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CHUNG CHANG-SUP “MEDITATION”
場所: Galerie Perrotin, 17/F., 50 Connaught Rd. Central
時間：～12月21日

　Galerie Perrotinでは単色画を得意とする韓国
人アーティスト、Chung Chang-Sup氏の展示会、
“Meditation”を開催する。期間中は代表作である
Meditationシリーズを中心に、実験的で完成度の
高い彼の作品達を鑑賞することができる。
　Chung氏はMeditationシリーズにおいて韓国の
伝統的な手製紙、“韓紙”を効果的に使用している。

伝統的な様式の家で、窓
を覆う韓紙を通して光の
表情、季節のうつろいを
見ながら多感な時期を
過ごした彼が40年後、芸
術家としてそこに可能性
を見出したのは、ある種
必然だったのかもしれな
い。韓紙を使っての創作
で彼は、油絵を描いてい
た時には感じなかった一
体 感 を 得 たという。
Chung氏が創作に用い

たのは、一般的な韓紙ではなく、自らプロデュース
した、桑の天然繊維を丹念に加工して質感を生か
したもので、彼の作品が評価を得たことにより、紙
産業を生業とする多くの企業や自治体は経済的に
救われ、歴史上の遺物となっていた韓紙が、再度
熱い注目集めるきっかけとなった。彼のこういった
功績は、韓国の伝統を盛りたてて現代化し、守るべ
き本質として韓国文化を国際コミュニティの一部

に加える足掛かりともなった。
　彼の手で作品化された韓紙は観る者に高い神
秘性、生命感を感じさせ、視覚的にも美しい。まる
で呼吸するかのような生命感をたたえた作品達
は、外のエネルギーを吸収し、中のそれをアウト
プットする、紙の持つ能力を視覚的にイメージさせ
る。韓紙で作られたChung氏の作品はそんな2つ
の“窓”の役割を果たしている。それは外の世界へ
と繋がる窓であり、観る者を描き手であるChung
氏の内面へと導く窓でもあるのだ。
　今回はMeditationシリーズとして評価を得た
シックな色合いのものだけでなく、作品のビジュア
ルを模索していく中で彼が生み出したビビットな
色合いのものも展示する。実験的な側面も合わせ
て見ることで、Chung氏が作品を生み出す過程で
感じた葛藤や、彼が作りだした世界をより多面的
に知ることができるというのが関係者のねらいだ。
　世界各地での個展の開催、NYのグッゲンハイム

美術館をはじめ各国の美術館へ作品が永久収蔵
されるなど、現代画家として第一線で活躍し、2011
年にこの世を去ったChung Chang-Sup氏。自然に
即した単色画の美学に生涯を捧げたChung氏の
創作活動は、アーティストの”魂”というものを感じ
させてくれる。彼の到達した精神世界と芸術を体
感しに、会場へ足を運んでみてはいかがだろうか。

著名な単色画アーティスト
中環（セントラル）で個展開催

ライフ（香港・広東共通）
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

pj.oc.oohay@okustan_eilatan：liam-E
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/

在宅勤務のクリエイティブなパートタイム求人！
ホンハム(紅磡)の日本食店「稲庭養助」
では、メニューや店内ディスプレイに用
いる挿し絵やイラストを描いてくれる
方を募集しております。手描きやパソ
コンでのデザインなど、形式は問いま
せん。語学力不要。給与は応相談。
デザインに携わった経験のある方を歓
迎致します。
ご興味のある方は、店主 山野邊まで。
メール：yamanobe@total-intl.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートさん、アルバイトさん募集
銅鑼湾SOGOにある京都奥祥院では広
東語が話せる日本人パートさん、又は
日本語が話せる香港人アルバイトさん
を募集しております。京都の民芸品を
紹介していただくお仕事です。日本文
化、漆器、陶器に興味ある方、お気軽に
ご連絡ください。勤務時間、曜日は応相
談。詳しくは神津まで。 
電話：(852)92654948
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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SAGRANT INO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

