出演のCM放映
1999年  コンビニエンスストア向け
  「ユンケルローヤルシリーズ」を発売
2001年 2月 ユンケルホームページ開設
2002年 1月 イチロー選手出演のユンケルCM放映
2009年 4月 ユンケルから初となるアルミ缶ボトルの
  「ユンケルローヤルS」発売
2011年 8月 ユンケル公式Facebookページ開設
2015年 11月 「ユンケル黄帝液プレミアム」発売
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●つるこう
ベビースキンケアクリーム。赤ちゃんのほっぺや、口のま
わりのカサカサに。また女性のデリケートなお肌にも。

●ノアールN
疲れ目や充血に効く目薬。１回使い切りのタイプ（ノアールワンN）や、コンタクト
レンズを付けたまま点眼出来るタイプ（ノアールワンティア-α）もある。

●ハクビ（HAKUBI）
ビタミンCの補給に。またシミ、そばかす、日や
けなどの色素沈着に優れた効果をあらわす。

●アセス
歯磨き粉。歯槽膿漏、歯肉炎の原因となる「嫌
気性菌」にすぐれた抗菌力を発揮して、歯ぐき
の出血、腫れ、口臭などを鎮める。

佐藤製薬（香港）有限公司
住所：Unit 2904, Tower 2, The Gateway, Harbour City, TST
電話：(852)2367-7689
ウェブ：www.sato.com.hk

1985年生まれ。千葉県佐倉市出身。2歳から6歳の間は台湾。小学校、中
学校を日本で過ごし、高校時代はシンガポールへ。大学は日本へ戻り、
専攻は理工学部数学科。大学卒業後、佐藤製薬へ。最初に国内で営業
を約３年間経験後、香港には2011年10月より赴任。2013年2月にシン
ガポールに異動になり、そこから香港、東南アジア地区、また中国の統
括も兼任するようになった。日本における役職は海外事業部アジア営
業課の課長になる。シンガポール、香港での役職はMD。必然的に出張
が多くなる丸塚さんにとって、ユンケルは欠かすことの出来ない一品だ
という。休日の息抜きはカラオケ。また野球が好きで、オフには自らプレ
イする事も。

丸塚優介
佐藤製薬（香港）有限公司
ゼネラルマネージャー

現在、香港ではどれぐらいの商品が販売されていますか？また、その中で売れ筋
の商品を教えて下さい。
　現在、香港で販売されている商品は約40品目あります。売れ筋としてはナザール
（点鼻薬）がダントツで売れています。最近ではポリベビー（軟膏）、つるこう（ベビー用
品）など、オムツかぶれ用、もしくは顔に塗るスキンケアクリームが人気が出てきてい
ます。また、皮膚用薬のほかにノアールN（目薬）が昔から根強い人気があります。

1976年香港市場進出時と2016年現在を比較して、ターゲットとする顧客など環
境に変化はありましたか。
　香港進出当時は、個人で経営されている薬局などに伺って、オーダーを頂く形が主
流でしたので、購入層としましては高齢者の割合が高かったと思います。ここ数十年
で、ドラッグストアのチェーン店が出店し、若者が医薬品を購入する割合が高くなっ
てきました。ここ３～４年ですと、中国大陸側から香港へ、医薬品を購入するために
訪れる人々の割合が増えてきました。

日本と香港、また展開しているアジア諸国の法律や文化、習慣による違いについ
て何かエピソードはありますか？
　海外での医薬品販売については、国によって薬事規制が異なるため、必ずしも日
本の製品と同じものを販売できるわけではありません。そのため、例えば看板商品で
ある「ユンケル」は日本を始め、現在販売している香港、タイ、台湾で実は成分に若干
の違いがあります。しかし、香港で販売しているユンケルも、タイで販売しているユン
ケルも、その他の国のものも成分の配合を含め、基本は全て日本で製造しており、日
本から各国に配送しています。
　また、日本ではティッシュペーパーや指人形などの販促物を活用するなど、販売方
法の面でも違いが見られますね。

