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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

　今回も前回に引き続き、レッスンをスタートして１年を前にいよいよ自宅での練習で感じてい
た不便さと、モチベーションの停滞を解消してくれたものをご紹介します！

【その2　チューナー】
　これ、少し今更な感じですかね（笑）。いつもはレッスンの
最初に先生がチューニングしてくださってました。でも、時に
2週間ほど空いてしまうレッスン間隔。自分の耳で聞いてい
ても明らかに音がずれているのに直せない！そして、こ
れって練習するにあたり、結構致命的な問題らしいので
す。いよいよチューナーを買わないと、と思って念のためア
プリを探してみたらありました、チューナー。しかも二胡専
用！先生にみせたら「問題ない」とのお墨付き。でも空気を
通すとそれだけで本当の音を聞くことができなくなるからか
｢使う時はイヤホンから音を聞いてね｣と言われました。もっ
と早く調べればよかった！
 
【その3　譜面台】
　これは更に今更でしょうか（笑）でも、今までなかったんです。私の日常の練習場所は自宅
の寝室で、ベッドに座って弾いています。ダイニングの椅子に座っていたこともありましたが、

高さがどうしてもしっくりこなくて、家中色んなところに腰掛
けてみたら少し低めなベッドがベストマッチ。で、楽譜はど
うしていたかというと・・・ベッドにおいて横向いて見てまし
た。ずっと横見てるのが辛かったので、その分頑張って
覚えるという思わぬ効果はあったものの、やはり姿勢とし
ては良くなくて「前を向くことができる」譜面台を購入しま
した。
　前回紹介した｢楽譜｣と今回の２つが揃ってからという
もの、練習もはかどって楽しくて、自分なりに上達を感じる
こともあったりしまして。今思うと、少しどころの不便さでは
なかったんですね。節約という名の不精は今回ばかりは
失敗だったようです。特にチューナーなんか無料ですし
ね（笑）

　今回の猫は西營盤（サイインプン）をぶらっとしていた時に
乾物屋の前で見かけた子です。お店の猫なのか、通りがか
りの猫なのか。いずれにしても店内の美味しそうな乾物に
完全ロックオン状態。何枚か撮るためにしばらーく背後
にいて、しかも近寄ったり離れたり結構うるさくしている私
には全く気付きませんでした。そんなまっしぐらな所も私
が猫が好きな理由の一つです。
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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。
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　今年の春に入社し、すっかり仕事にも慣れてきた
新入社員世代。学生時代からスマホを遣い、デジタ
ルツールを使いこなす若い世代が、仕事をするうえ
で「手書き」をどう考えているのかを調べてみた。

◆意外と「手書き派」は生き残っている！
　まず普段の生活で、デジタルツールと手書きのど
ちらを使っているか聞いたところ、メッセージを送る
ときはデジタル派が多いが、仕事上のメモやノート
を取るときは手書き派が多いという結果に。効率よ
くデジタルツールでこなすイメージが強い新入社
員世代だが、なぜ手書きを選ぶのだろうか。

◆社会人になったことで意識に変化あり！？
　学生から社会人になったことで、手書きに対する
意識に変化があったか聞いたところ、半数以上が学
生のときより重要だと感じると回答した。「とにかく新
人はメモだと先輩に教わった」、「人に見せるものは
字をキレイに書くよう言われている」と直接指示を受
けている場合や、「メモをとっている姿が“努力してい
る”と認識された」など仕事を頑張っているアピール
になると考える、したたかな面もあるようだ。

◆手書きのメリットは「スピード感」
　新入社員世代が考える手書きのメリットをくわしく
聞いたところ、早くかけてデジタルより効率的だという
回答が目立った。なぜなら、上司や先輩の突然の指示
が多くすぐに書き留めなければならず、デジタルツー
ルやアプリを起動して…、という時間すらなく、とにか
くスピード感を求められているようだ。「デジタルツー
ルでは起動しなかったり、重要なところで充電が切れ
たりする」という意見や、「パソコンでまとめつつ、要点
は手書きで書いて、聞かれたときにすぐに見返すこと
ができるようにしている」などデジタルツールとの併用
をしているのは、新入社員世代の特徴かもしれない。

◆いかに早くキレイに仕上げられるかが悩み！？
　仕事をする上で、手書きの悩みを聞いたところ、
早く書くと字が汚れてしまうという悩みを3人に1人
が持っていることがわかった。「急いでメモをしたら
字が汚く、担当者に渡すときに恥ずかしい思いをし
た」、「早く書いたら字がつぶれて、上司に読めない
と注意された」などいかに早くキレイに仕上げられ
るかを気にする人が多いようだ。

2016年度新入社員104名を対象に「手書きに関する意識調査」を実施した。

【調査概要】
調査人数：全国一般企業2016年度新入社員104人
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年7月
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「医食同源」を勉強する会
「医食同源」に興味を持ちの方。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智社
会福祉専門学校、聖母看護学校にゆかり
のある方はお気軽にご連絡ください。深
セン、広州など広東省在住の方や出張な
どで香港お立ち寄りの方も大歓迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段落
された主婦の方、ワーホリの方などアル
バイトとフルタイムスタッフの両方を募
集中です。アルバイトは週２日からの出
勤も可能です。女性のお客様が１人でも