）でま川森（ 　　　
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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
香港在住の日本人による小さな弦楽
アンサンブルが10余年をへて国籍をこ
えたオーケストラになりました。管弦楽
の響きを間近でご体感ください。12月4
日（日）14:30開場、15:00開演、ハッピー
バレーの日本人小学校香港校体育館。
ドヴォルザーク交響曲第７番、チャイコ
フスキー《くるみ割り人形》等。入場無
料。はじめての音楽鑑賞の場をご提供
できるようお子様の入場制限は設けて
いません。車での来場不可。メンバー随
時募集中　お問合せ
 hkdimanche@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

)00：32～00:31（ 休無中年：間時業営
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所:九龍チムーサチョイ加拿分道6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室

)00：32～00:31（ 休無中年：間時業営
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。）

★★★★★

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港 香港
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現代における消費と情報シェアの価値観 
　消費に関しては、商品・機能よりも「体験・シーンにお金
を使う」が58%と高く、情報シェアに関しては、アピールより
も「共感されたい」が76%と高い結果がでていることから、
生活者のモノに対しての消費欲の低下や自己顕示的な情
報発信を敬遠する様子がうかがえる。 

＜消費に関する考え・価値観（商品・機能⇔体験・シーン）＞ 
全体の約58%が「体験・シーンにお金を使う」志向であり、 
「商品・機能にお金を使う」志向の人よりも27%ほど割合が
高い結果となった。 

Q1.日常生活の消費に関するお考え・価値観について伺い
ます。次の考え・気持ちについて、どちらによりあてはまりま
すか。（n=2,000）
１.Aに近い(+3点)、２.どちらかといえばAに近い(+1点)、 
３.どちらかといえばBに近い(-1点)、 ４.Bに近い(-3点)

＜SNSの情報シェアに関する考え・価値観（アピール⇔共感）＞ 
　全体の約76%が「共感されたい」志向であり、「アピールし
たい」志向の人よりも62%ほど割合が高い結果となった。 

Q2.SNSで「投稿は1か月に1回」以上の方にお聞きします。 
フェイスブック、 ツイッター、 インスタグラムなどのＳＮＳの

使い方や投稿に関する考え・行動について、次の考え・気持
ちについて、どちらによりあてはまりますか。（n=1,084）
※SNS投稿1か月に1回未満の人は除く。 
1.Aに近い(+3点)、2.どちらかといえばAに近い(+1点)、3.ど
ちらかといえばBに近い(-1点)、4.Bに近い(-3点)

 

消費・情報シェアに関する生活者のトライブ（嗜好性による
分類）と傾向 
　回答者の嗜好性を4つに分類すると、 「体験・シーンにお
金を使う」×「共感されたい」嗜好性（左下）をもつ人の割
合が61%と大きなシェアを占めた。分かる人には分かるこ
だわりあるクオリティの高い暮らし、「リッチなライフスタイ
ルを送りたい」というような価値観が単純にブランドを持
ちたいという価値観よりも主流となりつつありそうだ。 

ブランドカテゴリ毎のトライブ別好意度 
　「ハイブランド」「ジュエリー」「外国産自動車」「スポーツ
用品」「家電」の5つのカテゴリを対象に、 各カテゴリで5つ
のブランドを選出し、その中で最も好意度の高いブランド
を調査した。図3と同様にトライブ別にプロットしたところ、 
トライブ別に好意度の高いブランドに特徴が見られたが、 
特にジュエリーは2極化。生活者の嗜好性によって、好意を
持つブランド商品のカテゴリに大きな違いがでる結果と
なった。 

トライブ別にみるSNSの利用実態 
　各トライブに分類される回答者のSNSの利用実態を集
計。対象は、「LINE」、「Facebook」「Twitter」「Instagram」
「Pinterest」「Google+」の6メディア。どのトライブでも利用
率が最も高くなったのは「LINE」で、ほとんどのトライブで
利用率は7割を超える結果となった。 

　繊細な価値形成が求められるブランドでは、単なる年
齢・性別のようなデモグラフィック情報だけではなく、 生活
者の嗜好性のトライブを考慮したアプローチが求められ
る。デジタル時代のマーケティングでは、これまでは推測で
あった生活者のトライブ（嗜好性による分類）が可視化さ
れ、より的確で深いコミュニケーション設計が重要になっ
てくると言える。 
　今後も、「デジタルブランディングプロジェクト」は、 デジ
タル時代におけるブランドコミュニケーションのあり方を
追求し最新の情報発信を行うとともに、企業のマーケ
ティング活動を支援する。 