日本での需要と香港での需要を比べて、違いはありますか？
　香港及び東南アジア諸国では、体調を整えるためにドリンク剤を飲むという習慣が
あまりなく、漢方薬などがその役割を果たしていた背景があるため、香港ではなかな
か需要が生まれにくいのではと考えています。またドリンク剤ではなく錠剤でないと
安心できないという消費者の指向性もあるため、香港で栄養ドリンクを売ることは至
難の業なのです。
　全般的に言えることですが、日本のやり方がどこでも通用するわけではありま
せん。広告の方法、店頭の展開を含め、現地とバランスを取りながら進めなくてはな
りません。今後、香港でも栄養ドリンク剤のカテゴリーが出て来て、その存在が身近に
なれば、市場が大きくなるかもしれません。
　また「つるこう」は、最近、香港で日本製の商品として注目されるようになりました。
その結果、香港での人気が起爆剤となって、中国大陸から日本へ購入しに行く人が
増えるようになり、最近日本での売り上げも増えてきています。

創業時の1915年から現在にかけて、日本市場においての売れ筋商品の変遷に
ついて教えて下さい。
　もともと佐藤製薬は、1915年に佐藤幸吉が「佐藤製薬所」として創設しました。
1929年に「佐藤製薬合名会社」、1939年に「佐藤製薬株式会社」に社名変更して、現
在に至ります。当初は、軟膏が売れ筋商品でした。今や看板商品であるユンケルが最
初に発売されたのは1956年ですが、発売当初はなかなか軌道には乗りませんでし
た。1985年に、中高年男性の強精強壮剤から、疲労回復のドリンク剤へとイメージが
定着し、ユンケルは世間に認知されるようになりました。また2002年から当時、米メ
ジャーリーグのマリナーズのイチロー選手（現マーリンズ）が起用され、頑張る前に飲
むドリンク剤という新たな訴求でユーザーを拡げています。また現在は、ユンケルを
筆頭に、「アセス」という歯槽膿漏薬、かぜ薬「ストナ」に力を入れて販売しています。

香港市場の現状と、今後注目される市場について教えて下さい。
　香港でも、最近になって点鼻薬の売り上げも増えてきました。これから期待される
新たな市場としては、まだ需要が少ないのですが、健康食品や歯周病などの分野に
注目しています。

今後の香港市場、及び東南アジアの展開、目標について聞かせて下さい。
　日本と同様に、ユンケルを一つの大きなブランドにしたいというのは、香港及び東
南アジア全てにおける目標です。シンガポールにおいても、点鼻薬と目薬と共に、や
はりユンケルの認知度とユーザーを更に獲得していきたいです。
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　ミシュランガイドでも紹介された、上環（ションワン）の本格タイ料理店「Moon Thai」。
シェフはこの道35年のベテランで、タイのロイヤルファミリーに料理をもてなしていた
経験もあるほど高い評価を受けている。そんな同店の姉妹店「Erawan Thai Premium」
が香港でも有数の繁華街で多くのレストランが軒を連ねる尖沙咀（チムサーチョイ）の
Ashely Rd.に3月末にオープンした。｢Moon Thai｣と同じくミシュランレベルの伝統的な
タイ料理とモダンにひと工夫を加えた料理を提供する。