来れる明るい雰囲気を目指しているお店
です。ご興味がある方はこちらまでメール
で簡単な履歴書をお送りください。追って
ご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラウンジバーキャスト　募集

コーズウェイベイ駅から5分の17年続く日
本人ラウンジバーBROS LOUNGE@ 
Causeway Bayでは日本人・日本語が話せ
る香港人キャスト・スタッフ・バーテン
ダーを募集しております。時給は、キャス
トは$110～各種手当あり。曜日、勤務時間
は、応相談。まずは、メールくださいね。
メール：bros.hongkong16@gmail.com　
担当：加藤
ご連絡お待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Irene
　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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

　9月22日から10月29日、実力確かなスペイン出身アーティスト
クリスティーナ・モロノが香港で初の個展を開催。これまでサン
フェルナンドロイヤルアカデミー賞やデアルテ法人によるホテ
ル・プエルタ・アメリカ賞など数々の栄誉ある賞を受賞し、活動の
場はスペインからニューヨーク、そして現在の香港へと移り変わ
り、世界的なアーティストへと成長しつつある。そんな彼女の作品
は、紙や絵画、エッチングや写真、セラミックスなど様々な物を融
合させたユニークかつ斬新なもの。過去の作品シリーズとして有
名なのは女性の裸体を描いた肖像画。ヌードを通して現れる女性
の美・自由・痛みを描き出すことで、女性を弱い立場に押し込める
社会の枠に抗う作品となっている。個展を見に行く前に一度調べ
てみるといいかも。今回彼女の個展が開かれるギャラリー
「Puerta Roja」の創設者によれば、クリスティーナはアートにおい
て実験することを好み、長年彼女の作品を見てきた人々をも常に
驚かせ、わくわくさせるアーティストだという。特に今回はアジア
への進出ということもあり、新しいものを求め続けるクリスティー
ナらしい、はっとするような作品に期待しているとか。
　個展のタイトルは「Second Chance」。この言葉には、古くなって
捨てられたものが彼女の手によって新しい作品へと生まれ変わっ

た、「2度目の命」という意味
がこめられている。ここで言
う古くなって捨てられたも
のとは古本のこと。背景に
あるのはインターネット上
に膨大な量の情報が溢れ、
読書ですら電子上でできる
ようになったこのデジタル
時代。紙媒体へのニーズが
徐々に減っていることは誰

もが感じていることの
はず。彼女の作品には
そんないらなくなって
捨てられてしまった本
たちが現代的なアー
トへ変身。黒、白、オ
レンジのシャープな
色と合わさって、消え去ってしまった「過去」と、一瞬で過ぎ行く
「今」が絶妙に表現されている。それぞれの作品に表れたその「過
去」と「今」は、クリスティーナ自身の人生における「過去」と「今」を
も表しているそうだ。そしてもう一つ注目すべきは作品のキャン
バスとなっている「紙」だ。この紙を作るにあたっても古本がキー
となっている。古本をちぎったもの、絵具とその他の材料をパルプ
と合わせて手作りしたその紙は、新しくできたものであるにも関
わらずどこか古さを感じさせる。決して機械で作られたような完
璧で真っ白な紙ではない、むしろその不完全さこそが彼女の作品
に独創性をもたらしているとも言える。つまりこの個展で展示され
ている作品の「紙」はただのキャンバスではなく、同時に作品の要
となる「コンテンツ」となっているのだ。これを覚えておけばアート
にあまり親しんでいない人でも個展をじっくり眺めながら楽しめ
るはず。デジタル時代に生きる私達に強いメッセージを送るこの
個展、時間があるときにぜひ行ってみよう！

Cristina Moroño’s First Solo Exhibition in Hong Kong 
“Second Chance”
時期：9月22日～10月29日
住所：Puerta Roja Gallery. 1/F, SoHo 189 Art Lane, 
  　　189 Queens Rd. West, Sheung Wan
電話：(852) 2803-0332
時間：火～土 11：00～19：00（月曜、日曜休館日）

「
過
去
」と「
今
」を
融
合
し
た

　
　
斬
新
な
作
品
の
数
々
に
ご
注
目
！

  クリスティーナ・モロナの香港初個展

「Second Chance」
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◆「朝ベジ」とは？
　パンケーキから始まり、エッグベネディクト、アサイーボウ
ルなど、ここ数年で様々な海外発の朝食メニューが話題に
なっている。こうした中、2016年の新たな傾向として注目した
いのが、食トレンドの発信地NYを始めとして、海外で「野菜メ
イン」の朝食メニューが増えているという点だ。画像共有サー
ビスの I n s t a g r a mでも、海外ユーザーが発信した
「#morningveggies」や「#vegetablebreakfast」などのハッ
シュタグが多く見られるようになり、野菜を主役にしたメ
ニューが数多く投稿されている。

