
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
　　　 （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:九龍チムーサチョイ加拿分道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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半島城邦 Peninsula ResidencesZ

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） ２LDK １０6㎡（建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ

（月　額） 12,000元 管理費、税金込み

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路

（間取り） 3LDK １55㎡（建築面積）

（室　内） 全家具家電付き、改装済み

（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

 華润万家スーパー

（備　考） 高層階で眺めがよい

（月　額） 23,000元 管理費、税金込み

富瑞斯国際公寓　Fietser International Residence

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 福田区深南大道6012号
（間取り） １R～３LDK（50㎡～２２０㎡ 実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、マッサージ室、 パットゴルフ、ビリヤード、
 子供ゲーム教室
（備　考） 朝食込み、日本語番組、インターネット、
 24時間セキュリティー、通勤シャトルバスあり
（月　額） 15,600元～

地王信興広場　Diwang Shunxing Square
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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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＆広州
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香港

◆山のある暮らし◆ 
　香港は国際的な金融都市で大都会のイメージが強い街。で
すが、実は海にも山にも恵まれ自然がたくさん残されたところ
です。山に恵まれた日本と同じように、香港もどのエリアにも付
近に素晴らしい山があります。
　風水には「山管人丁、水管財富（山は人を制し、水は財を制す
る）」という言葉があります。山はそのエリアに住む人々の健康
面や考え方、ひいてはおサイフにも影響してきます。新居を選ぶ
際に山の影響は侮れません。
　例えば、香港島の太平山（Victoria Peak）は、山の上のところが
台形で両縁がちょっと丸く上に上がっており、中国の昔のお金
「元宝」に似ていて緑に恵まれた若々しい山で、このエリアに住
む人々に富と健康と豊かな知恵を与えると言われています。香
港の人々がこぞってこの山のてっぺんや中腹に住む所以です。
九龍サイドにも実に多くの山があります。例えば、筆架山
(Beacon Hill)を背後にするエリアと獅子山(Lion Rock)を背後に
するエリアとではその影響は違ってきます。
　香港で新居を選ぶ際に間取りや室内の様子で選ぶこともとて
も重要ですが、背後にどのような山があるかをよく見て、どの地
域を選ぶのかは実はとても大事な要因です。

◆山の形が与える影響◆
　では、みなさんのお住まいの背後にある山が実のところどの
ような影響を与えるのでしょうか？
　山を見てその良し悪しが分かり風水師として一人前になるに
は10年ぐらいかかると言われています。が、基本的には、１）山
の勢い（生き生きしていて若々しいか、壮年のようか、老年のよ
うか）、２）山の表面の様子（緑が多いか、岩がゴツゴツしている
か）、３）山の形等というポイントがあります。もちろん、山から来
るエネルギーがしっかりと力を発揮できるような地形になって
いることも大事なポイントですが、山の形はとても重要。その山
の形は北斗七星の中国名に左輔星と右弼星がついた９つに分
かれます。

　基本的には五星体と呼ばれる五行の山の形の特性を理解す
る事がまず大事です。土の山は山のてっぺんが平らになってい
て台形のような形で、お金にも知恵にも健康にも恵まれる良い
山です。金の山は全体が丸い形で健康と品格に恵まれる良い山
です。水の山は峰が多く山のてっぺんが波のようになっている
形で、そこに住む人々は才能に恵まれ、賢さを発揮するものの
安定さに欠けたり色恋に溺れる傾向もあります。木の山はてっ
ぺんが丸いものの上に高くそびえ立つ山で、その地域に住む
人々に知恵をもたらし、奇才を生むと言われています。火の山は

てっぺんが尖っていて、パワフルでちょっと近寄りがたいサツ気
を持っています。最近のMacのスクリーンに出て来るような山で
す。この山の影響で、人々は衝動的な行動をとってしまい、皮膚
病、胃腸病、ポリープなどの病気になる可能性があります。 
 
◆孟意堂的北斗七星と山の関係を知る奥義◆  
　漢五派で、山の風水を見るのは三流、水の風水を見るのは二
流、一流の風水師は天体を見る、と学びました。
　北極星は真北に存在する天皇の星、つまり王様の星です。そ
の時代の権力者のみが得られるパワーを持っていると言われて
います。その道しるべであるかのように北斗七星は存在してい
ます。地球に山があり海があるのは太陽や月の影響はもちろん
のこと、いくつかの星の影響を受けているのだと思います。天体
に無数に存在する星のパワーに影響されてこの地球に山や海
ができたのではないかと。
　山の形に北斗七星の名前がついているのにはそれなりの訳
があります。