　ビルの最上階ににある同店は広々と
したテラス席と室内の席、そして誕生日
や接待に最適な個室も完備している。ま

ず注目したいのは同店のインテリア。白を基調にしたシンプルさの中にゴールドのイン
テリアを合わせることで、モダンな雰囲気の中に優雅なタイの王室のようなラグジュア
リーな雰囲気をプラス。テラスには、賑やかなバンコク
の中心部に祀られていてパワースポットとして有名な
金色の4面の神様(ヒンドゥー教の神ブラフマー)が
堂 と々飾られている。
　“タイから仕入れた食材で作ったタイ料理以外は本物
のタイ料理とは言えない”と語るシェフのLekさん。これ
まで数多くの受賞歴を持つ彼は“タイに行かずとも本格
的なタイ料理を香港で楽しんで欲しい“と語る。そんな
Lek氏が腕を振るって作る料理をいくつか紹介しよう。ま
ずは、同店の人気メニューで2010年にGrand Cuisine AwardsとGolden Award Seafood 
Teamを受賞した｢Fried Tiger Prawns with Spicy Thai Herbs(車海老のスパイシータイ
ハーブ炒め)｣。からっと揚げられた海老の身は甘くてジューシーで、香り高いハーブと唐
辛子の辛さが食欲をそそる。｢Phoo Phad Nam Tom Yum（新鮮大振り蟹のカレー
ソース炒めもの）｣は濃厚な蟹の旨味にマイルドで甘いカレーソース、そこにピリ辛い
唐辛子が追い打ちをかけるような味で、もうやみつきになる。タイの北西部の料理の
｢Neua Yang Nam Tok(牛肉のサラダ)｣は比較的あっさりした味付けで、口直しにも箸
休めにもぴったりの一品！ レタスに包んでいただこう。
　これからの季節は夏の夜のそよ風を感じながら、テラス席で本格的タイの味とドリン
クを楽しんでみるのはいかが？

Erawan Thai PremiumErawan Thai Premium

テラス席の夜風が心地良い
現地に行かなくても本格的なタイ料理を香港で！
テラス席の夜風が心地良い
現地に行かなくても本格的なタイ料理を香港で！

Erawan Thai Premium
住所：Astoria Bldg., 24-38 Ashley Rd., TST
電話：(852)3708-8368
営業時間：11:30～24:00
ウェブ：http://erawanthai.ams-kpg.com

車海老のスパイシータイハーブ炒め

鴨肉のレッドカレー

デザートの盛合せ

新鮮大振り蟹のカレーソース炒めもの
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フィリピンでビジネス英語
「費用対効果No.1」宣言！ 最高級マン
ツーマン授業を格安価格で！ 他校も
経験した生徒様のリピーター率や口
コミ生徒数でも実績証明！ 留学エー
ジェントを介さずSNSフル活用で留学
料金を約30％低減！ 日本人校長の英
語力向上で証明している他校にない
教授法を採用！8年間超の運営実績。
成果コミットプログラム（FEPEP）も利
用可能！ 旅行感覚で利用可能な週末
留学（土日20時間集中マンツーマン授
業）毎日3食（年中無休）・高速WIFIイン
ターネット付の英語留学が1週間
15,000円から可能！ 信じられないよう
な「格安価格」で「高品質」な英語留学
を提供中。夢を応援するＥＢで費用対
効果No.1の英語留学を体験して下さ
い！ EBを通じて一人でも多くの人が
世界へ羽ばたくのを応援します。「英
語」は皆様の人生を更に豊かにしてく
れます。
会社名：English Breakthrough Limited（EB）
代表者：神谷俊介（Shunsuke ”Shaun” Kamiya)
住所：Block5 Lot14, Gabriela Silang St., 
New Capitol Estates1, Batasan Hills, 
Quezon City, Philippines
連絡先：050-3706-3636,
　　　  +63-947-9946607, 
　　　  +63-2-881-5455
EMAIL：englishbreakthrough08@gmail.com
URL：http://english-breakthrough.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               （事務局）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た
に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡
くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを募
集しています。お酒への興味があり、お
しゃべり好きで、明るく楽しく働ける方、大
歓迎！ご興味のある方は、先ずご連絡くだ