自らの「体験」に「共感されたい」と
考える生活者が6割を占める結果に
自らの「体験」に「共感されたい」と
考える生活者が6割を占める結果に

調査概要
調査名称：デジタル時代におけるブランドイメージ調査
調査期間：2016年6月～7月
調査方法：WEBアンケート
調査対象：全国の20歳～59歳までの男女、2,000人

「
デ
ジ
タ
ル
時
代
に
お
け
る
ブ
ラ
ン
ド
消
費
の
価
値
観
」を
調
査

消費に関する考え・価値観の傾向

SNSの情報シェアに関する考え・価値観の傾向

消費・情報シェアに関する生活者の嗜好性の分類と傾向

技術革新によって流通やコミュニケーションが変化し、 
生活者の行動や価値観も変化している。 
企業のマーケティング支援において、
デジタル時代における生活者のブランド消費の価値観や動向を
把握する必要があると考え、この度のアンケート調査の実施した。 

技術革新によって流通やコミュニケーションが変化し、 
生活者の行動や価値観も変化している。 
企業のマーケティング支援において、
デジタル時代における生活者のブランド消費の価値観や動向を
把握する必要があると考え、この度のアンケート調査の実施した。 
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港＆広東

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港
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香港スクール

小学校での「プログラミング授業」、約半数が“必要”と感じている。
理由は「テクノロジーをさらに進化させて欲しい」「基礎知識を身につけさ
せたい」。
　2020年より小学校での「プログラミング教育の必修化」を検討してい
ることが文部科学省より発表されたが、小学生以下の子どもを持つ男女
に必要か否かを聞いたところ、48.5%が“必要”という結果に。

　その理由は「未来のテクノロジーをさらに進化させて欲しい」「小学生
の頃から基礎知識を身につけさせたい」など が挙げられる。

　　　
子どもが将来、プログラマーやエンジニアになることに「賛成」は半数以
上。理想はスティーブ･ジョブズ氏。
　子どもが将来、プログラマーやエンジニアになることには55.4%が「賛
成」と回答。

　理想とするエンジニア・技術者にはスティーブ･
ジョブズ氏らの名前が挙げられる。

子どもが使いこなしているデバイスは「スマートフォン」40.6%、 「タブレッ
ト」32.7%、「パソコン」17.7%という結果に。
　小学生以下の子どもを持つ男女に子どもが使いこないしているデバイ
スを聞いたところ、以下の結果に。スマートフォンは既に4割以上が利用
していることがわかる。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査対象：小学生以下の子供を持つ10～40代の男女 計2,706人
調査日時：9月12日～15日

エンジニア人材サービスの株式会社VSNは、小学生以下の子どもを持つ10～40代の男女を対象に、
「子どものプログラミング学習に関する意識調査」を実施した。  

子どものプログラミング学習に関する調査小
学
校
で
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
授
業
、

必
要
だ
と
思
う
親
は
約
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数
。
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香港&深圳

香港 香港&広東

香港 香港
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　バンコクの本店をはじめ、日本の銀座に店を構える神秘的空間でユニークなカクテル
を楽しめるバー「Iron Fairies（アイアン・フェアリーズ）」。去る9月に待望の香港店が中環
（セントラル）にオープンした。同バーは4月に湾仔（ワンチャイ）にオープンした、孔雀をイ
メージした神秘的な内装と妖艶な雰囲気が人気の「Ophelia（オフェーリア）」、そして
ニューヨーク出身の有名バーテンダー、ジェイ・ブロスキのカクテルが楽しめる｢J.Broski｣
のデザインを担当したオーストラリア出身のコンセプター兼デザイナーのアシュリー・

サットンが手掛ける店。
　アシュリー氏はデザイナーになる前は炭鉱で働いて
おり、その後炭鉱を舞台にした童話「Iron Fairies」を出

版。バンコク、日本、香港のそれぞれのお店はその童話の中の異
なった物語をコンセプトにしている。香港店は12種類の妖精が炭
鉱を守るという設定で、テーブルには妖精のオブジェ、壁には妖精