◆「朝ベジ」トレンドの背景
　はじめに、「朝ベジ」に注目が集まりつつある背景につい
て、海外の食トレンドに詳しいトレンドウォッチャーのくどう
みやこさんにお話を伺った。
‐NYを中心とした、海外での「朝ベジ」トレンド
　近年、NYやLAなどアメリカ発の朝食トレンドが日本にも波
及する流れができている。そして、今現地で特に人気を集め
ているのが「野菜」中心にした朝食メニュー。世界の食トレン
ドをけん引するNYでは、その傾向がより顕著だ。野菜をたっ
ぷり使った「パワーサラダ」（野菜・フルーツ・たんぱく質など
が一皿でとれるサラダ）や「ブッダボウル」（野菜と雑穀を盛り
付けたワンボウルメニュー）などは、早くも日本にブームが飛
び火。今年の夏から、「サラベス」や「bills」といった日本の人
気店でも展開されている。最近ではテキサス州発祥の朝ご
はんである「朝タコス」がNYでもブームの兆し。トマトや玉ね
ぎなどたっぷりの野菜と煎り卵やベーコンなどブレックファー
ストの定番を、トルティーヤで丸ごと包んで楽しんでいる。ま
た、スーパーデトックス野菜といわれる「ウィーとグラス（小麦

若葉）」をジュースにして飲む「ウィートグラスショット」や、
たっぷりの野菜を煮だして作る出汁をベースにした「ヴィー
ガンスープ」なども海外セレブを中心に広がりを見せている
ようだ。
‐「朝ベジ」スタイルは日本でもブームの予感
　そして、こうした「朝ベジ」を楽しむ流れは、日本にも浸透
しつつある。手軽なところでは、すっかり定着したスムー
ジーなども「朝ベジ」の1つ。最近ではコンビニなどでも様々
なスムージーが販売されており、日本においても朝に野菜
を楽しむという土壌ができつつあると言えるだろう。また、
「朝から重たいものを食べるのは苦手」、「朝食は抜きがち」
ろいう現代人でも、炭水化物やたんぱく質中心の朝食と比
べて食べやすい「朝ベジ」であれば実践しやすいのもポイン
ト。今後は日本でも「朝ベジ」習慣がさらに広がっていくので
はないだろうか。

◆「朝ベジ」に関する興味・関心
　さらに今回は、20～40代女性628人に対して、「朝ベジ」に
対する興味・関心を聞くアンケート調査も実施した。

　まず、「あなたは『朝ベジ』
に興味がありますか？」と聞
いたところ、89％と約9割が
「興味がある」と回答。また、
「朝ベジ」を「試してみたい」と
答えた人も90％にまで上っ
た。そこで、「朝ベジ」の魅力
だと思うポイントを聞いたと
ころ、「健康的である」が94％
と最も多い結果に。そのほか

にも、「ダイエット効果が期待できそう」が55％、「雰囲気がお
しゃれ」が53％、「食欲がなくても食べやすい」が49％、「自宅
でできる」が48％と、以上が上位に挙がった回答だ。具体的
な声としても、「ヘルシーでダイエットや美肌効果が期待でき
そう」(34歳)、「見た目が楽しくおしゃれなので、積極的に野菜
を摂るきっかけになりそう」(26歳)、「朝はあまり食欲はない
が、『朝ベジ』のような華やかな見た目のものであれば、食欲
も沸きそう」(31歳)などが挙がっている。
‐「朝ベジ」は日本でもトレンドの予感！
　さらに、「今後『朝ベジ』は日
本でもトレンドになりそうだと
思いますか？」という質問にも、
86％が「そう思う」と回答。8割
を超える女性が「朝ベジ」は今
後さらに広がりを見せそうだと
感じていることがわかった。ち
なみに、試してみたい「朝ベジ」
としては、「SNSで見たベジタブ
ルトーストを試してみたい」(45
歳)、「サラダなどを食べるだけでなく、飲み物もコーヒーでは
なく、カラフルな野菜ジュースに変えたい」(33歳)、「時間のな
い時でも試しやすいスムージーから始めてみたい」(42歳)な
どの声が上がった。

Q：「朝ベジ」を試してみたいと
思いますか？

新トレンド「朝ベジ」に注目！
～朝食ブームに新たな波～
NY発の
ブッダボウルに朝タコス、ヴィーガンスープ…。キーワードは「ヘルスコンシャス」で、最近「野菜メイン」の朝食が人気を集めているようだ。
生活者の意識・実態に関する調査を行うトレンド総研は、このたび野菜をメインとした朝食メニュー「朝ベジ」についてのレポートを発表した。

そう
思わない
10％

そう思う
86％

そう
思わない
14％

Q：今後、「朝ベジ」は
日本でもトレンドに

なりそうだと思いますか?