さい。夕方～深夜勤務ですが、条件など
相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集
1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、ご
興味ありましたらエリース　チェンまでご
連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パートタ
イムスタッフを募集しています。語学が
好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお送り
ください。ベビーシッターも募集中です。
子供が好きな方、体力に自信のある方、
下記まで履歴書をお送りください。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、問合せは木田まで。
電話：(852)2893-4888
メール：kida@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:(852)2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:(852)2375-1342  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 HKD60
★ 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：(852)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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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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　イギリスの由緒ある5つ星ホテルで、優雅な雰囲気で高級感を漂わせたモダンでエレ
ガントなヨーロピアンスタイルのホテルの「The Langham」。尖沙咀（チムサーチョイ）の繁
華街に位置する同ホテルは、一足中に踏み入れると外の喧騒を忘れさせてくれる、落ち着
いた大人の空間。まるでヨーロッパにトランスポートしてしまったかのような感覚を覚え
る。そんな｢The Langham｣はロビーに併設されている落ち着いた雰囲気のラウンジ「パル
ム・コート」で、英国式の本格的なアフタヌーンを楽しめることでも有名。イギリスの伝統を
重んじて食器類はすべてウェッジ・ウッド製の「ザ・ランガム」のオリジナルでを使用してお
り、特別にブレンドしたホテルオリジナルの「ウェッジ・ウッド・ティー」も味わう事ができる。
　そんな同ホテルでは、通常のアフテアヌーンティーセットに合わせて、様々なブランド
とコラボした期間限定の特別アフタヌーンセットを提供している。今回はフランスを代

表するコスメブランドの
「ゲラン」とのコラボ。新作
コスメの「プティット ロー

ブ ノワール」の世界観にインスパイヤされたアフタヌーンティーセット
「The Langham Afternoon Tea with La Petite Robe Noire」を用意。
シンプルなブラックドレスに生えるカラフルなリップやマネキュアの新

作コスメを遊び心のあるケーキやチョコレートなど
のスイーツで表現した。一人用はHKD398、2人用で
HKD598と、お財布にまだ優しい値段設定となってい
る。上二段には、唇やリップスティックをモチーフに
したチョコ、ケーキカラフルでキュートなスイーツが
並ぶ。そして3段めには「ザ・ランガム」定番の人気
サンドイッチやパイなどを含んむセイボリーアイテ
ムが並ぶ。まるで宝石のようなかわいい見た目はオンナ心をくすぐる。もちろん味も安
定した一流ホテルの味であることは言うまでもない。
　期間中の木・金曜日にこのアフタヌーンティーセットを注文した人には、「ゲラン」の
リップスティックやトラベルサイズの香水などのギフトセットとエクスプレス・ビュー
ティーサービス（メイクアップサービスなど）をプレゼント。フェミニンでシックな女性の
スタイルを完成させてくれるマストアイテムだ。
　さあ、さっそく落ち着いた雰囲気とラグジュアリーな空間で、今だけしか味わえないア
フタヌーンティーを楽しみに足を運んでみては。
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遊び心溢れるカラフルでキュートが女心くすぐる！
「ザ･ランガム」ｘ「ゲラン」のコラボ
遊び心溢れるカラフルでキュートが女心くすぐる！
「ザ･ランガム」ｘ「ゲラン」のコラボ

Palm Court
住所： Lobby Level, The Langham HK, 8 Peking Rd., TST
日期： ～7月3日
電話：（852）2132-7898
ウェブ：www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/dining/palm-court
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一周年おめでとうございます。
振り返ってみていかがですか？
　これまで支えてくださった皆様に感謝の思い
でいっぱいです。8年ほど続いていた名前を捨
て、新しい屋号でスタートをするのは勇気が入り
ましたが、お陰様で一周年を迎えることができま
した。これからもよろしくお願いします。

あらためて本山さんのこれまでの経歴を
教えてください。
　香港に来たのは今から約10年前です。日本で
は、地元福岡の調理専門学校卒業後、大阪で
トータル4年下積時代を過ごしました。
 大阪での修行を終えてからは、海鮮料理屋であ
る福岡の実家に戻り働き始めましたが、家族経
営だったのもあり、どうしても甘えが出てしまうの
が嫌でした。調理学校で学んだことや流行を取
り入れようとしても、「今までずっとこのスタイル
でやってきたから」と言われ自分の意見が採用
されなかったのも悔しかったです。気が付けば2
年経過していました。そんなとき、専門学校時代
のつながりで、香港の寿司屋（当時：寿司とく）で
職人を募集しているという話をいただき、香港
行きを決めたんです。2006年でした。当時大将
だった徳永さんとは香港空港で初めて会い、香
港に到着したその足でお店へ連れていっても
らったのですが、そこで食べたのが「秋刀魚の刺
身」。「秋刀魚を刺身で食べられるとは」「香港の
流通はすごい！」と感じました。それから寿司とく