が飛び交うのに必要な魔法の粉のボトルが並ぶ。バーには炭鉱で使う道具が並び、天
井を見上げると一万匹を超える蝶が飛び交い神秘的な独
自の世界観を演出している。側に置いておくと幸せを運ん
でくれるという妖精のオブジェは購入可能。ドリンクを楽し
みながらお気に入りの妖精を選ぶのも楽しみ方の1つだ。
　現実とはかけ離れた神秘的な世界で大人をワクワクさ
せてくれる同店では、毎日ジャズとブルースのライブ演奏
を楽しむことができて、粋な時間を過ごすことができる。ま
だオープンしたばかりで週末は混み合うので、ゆっくりと音楽とドリンクを楽しみたいな
ら平日の夜がオススメだ。また、同店はフードにもこだわっている。食べ応え抜群のオー
ジービーフのハンバーガー｢Fat Gut’s Overloaded Burger｣や「a range of hand-crafted 
Australian burgers」は満足のラインナップ。クラフトビールやワインと合わせて食べた
い。その他、ドリンクのおつまみに最適な生ハムやチーズの盛り合わせもある。
　ドリンクだけという人にはお店自慢のカクテルをジェイ・ブロスキ氏のユニークで美
味しいカクテルにトライしてみよう。オーガニックハニーと魔法の粉で焦がしたマシュマ
ロを添えたスイカのダイリキ（HKD115）は甘すぎないスムースな味が魅力。煙をためた
グラスに目の前でブルーベリーウォッカとエルダーフラワー（ニワトコ）に自家製のセー
ジコーディアルを加えたスモーキーな味が特徴のThe Smoke in a Bottle （HKD120）も
オススメだ。

炭鉱の奥底で妖精が暮らしているような
異世界が広がる今注目の新感覚バー
炭鉱の奥底で妖精が暮らしているような
異世界が広がる今注目の新感覚バー

Iron Fairies
住所：LG/F., Chinachem Hollywood Centre, 1-13 Hollywood Rd., Central
電話：(852)2603ー6992
時間：18：00～翌3：00
フェイスブック：TheIronFairiesHongKong

Fat Gut’s Overloaded Burger

Iron FairiesIron Fairies
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香港

　中国の潮州料理を提供するレストランを
香港とマレーシアで展開する“百樂潮州”
(Pak Loh Chiu Chow)は、創業50周年を記
念して潮州の文化を総合的に体感できる
フェアを実施する。ディレクターのEdmund 
Buiさんは「私達がこの企画を実行するに至ったのは、よくお客様から、“自分達の子供や
孫は潮州料理を食べるのは好きだが、その文化についてはあまり多くを知らないと思
う”というお話を聞くためです。私達のお店で食べ物やインテリア、音楽などを通して、潮
州の文化に触れて頂きたいと思います。」と語ってくれた。

　今回の為にシェフ達は知恵を絞り、
人気の料理を中心に、“Introduction 
to Chiu Chow Cuisine”として、今月か

ら来年3月まで提供する2種のコースメニューを決定した。コース中の、「豚バラ肉のカラ
シ菜煮込み」、50年の年代物の醤油を使った「ガチョウの醤油漬け」、「砂糖と酢を添えた
たまご麺のかた焼そば」などは特に潮州料理を語るのに欠かせない料理なのだそうだ。
　また、“手工菜”と言われる準備に時間を要する料理が多いのも潮州料理の特徴で、中
には提供するまで10日かかるものもあると言う。各店舗では来月まで、昨年ドラゴンエ
アーのビジネスクラス機内食も手がけたという著名なシェフ、Hui Mei Tak氏監修による、
「Stewed Dried Oma Abalone with Pomelo Peel in Oyster Sauce」（ブンタンの皮ととも
に蒸した大間産乾燥アワビ  オイスターソース風味）、「Stewed Sea Cucumber and Meat 
Ball」(ナマコと肉団子の煮込み)、 「Sliced Pomfret Pan-fried in Soy Bean Sauce」(マナガ
ツオの醤油ソテー)などの伝統的な手づくり菜を特別価格で楽しむことができる。
　期間中、店内では音楽を通して潮州の文化に触れてもらおうと、Hong Kong Chaoren 
Culture and Arts Promotion Associationによる、伝統楽器を使った演奏がなされる。タイ
ムズスクエア店では月曜日、エレメンツの店舗では火曜に、K11店は水曜に、よる7時から
9時半の演奏なので、訪れる際は要チェックだ。それとは別に、50周年記念パーティで好評
を博した湖州オペラを今後年数回披露する予定だという。（日程等詳細は要確認）
　各店舗の内装も“百樂潮州”(Pak Loh Chiu Chow)の魅力の1つ。潮州民族の強い絆と、お
店の成長のシンボルとして木の根をイメージしてデザインされたタイムズスクエア店、海
をイメージし、水中の泡のような特注のシャンデリアが印象的で、パーティ向きなK11店、
鳥の巣や鳥籠のイメージを通して “帰る場所”を意識した趣でビジネスでの会食や親族で