【調査概要】
調査対象：20～40代女性
調査期間：2016年8月4日～7日
調査方法：インターネット調査
調査人数：628人

そう思う
90％
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　「アクセサリー」といってまず頭に浮かぶのはネックレスや
イヤリング、ピアスと、いずれもどちらかと言えば女性が好ん
で身につけるイメージだ。勿論、男性用にもセンスの良いア

クセサリーは数多く出回っているが、特にビジネスの場にはあまりそぐわないというこ
ともあり、少なくとも日常で着ける人は少ないだろう。そんな中で唯一、オンにもオフに
も気兼ねなく着けられる「腕時計」をアクセサリーがわりに身につけ楽しんでいる男性
は多いのではないだろうか。
　そんな男性たちに、次の時計選びがまた一段と楽しくなるような逸品が登場した。ス
イスの高級腕時計メーカー、「ブライトリング」から発売された２つのモデルだ。同社は
腕時計にクロノグラフ（ストップウォッチ）機能を搭載した製品を初めて世に送り出し
たメーカーで、パイロット用として開発されてきた同社の製品は、その機能性、精度の
高さ、そして頑丈なボディが空の男たちから絶大な信頼を得ており、今日も世界中を飛
び回っている。
　今回発売されたうちの1つ「CHRONOLINER BLACKSTEEL」は、1960年代前後に製
作され、今もなお中古市場においても根強い人気がある「Ref. 765 AVI、通称コ・パイ
ロット」シリーズの復刻版。伝統的なフォルムと最新の技術を融合させた愛着の湧く
一本だ。
　そしてもう1つの「EXOSPACE B55」は、同社初のコネクテッド・ウォッチ。他のモデル
も持つ基本性能を保ったまま、本モデルはスマートフォンと連動し、メールやSNSの受
信、ミーティングなどの予定をアラームで知らせてくれる機能が付いる。メールやスケ
ジュールを見る度にカバンをごそごそする必要がなく、忙しいビジネスマンにはうって
つけだ。
　値段は決して「お手軽」なものではないが、普段頑張っている自分へのご褒美とし
て、長く愛用できる同社の時計を身につけて男性としてのステイタスを上げれば、周り
から一目置かれること違いなしだ。気になる人は、まず銅鑼湾（コーズウェイベイ）にあ
る同社のブティックで、そのハイスペック、ハイパフォーマンスな時計を実際に手に
取ってみて。

［ BREITLING ］ 

パイロットが愛用する信頼の一本を身につけて
あなたも「プロ」のビジネスパーソンに
パイロットが愛用する信頼の一本を身につけて
あなたも「プロ」のビジネスパーソンに

BREITLING
住所：Breitling Tower, 519-521 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2295-1088
時間：10:30～22:00
ホームページ：www.breitling.com/en
フェイスブック：Breitling

大
人
の
男
性
な
ら
で
は
の
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び
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　今回の調査結果では、「中古品の品質を自己判断し購入を検討することが
できる」カテゴリが価格帯によって分かれることがわかった。高価格帯でも購
入に抵抗がないのは、業者のサポートが普及している「不動産」や「自動車」と
いったリユース業界でも成熟している分野である。一方で、高価格帯の「貴金
属」や「ブランド品」に関しては、商品の品質に対して個人間取引や業者との取
引でも地震で判断がつかず、需要はあるのに購入に対して抵抗があることが
わかった。さらに鑑定士による品質保証付の中古品の場合は、半数以上が購
入対象にすると回答したことから、「貴金属」や「ブランド品」の中古市場では
商品保証が強く求められていることがわかる。また、低価格帯で抵抗なく購入
できるのは「アパレル」、「雑貨」という品質を自己判断できる中古品であること
がわかった。
（調査結果サマリー）
•中古品として抵抗がないのは「不動産」、「自動車」
•中古品の購入に慎重になるのは10,000円台から
•中古品の品質を自己判断で購入できるのは「アパレル」、「雑貨」
•個人間取引で気軽に購入できる中古品は低価格帯の「雑貨」、「アパレル」
•中古品としてプロの鑑定が必要なのは「貴金属」、「ブランド品」

◆中古品の購入は10,000円を超えると慎重に。抵抗がないのは「自動車」、「不
動産」

　中古品の購入に慎重になる価格帯は、10,000円以上っからが31.4％と最
多。続いて、5,000円以上も23.4％となっている。以上、多くの回答から10,000円
以内の物は中古品でも気軽に購入ができるとわかる結果となった。
　また中古品で購入検討できる商品は半数以上の53.4％が「自動車」と回答。
2位は半数近い43.7％が回答した「不動産」となった。そして3位には「アパレ
ル」。オークションや府今アプリの普及により中古品に対する抵抗がなくなり
つつあるようだ。