て3年。その後また寿司とくに、今度は自分が大
将となって戻ってきました。そして去年、屋号を
実家と同じ「三笠屋」に変更し今に至ります。

昔から寿司職人になりたかったのですか？
　料理人になろうとは特に思っていませんでし
たが、実家が海鮮料理屋を営んでいたので、中
学生の頃から手伝いはしていました。まな板を

はさんで父と向かい合わせに座り、魚
のさばき方をよく真似したりもして
いました。最初は茶碗洗いから
スタートし、バイト感覚でした。
福岡は魚介類の宝庫です。小
さな頃から地元の美味しい魚
を食べる機会に恵まれていた
ので、味の違いはわかるように

なりました。

香港は日本から新鮮なネタが入るそうですね。
　はい。私自身もそうでしたが、地方出身の職人
は、まず香港のネタの豊富さに驚くと思います。
香港は日本から近いので、朝日本で獲れた魚が
その日のうちに香港に到着します。福岡で水揚
げされた魚が東京に運ばれるのと同じくらいの
時間で香港にも空輸できるので、鮮度のいいネ
タを手に入れることができます。そういう意味で
は、香港では日本よりクオリティの高いお寿司を
食べられると思っています。

美味しい寿司を提供するにあたり
工夫されていることはありますか？
　生の食材を扱うので、当然のことですが衛生
管理にはかなり気を付けています。スタッフへ
の指導も入念に行います。
　味の面でいうと、食材のことを良く知ることが
大事です。その魚を寿司で食べるのが良いか刺
身で食べるのが良いか。また、「お客様がどうい
う時間を過ごしたいか」を常に気にしています。
この人は話をしたいのか、誰と来ているのか、接
待なのかなど、その人に合った時間を提供でき
るよう心掛けています。お客様が選ぶお酒に
よってアプローチを変えたりもします。その他、
女性のお客様だからポーションは小さめにする
などにも気を配ります。美味しいは当たり前。そ
れにプラスアルファでどんなサービスを提供し
たら、来てよかったと思っていただけるかを常に
考えています。
   
本山さんおすすめのメニューを教えて下さい。
　年間を通して個人的にお勧めしたいのは、玄

カ。実は以前、お任せコースをご注文いただい
たお客様でイカが苦手な方がいらしゃいまし
た。「俺の握ったイカを一回食べてみてほしい」

と思い、食べていただいたところ、「美味しい！」
と仰っていただけました。食材が持つ個性をうま
く引き出すことができれば、その人が持っている
食の価値観をも変えることができるんです。元々
の素材に薄化粧を施すような感じでしょうか。
色々足し過ぎてわけのわからないものになって
もだめ、手を加えなさ過ぎてもだめ。「苦手だっ
たものが、三笠屋に行ったら食べられるように
なった」「美味しかった」というお客様の表情を
見るときが本当に嬉しいです。イカの他に、穴子
丼も人気があるので是非一度お試しいただきた
いですね。
　また、今月から来月まで、今までの感謝の気持
ちを込めて一周年記念のお得なキャンペーンを
実施します！詳しくは下の広告でチェックしてく
ださい。

今後の“野望”を教えてください。
　普通の板前で終わるのは嫌。せっかくだから
何か楽しいことをやりたいといつも思っていま
す。日本人として、日本の文化を正しく伝えたい。
自分だったら寿司を通して日本文化を伝えられ
ると思います。将来は違う国でもチャレンジして
みたいです！
 ありがとうございました！

昨年アイランドシャングリラで行われた天皇誕生日レセプション。完全養殖マグロ解体ショーの様子

三笠屋　Mikasaya Sushi Restaurant
住所：Shop B, 2/F., Cameron Plaza, 
　　  23-25A Cameron Rd., TST
電話：(852)2301-3555 
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1周年プロモーション1周年プロモーション1周年プロモーション
感謝の思いを込めて