の集まりにぴったりなエレメンツ店な
ど、各店の個性によって使い分けるのが
お勧めだ。
　奥深い湖州の文化を体験するのに
絶好のこの機会。ぜひ親しい人達とお
店に足を運んでみて欲しい。

創業50年を記念して
潮州の文化をテーマにしたフェアを開催
創業50年を記念して
潮州の文化をテーマにしたフェアを開催

百樂潮州(Pak Loh Chiu Chow)
住所：Shop 1002, 10/F., Times Square, 1 Matheson St., CWB  
　　  Shop No 313, Level 3, "K11", 18 Hanoi Rd., TST  
　　  Shop 1028D, Elements, 1 Austin Rd. West  
　　  Unit 7E142, Level 7, Passenger Terminal, Bldg.1, Cheong Hong Rd., Hong Kong International Airport
ウェブ：www.buick-hk.com/restaurant/pak-loh-chiu-chow

百樂潮州百樂潮州
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　香港もすっかり秋の気候になり、朝晩の冷え込みや湿度の低下が気になる今日この
ごろ。お肌の大敵である「乾燥シーズン」がいよいよやってきた。そこで注目したいのが、
ロート製薬から発売されているメンソレータムシリーズの「ハンドベールビューティー
プレミアム」。医薬品やスキンケアの製造・販売を行う同社。肌を乾燥から守るクリーム
や、唇を保湿するリップなど、数々の商品が世界中でロングセラーとなっているが、中で

も、手と爪にフォーカスした同シリーズは、昨年発売されて以来、
日本で大人気となっている。このうるおい感は、必ず満足いただ
けるはず！ いつもの保湿ケア＋αで、うるおいに満ちた美肌を
手に入れよう。

◆傷んだ爪を集中補修するクリーム
　メンソレータムハンドベールビューティープレミアムリッチネイル（HKD79/12g）
　爪がかけやすい、爪の周りが乾燥する、二枚爪が気になるなど、爪に悩みを持ってい
る方におすすめのクリーム。「補修成分＋うるおい成分」が爪内部のすみずみまで浸透。
さらに爪表面をコーティングし、しっかり閉じ込めることで、強く健やかな爪に導く。

◆水をはじいて効果が長続きする薬用ハンドクリーム
　メンソレータムハンドベールプレミアムリッチバリア（HKD69/70g）
　何度も繰り返しがちなひび・あかぎれ予防におすすめの薬用ハンドクリーム。抗炎症
成分（グリチルリチン酸ジカリウム）、代謝補助成分（パンテノール）、血行促進成分（ビタ
ミンE誘導体）、殺菌成分（イソプロピルメチルフェノール）を配合。高密着バリア処方で
水をはじき、ひび・あかぎれを防ぎ、皮膚を健やかに保つ。さらっとなじんで、べたつかな
い使い心地。

◆おやすみ前の集中ハンドケア
　メンソレータムハンドベールビューティープレミアムリッチモイスト（HKD79/100g）
　寝ている間もうるおいを与えて手荒れを防ぐ、濃厚美容ハンドクリーム。高い保湿力
のあるアルガンオイルをギュッと凝縮したカプセルを配合。マッサージするたび、カプセ
ルが弾けるように混ざって角質層に浸透し、ふっくらとした手肌を導く。心やすらぐヒー
リングフローラルの香りで、おやすみ前のスペシャルケアにおすすめ。

乾燥はお肌の大敵！
うるおいに満ちた美肌を手に入れる
メンソレータム
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

メンソレータムハンドベールビューティープレミアム
Manning限定で販売中
Web：jp.rohto.com/handveil
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