◆商品の品質を自己判断し購入できる中古品はあ「アパレル」、「雑貨」
　商品の品質を自己判断でき、インターネットにおける個人間取引を通じて
購入検討ができる中古品は、ともに「雑貨」、「アパレル」が半数以上を占めた。
一方で、購入検討対象になる中古品の半数以上を占めた「不動産」や「自動
車」は2割弱と商品の品質を自己判断はできないという結果に。ここから、低価
格帯のものは中古品で購入することに抵抗がないことがわかる。

　また、実際に商品を見るこ
とができない個人間取引で
は、校価格帯のものは購入
に不安を感じていることが
わかる。先日の当社調査で
は、実際にインターネットに
おけう個人間取引で不安に
感じた事があるとの回答は8
割を超え、うち約3割が実際にトラブルに巻き込まれたことがあると回答した。
消費者にとってインターネット上で高価格帯の個人取引はリスクを伴う印象
が強いことが伺える。

◆プロの商品鑑定が必要だと思う中古品は「貴金属」、「ブランド品」
　プロの鑑定を必要とすると回答した中古品は、品質が自己判断できない「貴
金属」や「ブランド品」、「不動産」など高価格帯の商品が8割以上を占めてい
る。鑑定士による品質保証付きの場合、購入対象となる中古品は「貴金属」、
「ブランド品」が半数以上を占めた。

【調査概要】
調査対象：個人間取引の利用経験がある20代～40代の有識者男女
調査期間：2016年8月19日～20日
調査人数：442人
調査方法：インターネット調査

インターネットにおける中古品の購入に関する意識調査を実施した。

不動産

貴金属（金やダイヤな

ブランド品（高級ブラ

絵画・骨董品

アパレル（服・靴）

自動車

家電

雑貨

中古品は購入しない

その他

中古品の購入検討できる
カテゴリを選ぴください

中古品の購入に慎重になる価格帯は？

18.1%

23.4%

31.4%

9.3%

10.4%

2.7%
4.8%

中
古
品
の
購
入
は
1
万
円
か
ら
慎
重
に
！

高
価
格
帯
の
中
古
品
は
プ
ロ
の
鑑
定
が
必
要

安
心
な
中
古
品
の
購
入
と
は
？ 

3,000円以上
5,000円以上
10,000円以上
30,000円以上
50,000円以上
その他
特にない

                             43.7%

                  28.5%

                        37.1%

              23.1%

                         38.7%

                               53.4%
                      33.7%

                        36.7%

       14.9%

2.0%
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　ポケモンGOには、アメリカ人
にメートル法を覚えさせるのに
貢献した、という評価がありま
す。これはかつて絶対にありえ
ないだろうとされていたことの
実現であり、アメリカ人がスマ
ホを握りしめながらポケGOで
表示される「2km」や「5km」を
マイル換算しつつ懸命にメート
ル法を習得している姿は歴史

的快挙であるとして欧米人たちを驚かせています。
　度量衡の歴史はそのまま人類の歴史であり、これがわかる
と、現在の世界の国と地域の姿もはっきりと見えてきます。
フィートのように足の大きさで距離を測る方法の歴史はとて
も古いのですが、現在のヤードポンド法の直接の起源は古代
ローマです。メートル法がフランスで作られたのはたかだか
２百年前、けれども、名称や数値が国ごとにばらばらだった
ヨーロッパ度量衡のメートル法への統合はほぼ完成していま
す。問題はイギリスですが、道路標識などにいまだマイル表
記が残っているものの、実際はメートル法がかなり普及して
います。このことは香港の事情からも察することができて、イ
ギリスがメートル法への移行を決めた後の1970年代、香港
でも「十進制」の宣伝キャンペーンが始まっています。この「十
進制」という言葉がメートル法のことを意味すると知っている
日本人は現在ではかなりの香港通であり、また、広東語通だ
といえるでしょうね。12インチで1フィート、3フィートで1ヤー
ド、1760ヤードで1マイル、というヤードポンド法に対して
メートル法の大きな特徴は、十進法だというところにもある
のです。　　
　現在の香港の度量衡の面倒くささは、香港で庶民的な生

活をしたことのある人なら誰でも知っているはずです。メート
ル法は、だいたい通用するように思えて、一部には全く通じな
い分野があります。ビルの高さなどはメートルなのに、部屋
の広さは平方フィートです。身長もたいがいフィートとインチ
で言っていて、体重はポンド。郵便局で小包を送るのにはキ
ログラムなのに、洗濯屋の目方測りはポンド、市場に行くと野
菜は「斤」で、果物のマンゴスチンや龍眼などは「磅」（ポン
ド）。日本でさえ、一部のスポーツや航空産業などはヤード
ポンド法であり、また、タイヤやテレビのサイズなどがインチ
で表されます。ジーンズやピザなどもインチが基準で、それ
に合わせてcm表記は切りの悪い数字や近似値になっていま
す。これらの元凶は、ほかでもないアメリカ。かの大国がヤー
ド・ポンドに固執している限り、世界はヤード・ポンドを完全
に捨て去ることができないのです。
　香港もかなり前から、イギリスではなくアメリカの大学に留
学する人が増えています。香港でメートル法の普及が中途半
端になってしまったのは（オーストラリアやニュージーランド
やカナダもそうですが）、決してイギリスのせいなのではなく
て、やはりアメリカの存在が遠因にあるとみるべきです。イギ
リスのメートル法推進がただ「遅い」だけであるのに対してア
メリカは、メートル法に変えようという意志がはなからないの
です。世界に対して多大な影響力を持ちながら、世界の流れ
に逆らうことを続けていて、特に迷惑をかけているという意
識もないようです。
　ヨーロッパもメートル法への移行が決して簡単だったわけ
ではありません。古い度量衡を法律で禁止することによって
メートル法を定着させているのです。日本でも、不動産関係
では一般に「坪」を使っていますが公式な文書では平方メー
トルに換算していて、メートル法以外を取引や証明に使った
ら計量法違反で罰金を取られます（アメリカの強い影響下に