風水の奥義を行く！ 第58回  山を形作る星たち、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou

　１　貪狼星　五行：木
　２　巨門星　五行：土
　３　禄存星　五行：土
　４　文曲星　五行：水
　５　廉貞星　五行：火

　６　武曲星　五行：金
　７　破軍星　五行：金
　８　左輔星　五行：土金
　９　右弼星　五行：金水

震木3

坎水1
綠文曲. 天權

離火9
黃廉貞. 玉衡

乾金6
白武曲. 開陽

兌金7
紫

北極星
左輔

右弼
赤   破軍. 搖光

艮土8
天璇. 巨門 黑色
坤土2
天機. 祿存 碧

貧狼 .天樞
白色

形正星九
武
曲

貧
狼

巨
門

破
軍

祿
存

左
輔

廉
貞

文
曲

弼
星
本
無
正
形
八

星
隱
藏
處
是
也

右
弼旱
地

木 火
土 金 水

ライフ（香港・広東共通）

14 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



香港

先日、１人日本で暮らす長男の
高校最後の学園祭がありました。

思えば中1でイヤイヤ上海に連れてこられた長男が、
上海に来た意味を探し、ギターに出会い、
高校は軽音部でバンド活動したいと
1人で日本に帰ることを決めました。
その最後の学祭。

同じ日に別の予定がありましたが、
自分自身に問うてみましたら、
やはり長男のライブを観に行きたかった。

前日に夕食を食べる約束をしていましたが、
「練習あるから無理」
チ～～～～～～～ン↓↓
予定キャンセルしたんですが、、
しかも上海から何ですがね～～；；

とはいえ、私がそうしたかったこと。
高校生の彼の気持ちは
わざわざ母に来てもらいたくなかったかもしれません。
上海にいて数回しか来れなかった高校を見ながら
いろんなことを考えました。

山を切り開いて作られたキャンパスが
気に入って入学した高校。
入学式のあと、彼とどこで別れるかをずっと考えていた
３年前。
まだ幼さの残る彼の寂しい気持ちがわかるから、

彼の姿が見えなくなるまで
家族全員で笑顔でいたあの日。
夏休みくらいまでは別れるたびに涙ぐんでた彼。
あれから早３年。
いろんな思い出ができたことでしょう。
今では学祭に来た母と話す時間もないとのこと笑
よかった、よかった。

上海からわざわざ出向いた私に嬉しいプレゼント。
ライブ最後の曲は長男のギターソロから
始まり、「〇〇く～～～ん！！」
黄色い声援も聞けました笑
長男は確かにここで頑張っている。
周りに支えられている。
嬉しくて涙が出ました。

母の愛は分離を喜べる愛です。
男女の愛は融合の愛。
だから安心するし、寂しさを埋めてくれる愛。
子育ては、元々同じ体内で一体化していたものが

出産で分離して
不安から「おぎゃ～～～っ」と泣いて産まれます。
そこから他の動物に類を見ないほど
長い年月親子で生活を共にします。
そして、最終目的は２度目の分離。
自分の世界を築けるように。
自分１人で生きていけるように。
もう大丈夫。どんなことがあっても１人で生きていける。

