
香港グルメ食べ歩きツアー
食べるの大好き編集部AYUが独自にランキング！

PPW動画担当。点心、麺、辛いものか
らスイーツまで…香港はおいしい食
で溢れています！食べることだ～い
すき！そんな私が厳選したおすすめ
店をご紹介。女子ウケ間違いなし！

PPWのFacebookとアメーバブログを担当し、グルメ記事を毎日更新しているAYU。
編集部の誰よりもグルメ通なAYUが、今までに行ったお店の中から選りすぐりの店をランキング形式で紹介します。

【飲茶部門】
1位 映月樓

　本場の飲茶はここ！上品な広東料理を味わう
ことのでき、中でも人気な動物点心は、とても
キュート♡な上に、食感や味も衰えません。窓か
らの景色は、ヴィクトリア・ハーバーで、優雅な気
分の中でいただけます♪

住所：2/F., Hong Kong Cultural Centre,
　　 10 Salisbury Rd.,TST
電話：(852)2722-0932
時間：月～日 9:00～16:30、17:30～23:30

 
 2位 端記茶樓

　都会の喧騒とは無縁のクレソン畑の広がる大
自然の中で、飲茶を満喫することができます。近
隣の愛鳥家が鳥籠を持ち寄り、飲茶を楽しんでる
光景は何とも微笑ましいです。小鳥のさえずりが
聞こえる中で、おいしい点心をいただきましょう♪

住所：57-58 Chuen Lung Estate, Route Twisk, 
　　  Tsuen Wan 
電話：(852)2490-5246
時間：月～日 6:00～14:00

 
 3位 名都酒樓

　MTR金鐘駅D出口からすぐの好立地。同店で
は、今では珍しいワゴン式飲茶を体験できるん
です！かわいらしいお母さんが「出来たてだよ
～！」と言いながら、ワゴンを引いてこちらに向
かってきます。中身を見て、気になればそのまま
受け取りましょう♪店員さんとコミュニケー
ションがとれるところも魅力的ですね！

住所：4/F., United Centre,
　　  95 Queensway, Central
電話：(852)2865-1988
時間：月～日 8:00～24:00

【中華・広東料理部門】
1位 甘牌燒鵝Kam’s Roast Goose

　ミシュラン星獲得！連日、多くの人が求めに
やってくる、ローストグースが売りの広東料理店。
外の皮はパリッパリ、中はジューシーでご飯がス
スム～！ハーフサイズから注文できるので、少人
数でも安心です 。

住所：G/F, Po Wah Commercial Center, 
　　  226 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)5408-7740
時間：月～日 11:30～21:30

 
2位 有緣小敍

　西安料理店。看板メニューのビャンビャン麺
は、長くて、太い、もちもちの麺を、辛みの効いた
ソースでいただきます。コシコシな麺に辛いソー
スが絡まり…たまらない…。日本では絶対に味
わうことのできない幻の麺です！

住所：G/F, 36 Man Yuen St., Jordan
電話：(852)5300-2682
時間：月～日11:30～22:00
 

 3位 雲南桂林過橋米線

　香港の人気ローカルフード、米線。多くの日本
人が通うほど、日本人の口に合う同店の米線は、
まるで豚骨ラーメン。魚介スープが、多くの薬味
とそぼろ煮に絡み合い、大満足感を得るでしょう。

住所：B1/F.,13 Hau Fook St., TST
電話：(852)2369-1286 
時間：月～日11:00～24:30

【スイーツ部門】
1位 佳佳甜品

　子供から大人まで、香港スイーツの人気は止
まらない！黒ごまペースト入り白玉は生姜とさつ
ま芋のスープに入っていて、香港王道スイーツ
です♡体もぽっかぽか。寒くなる今の時期ピッタ
リでもあります。店内を見渡すと…男性グループ
が多いこと！甘過ぎない白玉スイーツが男子の
心をも掴んでいます♡

住所：G/F, 29 Ning Po St, Jordan
電話：(852)2384-3862
時間：月～日12：00～28:00

2位 美都カフェ

　よくロケ地として利用される、50年以上の歴史
をもつ老舗カフェ！イチ押しは、パイナップル
パンとミルクティー。メロンパンのように外は
こんがり。中には、バターが挟んであり、熱々の
パンからとろけ出ています！人気なので午後に
は、売れ切れになってしまうかも！？
住所：GF, 63 Temple Street, Yau Ma Tei
電話：(852)2384-6432
時間：月～日8：30～21：30（ラストオーダー 22：30）

 3位 鶏蛋仔（ガイ・ダーン・ジャイ）

　見た目は丸いカステラが繋がっているような
ワッフルです！一見大きいように見えますが、外
はサクッと中はふわふわ、あっという間に食べ終
えてしまいます。卵と牛乳を合わせた生地に、コ
コナッツやはちみつの風味♪中にカスタードを
入れているお店もあります。

住所：45 Gough St.,Central
電話：(852)2750-2111
時間：月～日12:00～22:30

吉 田舎料理
　平日伺うと、お仕事帰りのお父
さん方で大賑わい。九州の郷土
料理や新鮮な海鮮もの、カウン
ターには、大皿にのった煮物が
10種類以上並びます。お座敷も
ある古民家風の空間で、様々な地
方の田舎料理を堪能できる同店は、22年愛され続けています！店
員さんや板前さんの明るい対応が、伺うたびに嬉しいです♪

住所：6/F., Tern Plaza, No.5 Cameron Rd., TST
電話：(852)2368-0000
時間：月～土12:00～14:00、18:30～22:30（日曜定休）