ある航空産業などは例外）。要は、罰則を設けるほど強制しな
い限り変えられなかった、ということ。度量衡も、言語であり文
化なのです。尺や斤などは中国でも時代と地域によって違い
があって、まさに方言と同じです。香港の斤は清朝後期の広
州を拠点とした国際貿易に由来していて、ポンドとの換算が
容易な「3分の4ポンド」（604.78982グラム）。対して清朝標準
の斤は596.816グラム。新中国以降の斤はメートル法に合わ
せて500グラムと改められ、現在の中国国内では更に「1斤＝
16両」から「1斤＝10両」へと改められています。
　日本の食パンの「斤」も昔から変わらないもののひとつで
すが数値が随分違っていて（これももとはポンド換算に由
来）、現在では必ず340グラム以上とすることが定められてい
ます。日本古来の尺貫法が消滅するのを憂いて復権運動を起
こしたのが、7月7日に亡くなられた永六輔さん。伝統的な業
種においては尺や升や匁（もんめ）を使ってもいいと認めさ
せるのに成功しています。一升瓶、一斗缶、一里塚、一寸法師、
千里の道も一歩から、一寸の虫にも五分の魂、いずれも「換
算」されずに使われています。ヤード・ポンド圏のピザ好きは
cmで言われてもピンときません。「12インチ」「18インチ」で
ないと食欲がわかないのです。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

方 

言

方
言
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 98＜メートルGO＞

19Pocket Page Weekly 16 September 2016 No. 557
B

香港スクール



香港

◆青年期の運動・スポーツ活動の継続がライフ
スキルやストレス対処能力を高める

　青年期にあたる中学・高校時代に運動やス
ポーツに取り組み、かつ継続することは、ライフ
スキルやストレス対処能力を高めて、抑うつ・疲

労感・ストレスなどの緩和に効果があることが明らかになった。
ここでいうライフスキルとは、「現在の生活をみずから管理・統制
し、将来のライフイベントをうまく乗り切るために必要な能力」
のことである。主な結果は以下の通り。
•運動やスポーツのトレーニングを長期に継続することで、疲労
に対する「馴化」が生じ、身体のみならず精神的な疲労を感じに
くくなる。
•中学・高校時代に運動やスポーツ活動に関わること（スポーツ
経験）を通じてライフスキルが高まる。
•運動部やスポーツクラブでの積極的な活動
を介してストレス対処能力の獲得や情緒の
安定化が進む。
•運動やスポーツの実務経験によってライフ
スキルやストレス対処能力が向上し、抑うつ
感やストレスを軽減する効果が高まり、ひい
てはメンタルヘルスの改善や維持に繋がる。

◆中学・高校時代の運動部・スポーツクラブ活動は総じてメンタ
ルヘルスの改善や維持に有益

　青少年の身体活動の減少が憂慮される今日、運動やスポーツ
が奨励される一方で、学校など教育機関では体罰や情緒的消耗
状態（バーンアウト）といっ
た部活動におけるネガ
ティブな要因、あるいは運
動部やスポーツクラブに
携わる教師や指導者の負
担などが社会問題となっ
ている。
　中学・高校在学時に適切な指導体制のもと安全面に留意した
組織運営が行われることが肝要となるが、これらの問題がクリ
アーされれば、運動・スポーツ活動を通じたライフスキルの向上

やアイデンティティの形成が期待され、青
年期のメンタルヘルスの改善や維持に大
きく役立つと考えられる。

中学・高校時代に部活動やスポーツクラブ活動を通して運動やスポーツを習慣化することは、抑うつ・疲労感・ストレス
を和らげる効果が期待できるという内容が明治安田厚生事業団大欲医学研究所の永松俊哉署長によって発表され
た。この結果は国内外で近年公表された「青少年のメンタルヘルスと運動にまつわる論文」の文献研究から得られた
もので、8月1日付けで発行された日本体力医学会学会誌「体力科学」に「青年期におけるメンタルヘルスと運動・ス
ポーツ活動の関係」と題しで掲載されている。