そうなった時に心から喜べる愛。
崇高な愛。

連載 第6回 分離の愛

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

15Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B

ライフ（香港・広東共通）



香港

　築地市場から、その日の新鮮な日本の青果や鮮魚が、そ
の日中に自宅に届く。そんな便利で理想的なネット宅配が
始まった。青果、鮮魚、蟹、海胆などのフレッシュな食材に
加えて、冷凍惣菜、畜産・水産加工品、ミネラルウォーター
やお米までと品揃えは幅広い。朝9時までのネット注文で、
最短で翌日18時～21時の配送を指定できるというスピー
ディーさが魅力。
　日本食材のネット宅配「Club TEI」を運営する帝エンター
プライズは、香港のレストランやホテル向けに、冷凍鮪や
鮮魚などの日本食材を卸続けて14年目。そこで培われた
スピードとインフラを活かし、日常食材からパーティー・
BBQ用食材までデリバリーするネット宅配を始めた。
　秋からのプレオープンで一番の人気は「鹿児島産A4黒
毛和牛」。特に最高級部位のヒレ肉は、シャトーブリアンや
フィレなど部位別のブロックやカットでの購入が多いほ
か、4kg程度のヒレ肉1本（HKD120/100g）をパーティー・
BBQ用に購入するという人も。鹿児島黒毛和牛、沖縄芋
豚、佐賀華味鳥、北海道活毛蟹、三陸産剥き牡蠣など重量
のあるメイン食材から、茗荷、かぼす、万能ネギなど小口の
香味食材までまとめてデリバリーしてくれるのは心強い。
　次いで人気が高く看板商品とも言えるのが冷凍の本マ
グロ赤身。店頭の刺身は解凍からの時間やドリップなどが
気になるが、Club TEIでは配送当日の昼に自社冷凍倉庫で
マグロのブロックから柵取りし蓄冷されて届く。香港の一
流飲食店でも提供される赤身やトロが、鮮度やドリップの
心配もなく250gほどの柵買いできるのは魅力だ。

　個別宅配ゆえの日常食材も充実。金目鯛煮付け、赤魚西
京焼き、活ブリ照焼き、オキメダイの幽庵焼きなど全20種
類の「調理済みお魚冷凍パック」は、保存料や着色料など
一切使用せず、釜石のメーカーが料理人の技を駆使して
作り上げた味だ。出来たての美味しさを家庭で味わえるよ
う1切れごとに急速冷凍され、2パックでHKD39から。釜石
からの直接仕入れで実現したこの値段は、朝食や夕食の
一皿に困った時の常備食材として重宝しそう。
　山形三元豚チャーシュー、ソーセージなど全10種類の冷
凍畜産パックも、山形県寒河江からのメーカー産直。ハン
バーグHKD24をはじめとして、日本産の安心な美味しさが
手軽に味わえる。
　香港で気になるのは送料だが、Club TEIでは18時～21
時の通常送料で、商品合計HKD700以上ならHKD50、
HKD1,000以上で送料無料。日常食材なら1,２週間に1回
程度、お気に入りの冷凍・冷蔵食材に、持ち運びにくいミネ
ラルウォーターや、旬の野菜・果物をまとめて注文すれば
賢く使いこなせる。配送員も荷扱いの教育を受けた自社ス
タッフが届けてくれるので安心だ。
　早くて便利でバ
ラエティ豊かな新し
いネット宅配で、明
日からの食卓や年
末パーティーがま
た楽しくなりそう。

食卓が明日からまた楽しくなる！
生鮮も高級食材も
日本食材の高速ネット宅配で

食卓が明日からまた楽しくなる！
生鮮も高級食材も
日本食材の高速ネット宅配で

日本食材のネット宅配 "Club TEI"
ネットショップURL 　http://shop.clubtei.com/
11/F,Sandoz Centre, 178-182 Texaco Rd., Tsuen Wan

16 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B

 ショッピング（香港・広東共通）



こだわり別にツアーを紹介

香港在住者が

冬の香港
アテンドツアー
2016
東京から香港までわずか4時間半。食事と
ショッピングを目的に年間104万9300人
（2015年外務省調べ）の日本人観光客が訪
れる。香港に住んでいると日本から来た親や
親せき、友人などアテンドする機会がある人
も多く、連れて行く場所に悩む人も多いので
はないだろか。そんな悩める人に、今回はタイ
プ別に4つのツアーを紹介しよう。
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 保存版
総力特集
PPW 569号
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予算をかけずに
遊びたい

せっかくだし
北京ダックなど
高級が食べたい

地元の人が
多く集まる
エリアが好き

食べ歩きが
好きだ

ガイドブックに
載っていない
ところへ行きたい

旅の醍醐味は
食である

まずは定番を
おさえたい

旅のプランは
お任せしたい

新しい
ショップを
見ると必ず
入ってしまう

せっかくなら
初めての国に
行きたい

香港旅行は
初めてだ

ゲストにぴったりな
観光ツアーコースはどれ？
ゲストにぴったりな

観光ツアーコースはどれ？
せっかく香港に来てくれた親や親せき、友達に「香港を楽しんでもらいたい」と思うと、どこを案内すればいいのか
悩む人も多いのではないだろうか。そんな人にオススメなのが、このチャート。旅で大切にしたいものがわかる。
友達になりきってチャートをしてみよう。きっと友達の好みがわかるはず。
下記の質問にYes・Noで進んでね。