(852)2301-3555 12:00～14:30/18:00～22:30 個室も御座います。

6月1日～7月31日まで
●期間中、三笠屋をご利用いただいた際のレシート（ディナータイム利用時）を持ってきていただくと、
　２度目のご来店の際、その合計金額の10％を割引いたします。
　期間中のご利用制限はございません。
●三笠屋ノベルティ（手ぬぐいとお茶）をプレゼントいたします。（数に限りがございます）
　　　　　　　　　　　　　※上記キャンペーンはディナータイムが対象となります。

●期間中、三笠屋をご利用いただいた際のレシート（ディナータイム利用時）を持ってきていただくと、
　２度目のご来店の際、その合計金額の10％を割引いたします。
　期間中のご利用制限はございません。
●三笠屋ノベルティ（手ぬぐいとお茶）をプレゼントいたします。（数に限りがございます）
　　　　　　　　　　　　　※上記キャンペーンはディナータイムが対象となります。

お任せコース　HKD680～
（前菜・お造り・煮魚・揚げ物・寿司・椀もの etc.）

香港バプティスト大学日本
教室の様子。年に3~4回開
催している

ドイツミュンヘンにて現地シェフと交流
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香港

　香港の食の発信地である中環（セントラル）のSOHOにこのたび新しく誕生した「The 
Parish」。米ルイジアナ州ニューオーリンズ発祥のアメリカ南部料理を提供するレスト
ランとしてオープンして以来、既に多くの人気を呼んでいる。シェフはニューオーリンズ
出身でかつてステーキハウス「Restoration」でも腕を振るっていたジャック・カルソン
氏。今や世界の大都市では必ず見つかると言われているニューオーリンズ料理を香港
のグルメ達にも味わってもらうべく、日々工夫を凝らしたメニューを提供している。

　アメリカの素朴な南方家庭
料理を提供する同店では、
ヨーロッパと西アフリカの文

化融合料理「ケイジャン」と、カナダ由来のアカーディアンの食文化である料理「クレオー
ル」で訪れる人々をもてなしている。新鮮な食材を使用して作られるのは家庭料理の代
表格である「ホームメイド・コーン・ブレッド」や、「ロブ
スターのパイ」。どちらも素朴な味付けが懐かしさを感
じさせるメニューだ。ピリ辛の味が病みつきになる
「海老とチキンのジャンバラヤ」や、「サザーン・フライ
ド・チキン」はビールなどのアルコールとの相性抜群
の一皿。楽しく大人数で頬張ってみてはいかが？ メ
インには滴る肉汁が食欲をそそる「バックヤードBBQ
リブ」、オイスターの新鮮な味わいが口の中いっぱい
に広がる「こんがり焼いたオイスターのスモーク・タッソとグリーンオニオン添え」、白身
魚のようなさっぱりとした肉質が美味しい「ペカンとナマズのクレオール風ムニエル」を
どうぞ。もちろんスイーツ好きのためのメニューも豊富だ。酸味が爽やかな「ライム・パ
イ」、リキュールベースの「グラン・マルニエ・ブリュレ」、コーンシロップとペカンナッツで
作る甘いパイ「ペカン・パイ」など、アメリカ南部のスイーツはどれも珍しいものばかり。
　月曜日は「食べ放題フライドチキン」、日曜日は「ソウルフード」などテーマに沿ったス
ペシャルメニューも提供しているのも心温まるサービスを心がけている「The Parish」な
らでは。中環でビジネスに励んだ後の一杯に、週末の友人達との語らいの場に、ぜひ
コージーな雰囲気の中でアメリカサザーン料理を味わってみてはいかが？

The ParishThe Parish

素朴な味わいのアメリカ南部料理レストラン
SOHOに新たにオープン！
素朴な味わいのアメリカ南部料理レストラン
SOHOに新たにオープン！

The Parish
住所：44 Staunton St., Central
電話：(852)2803-0050
フェイスブック：theparishhk
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