中学・高校時代に運動やスポーツを
続ける習慣は抑うつや疲労感、
ストレスの緩和に有効―明治安田厚生事業団、
体力医学研究所の永松俊哉所長が文献研究の結果を発表
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　雨が続く９月の初め、まだディナータイ
ムまで時間があったので、ランドマーク地
下のカフェで、筆を執りひと仕事を終えた。
蘭桂坊まで続く坂を上り、途中で右折。鏞記
を通り過ぎると今晩のワインと夕食が待っ
ている。給料日前だからか、景気低迷のサ
インなのか、今日の中環は人通りが少なく
静かだが、どうやらこのレストランは違うら
しい。「いらっしゃいませ。まずお飲み物はど
うされますか？」「プロセッコをグラスでくだ
さい。」定員さんと僕とのいつものやり取り。
暫くすると薄い琥珀色の液体がシャンパン
グラスの中で泡を発し、僕の目の前に届く。
　「どーも、鳥丸さん！」オーナーシェフ安田
さんの登場だ。「まずは、シェフ’sサラダを
お願いします。」シェフ’sサラダとは、もとも
と裏メニューであったサラダが本メニュー
に昇華した逸品で、レタスとモッツァレラ
チーズ、ミニトマト、キュウリ、生ハムが白ワ
インビネガーをベースとしたドレッシング

に絡まるのだ。ドレッシングの酸味とミニトマトとキュウリの甘さが
絶妙なバランスを保ちつつ、モッツァレラチーズのクリーミー感とレ
タスのパリパリ感が手を休める事を許さない。そこに生ハムの塩気
が加わり、僕のプロセッコはあっという間に底をつく。
　シシリア産の白ワインを頼んでいるところに、安田さんが「今日は
松茸とカラスミのパスタがあるんですが、どうですか？」と聞いてくれ
たので、大好物のボロネーゼ（このメニューの誕生秘話は週刊PPW
新聞のWEBサイトでSagrantinoと検索すると読めます）はお預けに
して、今日はそちらをいただく事に。待つこと約５分。テーブルに運ば
れた来たパスタは湯気を上げ、お皿からはみ出るくらいのカラスミ
が縁にまで掛かっていた。まずは、厚めに切られた松茸を食べようと
口元まで運ぶと、何とも言えない松茸の香りが鼻をくすぐり、キノコ
特有のコリッとした食感の後に高尚な香りが鼻を
抜けていった。「すごい良い香りですね！」「実はこ
れ、雲南省産なんですよ。でも日本産のと遜色な
いでしょう？」「はい！全然ないですね。美味しいで
す。」　上海の和平広場にあった四川省産のキノ
コ何十種類をスッポンと共に食べさせる火鍋屋を
思い出した。あそこの店も日本人が多かったな。
「昔、外国では松茸なんて捨ててたらしいですよ
ね？」「そうそう。踏み潰してたらしいですよ。それ

が日本人が有り難がるものだ
から、だんだん値段が上がっ
てきたらしいですね。」最近で
は広州の高級日本料理屋
なんかでも四川省や雲南省
の松茸を出すとも聞いてい
る。松茸を二、三切れ食べた
ところで、僕のシシリーワイン
は見る見ると減っていった。
　松茸の下に隠れていたパ
スタが、ようやく顔を出す。
お、平べったいフェトチーネではないか。フォークに絡めると自然と
フェトチーネがカラスミを拾ってくる。一口。喜びが先か、驚きが先
か。アリオリソースだと勝手に思い込んでいたが、濃厚なクリームの
味が口いっぱいに広がった。「え？ニンニクの白ワイン仕立てかと
思ってました！安田さん、これ凄い美味しいです！」にこっとして、やっ
たり顔の安田さんが言う。「でしょう！アリオリソースでも作って食べ
比べてみたんですが、やっぱりこっちの方が美味しかったんですよ
ね。私自身が試作品を完食してしまった事自体、久々なんですよ。」
「クリーム味だっとは驚きました。」「いえいえ、鳥丸さん。クリームは
入れてませんよ。それ全部チーズです。」「え？クリームではないんで
すか？チーズを刷って入れてるんですね？！」「はい。そうですよ。ちな
みに、イタリア人がカルボナーラかそうでないかを決める基準は、生
クリームを入れるか入れないかなのを知ってましたか？ 生クリーム
が入っているのはカルボナーラじゃない！っていうのが彼らのプライ
ドなんですよ。」 「知りませんでした！僕、家でカルボナーラ作る時は、
かなりの量の生クリームを投入してました・・・。」「当店は、マグロの
漬けパスタなどの和とのフュージョン的なパスタもありますが、カル
ボナーラなどの基本的なパスタの作り方は、イタリア修行時代に叩
き込まれた本場の作り方を貫き通してるんですよ」「そうだったんで
すね！」 「松茸とカラスミのパスタは期間限定です。まだちょっと仕入
れ値も高くて、サプライヤーも在庫がない時があり、提供できない日