せっかく香港に来てくれた親や親せき、友達に「香港を楽しんでもらいたい」と思うと、どこを案内すればいいのか
悩む人も多いのではないだろうか。そんな人にオススメなのが、このチャート。旅で大切にしたいものがわかる。
友達になりきってチャートをしてみよう。きっと友達の好みがわかるはず。
下記の質問にYes・Noで進んでね。

流行りものや
期間限定という
言葉に弱い

Start

流行りものや期間限定品と聞く
と、目がないあなたは、好奇心旺
盛な人。そんな人に、香港の人
に人気のショップやアート施設、
着目エリア、インテリアショップ
等を紹介します。

Aを選んだあなたは…

ミーハーツアー
せっかく香港に行くなら、定番ス
ポットよりも、ローカルスポットで
香港の文化を体感したい…そんな
人向けに、ローカルスポットを中心
に紹介します。ガイドブックに載っ
ていない店も多いので必見です。

Dを選んだあなたは…

ローカルツアー
何よりも食べるのが好きなあな
た。香港は世界のゲートウエイ
と言われるだけあり、様々な国の
料理を食べることができます。今
回は料理別にランキング形式で
紹介します。

Cを選んだあなたは…

食べ歩きツアー
まずは基本から押さえたいとい
うあなたはには、定番のピーク
トラムから北京ダックのお店ま
で、香港で押さえておくべき観
光スポットとレストランを紹介
します。

Bを選んだあなたは…

定番ツアー

チャー
トで

 診断
！チャー
トで

 診断
！

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

18 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



住所：14/F., The Peninsula Office Tower, 18 Middle Rd., TST
電話：(852)3691-3275
時間：月～金 7:15～22:30　土・日 9:00～19:30
フェイスブック：eyebar

ミーハーツアー
食事も、買い物も話題のお店で楽しみたい！ アテンダー：PPW編集部　髙橋

アートやインテリアグッズに目が無く、休
日は香港内のインテリアショップ巡りや
PMQを巡る。また、美味しい料理とお酒を
こよなく愛すため、レストランを新規開拓
するのも趣味のひとつ。休日は昼間からア
ルコールを入れることもしばしば…。

　美容と身体によいとされるコールドプレスジュース※は、香港でも
人気がある。「Nood」はジムやヨガスタジオに併設されていることが
多く、香港内の21店舗で購入できる。また、世界各地の新鮮な有機素
材を使用し、コールドプレスジュースだけでなく、出来立てのスムー
ジーやオーガニックシリアルなども購入することができる。
※熱を加えず、低速回転の専用ジューサーで絞っているので、酵素を摂取することができる。

現地で話題のお店で食事をしたり、買い物したりしたい。だけど旅行中でも美容と健康には気をつけたい。
そんな人にオススメする地元香港人や日本人に人気な店やアートスポットをご紹介。

尖沙咀 まずはコールドプレスジュースで朝食をとる。
旅行中でも女子力UP！

9:30

住所：14/F., The Peninsula Office Tower 18 Middle Rd., TST
電話：(852)3691-3275
時間：月～金 7:15～22:30　土・日9:00～19:30
ウェブ：www.allnood.com

　トラムが走る、沿線沿いにあるレバノン料理専門店。緑
色のタイルが印象的なカウンターに、木製のテーブルや
椅子に色とりどりのカラフルなクッションが置かれた店内
はカジュアルで居心地の良い空間。レバノン料理は、ゴマ、
レモン、オリーブオイル、ハーブ類、ヨーグルトを使った料
理が多く見られ、内からきれいになれる料理が多い。

住所：93 Catchick St., Kennedy Town
電話：(852)2817-3828
フェイスブック：Mama Malouf

　彩り豊かで繊細な盛り付けが美しく、味だけでなく見た
目も楽しめる。エイリアンを模したカスタード包や豚の形
をした叉焼包など、ユニークな飲茶が特徴。店内は白を基
調にし、ゆったりとした席、可愛らしいインテリアデザイン
で特に女性客に定評だ。見た目だけでなく味も繊細でバ
ランスの良い店。夜でも飲茶を食べられるのが嬉しい。

尖沙咀 見た目も楽しめる飲茶専門店「ヤムチャ」で
ディナーを食べる

19:00

住所：3/F, 20-22 Granville Rd., TST
電話：(852)2870-0087
時間：月～日 11:30～22:30
ウェブ：http://yumchahk.com/

　ファッションや雑貨店が点在しているエリア。オスス
メを二つ紹介。1954年の開業以来、陶器や日用品を
扱っている「景徳行瓷業有限公司」は、中国磁器伝統の
シノワズリをモチーフにした茶器やマグカップなどを
リーズナブルな価格で手に入れられる。「BLACKSMITH」
は雑貨店。香港国内外から集められたデザイナーズの
アイテムが多く並び、見ているだけでも楽しい。

湾 仔 湾仔エリア（皇后大道東、利東街、星街等）で
ウィンドウショッピングをする
湾仔エリア（皇后大道東、利東街、星街等）で
ウィンドウショッピングをする

11:30

　PMQは2014年に古い警察宿舎をリノベーションし、アーティスト
のスタジオやショップが集まる施設。階段や各階にはアート作品が
並び、館内には遊び心が散りばめられている。また、国慶節やハ
ローウィンなど季節に合ったイベントや地域交流会などが定期的
に開催され、行くたびに発見があり、最もオススメしたい場所。

ちょっと疲れたら…　本格コーヒーとスイーツが
いただける「Café Life」がオススメ
　日本人がオーナー兼パティシエを勤めているCaféLifeは日
本から厳選した果物を使った手作りスイーツと、世界各地の
約20種類の生豆を焙煎したコーヒーが楽しめるカフェだ。美
しいラテアートが描かれたあたたかい本格コーヒーとこだ
わりの手作りスイーツに心も体もほっと一息できるだろう。

10：30
MTRで

湾仔エリアへ

15：00
トラムで
上環エリアへ

12：30
MTRで

ケネディ―タウンへ

「H&M HOME」のインテリアグッズ
　日本にはまだ未上陸の「H＆M HOME」香港内では銅
鑼湾（コーズウェイベイ）と旺角（モンコック）の「H＆M」内
に展開している。クッションカバーやベッドまわりのリネン類だけでなく
キャンドルスタンドや花器などのインテリアグッズも充実している。ファスト
ファッションのブランドだけあって、価格帯もお手頃価格なので、お土産には
ぴったり。

「誠品書店」のセレクトアイテム
　台湾発の本屋。TSUTAYA書店のような本だけでなく本以外のものも扱う
店。本以外にパンやお茶などの食品、雑貨類、洋服まで様々なアイテムを取
り揃えている。香港内では、銅鑼湾（コーズウェイベイ）と尖沙咀（チムサー

チョイ）店がある。尖沙咀店はハーバー
シティと隣接してて、まとめてショッピン
グができるのが嬉しい。

住所：S106 PMQ, 35 Aberdeen St., Central
時間：月～金 11:30～20:00、土・日 10:30～20:00
フェイスブック：CaféLife × PMQ

【銅鑼湾（コーズウェイベイ）店】
住所：Shop Nos. G01 on G/F., F01 on 1/F., 2/F-3/F.,Hang Lung Centre, 
　　  2-20 Paterson St., CWB
電話：(852)2337-3400
時間：10:30～23:00（金、土～24:00）

【旺角（モンコック）店】
住所：Park-in Commercial Centre, Shop no. B2 on B/F., G/F & 1/F Gala Place, 
　　  56 Dundas St., Mong Kok
時間：11:00～23:00
ウェブ：www.hm.com/hk（全店共通）

【銅鑼湾（コーズウェイベイ）店】
住所：8-10/F., Hysan Place, 500 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)3419-6789
時間：10:00-23:00（木～土、祝日前日～26:00）

【尖沙咀（チムサーチョイ）店】
住所：Level 2 & 3, Star House, 3 Salisbury Rd., TST
電話：(852)3419-1088
時間：10:00～22:00 ※将来的に24時間営業の予定

友人にオススメできる！お土産紹介

　せっかくなら香港の夜景を見なが
ら、お酒を飲みたい…そんな希望を叶
えてくれるお店が、i Squareの30Fにあ
る本格中華料理「南海一号（Nanhai 
No.1）」に併設された「Eye bar」。テラス
は開放的なルーフトップバーで、向こう
岸の香港島の夜景を一望しながら、中
華とカクテルをいただくことができる。