も多いんです。あと、時期もあるんで、10月末くら
いまでのその内何日間提供できるか…。」何とも
いい時に僕は来店したわけだ。本メニューでは
ないので、売切れご免のパスタである。是非お試
しあれ。
　さて、最後に特筆するが、中環で創業した
Sagrantinoは10月で９周年を迎える。レストラン
の入れ替わりが多い香港で大変な偉業だ。10周
年まであと１年。楽しみで仕方がない。鳥丸 雄樹（とりまる ゆうき）

元JEFユナイテッド市原のジュニア
ユースでもあり、元バンドマン。
ロンドンのコヴェントガーデンに
あるHard Rock Caféや上海でライ
ブ活動を行い、ロスの日刊サンへ
の寄稿を経て現在に至る。フェイ
スブック友達も募集中！

S G
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Sagrantino
Italian Restaurant［文・写真］ 鳥丸 雄樹

売切れご免 de 期間限定
松茸とカラスミのフェトチーネを食す
売切れご免 de 期間限定
松茸とカラスミのフェトチーネを食す

Sagrantino Italian Restaurant
住所：5/F., THE LOOP, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188   
ウェブ：www.sagrantino.com.hk/

※記事内で紹介のメニューは食材の入荷状況により、提供
　できない場合がありますので、予約時にご確認ください。
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　残暑の続く9月と言えど、徐々に日は短く、夜は長くなりつつある。そして中秋節を迎え
ると、気付けば季節はもう秋に。中環（セントラル）にあるシーフードバー＆グリル
「Watermark」では夏の締めくくりにぴったりな豪華新メニューが登場。マリンスポーツ
や暑さを吹き飛ばすエスニック料理を満喫した夏、そんな楽しい夏の終わりは、家族や
友人たちと思い出を語り合いながら絶品シーフード料理を食べよう！
　新メニューに並ぶのは新鮮な海の幸をふんだんに使った品々。まずは前菜に
「Sautéed Mussels」をいただこう。一緒にソテーされたパンチェッタ、ニラやネギがピリ
辛トマトソースと絡んで、ムール貝のあっさりとした味わいにさらなるうまみを加えてい

る。続く「Grilled Crevettes Roses」は身の締まったエ
ビを、ブラウンバターケイパー、パセリ、レモンを加
えて風味豊かに仕上げたもの。エビの甘さがレモン

の酸味でより引き立ちたまらない味に。その日の市場でベストな海鮮を気前よく盛り付
けた「Seafood Platters」は、2人または4～6人でシェアして食べられる一品。みんなでお
しゃべりしながら新鮮シーフードを頬張ろう。そして忘れてはいけないのがメイン料理
の「Confit Salmon」。フレーク状のサーモンをベビーオニオンのピクルス、ズッキーニ、
パセリ、レモンバターと一緒にいただけば、味も食感も楽しめる。最後に、新鮮な海鮮本
来の美味しさがたまらない「Steamed Seabream」。ベビージェムレタスと二枚貝、フィン
ガーリングポテトとキノコと共にこの料理を味わ
えれば、口いっぱいにほのかな潮の香りが広
がってくる。
　もちろん新メニューのシーフード料理のほか
にも様々な大陸料理を用意。看板料理は伝統的
な調味料を用いて作る「Beef Tartare」。サワード
ウというパンのカリカリスライスを添えて、牛肉
の味をしっかりと味わって。軽いモノが食べたいという人には同店の人気サラダ「Warm 
Asparagus & Poached Egg Salad」がおすすめ。パンチェッタ、ポップライス、摘み立てワ
イルドロケットとアスパラガスにマデイラドレッシングをかけ、とろとろポーチドエッ
グと混ぜ合わせれば、そのまろやかな味にほっぺが落ちそうになる。デザートは、甘
酸っぱいイチジクが特徴的な「Dark Chocolate Mousse」、カラフルでモダンな雰囲気の
「Mandarin Cheesecake」、パリパリカラメルとクリーミーなブリュレが絶妙にマッチした
「Butterfly Pea Flower Crème」の中から好きなものを選ぼう。最初から最後までどれを
食べても大満足の食事になるはずだ。
　中環スターフェリー乗り場に位置する同店は、海に囲まれた香港でも珍しい水上レス
トラン。270度の角度から見渡せるビクトリア・ハーバーの絶景は食事の席をより華やか
に。恋人とのロマンチックなディナーやプライベートでのお祝い事、ビジネスの会食な
どにぜひ利用してみては。

楽しい夏の締めくくりは、
水上レストランの豪華新メニューで
楽しい夏の締めくくりは、
水上レストランの豪華新メニューで

Watermark
住所：Shop L, Level P, Central Pier 7, Star Ferry Pier, Central
電話：(852)2167-7251
メール：watermark@cafedecogroup.com
時間：ランチ　　12:00～14:30（月曜～土曜）
　　  ブランチ　11:30～15:00（日曜）
　　  ディナー　18:00～22:00（月曜～日曜）

WatermarkWatermark
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