尖沙咀のど真ん中のルーフトップバー。
香港島の夜景を見ながら語り合う

23:30

上 環
15:30

PMQを散策し最新アートや新鋭デザイナーの
アクセサリーや洋服に触れる
PMQを散策し最新アートや新鋭デザイナーの
アクセサリーや洋服に触れる

堅尼地域 ケネディタウンの「Mama Malouf」で
ワインを飲みながらランチをする
ケネディタウンの「Mama Malouf」で
ワインを飲みながらランチをする

13:00

　香港の街はハローウィンが終わると途端にクリスマス一色へと変貌す
る。毎年この時期、尖東の湾岸沿いに巨大なイルミネーションがお目見
えする。湾岸沿いに立ち並ぶバーではクリスマスソングが流れ、ムー
ディな雰囲気。尖沙咀エリアなら湾岸沿いだけでなく、MiramallやK11な

どのショッピングモールのクリスマス
イルミネーションもオススメ。

住所：14/F., The Peninsula Office Tower 
　　  18 Middle Rd., TST
電話：(852)3691-3275
時間：月～金 7:15～22:30
　　  土・日 9:00～19:30

尖東の湾岸沿いへ移動し、
クリスマスイルミネーションを見る

21:30

00:30
ホテルへ

18：30
MTRで
中環から

尖沙咀へ移動
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定番ツアー
久保ファミリー
香港在住3年目になりました。3歳の子供
がいるので、香港では衛生面や食品に気
をつかいます。せっかくなので香港ライフ
を楽しみたいと思い、ママ友達と最近フラ
ダンスを始めました。

　香港で本場の飲茶を食べるなら、せっかくなので最古の飲茶（1933
年創業）の店で。中環駅から坂道を上る途中にある士丹利街（シタ
レーストリート）にあり、１Fの入り口は木製で重厚感たっぷり。コロニ
カル調の内装の優雅な雰囲気の中でいただく飲茶は、格別です。ま
た、味のあるオーダー表にレトロな食器も旅の思い出になります。

中環
（セントラル）

住所：G/F, 24 Stanley St., Central
電話：(852)2523-5464
時間：7:00～22:00

　800ｍもある世界一のエスカ
レーターも香港らしくてオススメ
です。勾配の激しい坂を行き来
する人のために1993年につくら
れました。エスカレーターを途中
で降りると「沾仔記」があります。
ここの海老ワンタン麺は海老が
ぷりっぷりで食べごたえがあり美

味しいです。店内はシックな内装で清潔感があるので、
子連れでも安心して利用することができます。

住所：Shop B, G/F., Jade Centre, 98 Wellington St., Central
電話：(852)2850-6471　時間：11:00～21:30

　香港内に4店舗を持つ高級北京料理店の「北京楼」。
日本ではなかなかお目にかかれない、北京ダック一羽
をテーブルのそばで丁寧に切る姿は思い出に残りま
す。北京ダックだけでなく、おこげ料理や金華ハムの煮
込みも美味しいです。この北京楼はビクトリアハーバー
沿いの建物に入っているので、シンフォニーオブライ
ツを鑑賞しながらお食事することができます。

旅の思い出に、
北京ダックを堪能しよう。
旅の思い出に、
北京ダックを堪能しよう。

19:00

住所：3/F., Star House, 3 Salisbury Rd.,TST
電話：(852)2735-8211
時間：月～日 11:30～16:00、18:00～23:30

　英国時代の趣を残す、ペニンシュラホテルの「ザ・ロビー」では、名
物のアフタヌーンティーを楽しむことができます。生演奏のBGMとと

もにいただく焼き立てのスコーン
や、サンドウィッチ、スイーツは午
後の優雅な気分に浸れます。

「ISSI」のお得な欧米ラグジュアリーブランド
　香港内でアウトレット店を含め4店舗を展開するセレクトショッ
プ。30種類以上ものブランド商品を欧米からの直接買い付けで全
品新品かつ常時最大
60%OFFで販売。スー
ツからカジュアルウェ
ア、バッグ、ストール、
靴に至るまで全身を
コーディネートでき
るほどの豊富な品揃
えも魅力。
    

「TASSELS」のドレスシューズ
　TASSELSはAlden、Bontoni、Crocket＆Jonesなど、歴史ある7つ
のメンズインポートブランドを扱っている。香港はTax freeだから、
日本よりも安く購入ができる。また香港SOGO銅鑼湾（コーズウェイ
ベイ）店では、対象商品
に関して30％OFFのクリ
スマスセールを実施中。
この機会にぜひ、仕事だ
けでなく、パーティーや
特別な機会に欠かすこと
が出来ないドレスシュー
ズを手に入れよう。

「ペニンシュラブティック」のクリスマス限定ギフト
　11月に入るとパッ
ケージはクリスマス
バージョンに変わり、店
内もクリスマスディス
プレイに一新する。定
番のホテルメイドの
チョコレートや茶葉、調
味料、クマのぬいぐる
みなど、様々な商品が
あり、どれを土産にする
か悩むだろう。両親や
親せき、上司やお世話
になった方などに、き
ちんとしたギフトを送り
たい時におすすめ。

住所：G/F., & B1., Carnarvon Plaza, 20 Carnarvon Rd., TST
電話：(852)2722-6809
時間：11:00～22:00
ウェブ：www.issi-boutique.com
　　　※他3店舗あり

【Sogo Causeway Bay Shop】
住所：6/F., Sogo Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB
電話 ：(852)2833-2436
時間：10:00～22:30
ウェブ：www.sogo.com.hk

住所：BE 7-9, East Wing, The Peninsula, 
　　  Salisbury Rd., TST
電話：(852)2696-6969
時間：9:30～19:00
ウェブ：peninsulaboutique.com 

友人にオススメできる！お土産紹介

　「王子飯店」は広東料理をメインに科学調味料や合成着色
料は一切使用しないこだわりを持つ。100年以上の歴史を持
つ旧海上警察本部の中にある「1881 Heritage」店では、施設
内に豪華に飾られたクリスマスイルミネーションを眺めなが
らロマンチックな雰囲気で食事を楽しむことができる。夕食
後に友達や家族と一緒にプロムナードから「シンフォニー・オ
ブ・ライツ」のショーを見る、もしくは、ハーバークルーズが発
着する浅瀬の近くにあるので、夕食前の利用もおすすめ。クリ
スマスから年末にかけて特別メニューを用意しているので、
ぜひ訪れてみては。

尖沙咀

住所：The Penninsula, Salisbury Rd., TST
時間：14:00～18:00
ウェブ：http://hongkong.peninsula.com/

21:00
ホテルへ

ウェブ: www.princerestaurant.com.hk 　
日本語予約： (852)9138-4437/Ms.イバ
【1881 Heritage】
住所：Flat 209, 1881 Heritage, 2A Canton Rd., TST
電話：(852)2366-1308
時間：月～土 11:00～16:00、18:00～23:00
　　  日・祝日 10:00～16:00、18:00～23:00
※窓際の席が希望の方は予約時にリクエストを　

あわびとフカヒレを食べるなら「王子飯店」へ。あわびとフカヒレを食べるなら「王子飯店」へ。

12:00
ヒ
ル
サ
イ
ド
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
に
乗
って
、

海
老
ワ
ン
タ
ン
麺
を
食
べ
よ
う
。

住所：Central Ferry Pier, Man Kwong St., Central

住所：33 Garden Rd., Central
電話：(852)2522-0922
時間：7:00～24:00
ウェブ：www.thepeak.com.hk 

まずは定番スポットを押さえたい

　香港人気スポットのひとつで、標高約552mと香港島
で一番高い太平山にビクトリア・ピークがあります。全
長約1.4kmの急こう配を駆け上がる、トラムからの景色
は見物です。トラムがつく山頂には、雑貨や土産物屋、
無料の展望台もあって、天気がいい時は離島まで見え
る時もあります。山頂には、トラムだけでなくバスでも
行くことができます。

ピーク・トラムで
ビクトリア・ピークを目指そう。
ピーク・トラムで
ビクトリア・ピークを目指そう。

9:00

老舗飲茶「陸羽茶室」で
一日をはじめよう。
老舗飲茶「陸羽茶室」で
一日をはじめよう。

7:30

　スターフェリーはビクトリアハーバーの九
龍半島の「尖沙咀」と香港島の「中環」をメ
インルートで運航し、所要時間は10分です
（毎日6：30～23：30まで、6～12分置きに運
行）。乗り場はウォーターフロントプロムナー
ド内の7号埠頭から発着しています。

スターフェリーで
九龍側へ渡ろう。
スターフェリーで
九龍側へ渡ろう。

14:00

伝統あるホテルで
憧れのアフタヌーンティーをしよう。
伝統あるホテルで
憧れのアフタヌーンティーをしよう。

15:00
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