鵜 舞
　ずらりと並ぶ色鮮やかな弾幕が目
を引く店内に、新鮮な食材が揃った
炉端焼きカウンター。昭和を感じさせ
るどこか懐かしい雰囲気は、思わず
「生ビール！」と注文したくなります
ね。焼酎や日本酒などアルコールの種類も豊富で、定番の居酒屋
メニューはもちろん、「元祖博多焼きラーメン」や「牛タンかつ」な
ど、バラエティーに富んだ料理は酒の肴にピッタリ！

住所： Shop 2, G/F, D2 Place One, 9 Cheung Yee St., Lai Chi Kok
電話：(852)2743-8011
時間：日～月 12:00～14:30、18:00～22:30

麺 楽
　中華料理に飽きた日本人のお客
様が頻繁に足を運ぶ、人気の同店。
揚げ物が少ない香港で、牛肉コロッ
ケや、かぼちゃコロッケは、メニュー
から見つけた瞬間に微笑んでしま
います♪「さば梅煮」、「すだちハイ
ボール」はありそうで、なかなか無い！そして、〆には「札幌味噌
ラーメン」をオススメいたします。香港ブレしていない、懐かしく優
しい味に包まれて、ほっこり♡

住所：Shop D, G/F, Chung Nam Mansion, 163 King's Rd., North Point
電話：(852)3580-2909
時間：11:45～15:00、18:00～23:00（月曜定休）

【お土産部門】
「奇華餅家（ケイワーベーカリー）」の
パンダクッキー

　パンダの絵柄のクッキーは、香港らしいお土
産としてピッタリ！奇華餅家は1938年創業の香
港の老舗中華菓子です。月餅やパイナップル
ケーキなども美味しいですが、パンダクッキーは
女子ウケ抜群なんです！
住所：Shop 10, MTR Tsim Sha Tsui Station
電話：(852)2314-4808
時間：8:00～21:30 　定休日：旧正月3日間

「許留山(ホイラウサン)」の
マンゴーゼリー

　香港で食べた濃厚マンゴースイーツを日本に
持って帰りたい！そんなあなたにオススメなお
土産スイーツは、同店のマンゴーゼリーです。
少々重くても持って帰る価値大アリ☆少し凍ら
せるとシャーベット状になり、よりおいしいです。
住所：Shop No.6, G/F, Star House, 3 Salisbury Rd., TST
電話：(852)2377-9766
時間：12:00～23:00

●九龍島側
映月樓で朝ヤム(朝の飲茶)！→おやつに佳
佳乱品で、白玉スイーツでホッと温まろう
♪→中華西安料理のビャンビャン麺を堪
能！名前の通り、ビャンビャンな麺に驚きを
隠せなくなる…！！大満足の一杯♪

●香港島側
名都酒樓でブランチ飲茶！→おやつに鶏蛋
仔（ガイ・ダーン・ジャイ）を買い食い♪→夕
食は、ミシュラン星獲得「甘牌燒鵝 Kam’s 
Roast Goose」でパリパリの皮と、ジューシー
なガチョウのお肉を、お腹いっぱいに食す。
白ご飯食べすぎにご注意を～♪

【番外編】やっぱり日本料理も食べたい…そんな人にエリア別に紹介。

食べ歩きを楽しめる
ツアーを紹介します！
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住所：Shop 60-66, G/F., Harbour Crystal Centre,
　　  100 Granville Rd., TST
電話：(852)2722-6600
時間：24時間営業

ローカルツアー
アテンダー：岩田 直人さん
2006年、結婚を機に来港。香港、中国、東
京、沖縄に拠点を持つ新星交易集団代表
及び、哈爾濱理工大学客員教授、香港鹿
児島県人会会長、東海大学同窓会香港華
南支部副支部長を務める。北角にある香
港語言学院の校長でもある同氏は、自身
も約30年にわたり日本語教師として活躍。
中文大学SCSで非常勤講師として教壇に
立っていたことも。

　「鰂魚涌」駅から徒歩3分のオフィスビルの中にあ
り、連日地元の人が並ぶ人気店。特に朝飲茶でおすす
めしたいのが、海鮮系のダシが効いたお粥で、食感も
とろっとろで美味しい。もちろん、定番の海老蒸し餃子
やシュウマイなどの点心もあり、数人で行ってシェアす
るとよい。

せっかく旅行をするなら、地元の人がいくようなローカルレストランやスイーツ店に行きたい。
そんな人向けに香港在住10年の岩田さんがローカルレストランや遊び場を紹介してくれた。
ガイドブックに載っていない場所もあるので必見です。

「彩雲軒」で飲茶をする
（1人HKD50以下）

8:30

住所：2/F., Devon House, 979 King's Rd., 
　　  Taikoo Place, Quarry Bay
電話：(852)2529-9398
時間：月～日 8:00～23:00

香港科学館
　1991年に開館。コンピューターやロボット、通信技術
などの分野に関するものを500以上展示。フォークリフ
トや飛行シミュレーションなど実際に触ったり動かせた
りできる体験コーナーがたくさんあり、子供から大人ま
で楽しみながら、科学知識を身につけられる。

科学館と博物館で楽しみながら香港を学ぶ
（HKD35※水曜日のみ無料）
科学館と博物館で楽しみながら香港を学ぶ
（HKD35※水曜日のみ無料）

11:00

10：00
バスで紅磡（ホンハム）駅に行き、

徒歩で向かう。
（「鰂魚涌」駅B3出口でて
左折し200ｍ直進

106番「黄大仙」行きの他、
102番、116番などに乗車）

　香港式ファミリーレストラン。茶餐廳
（チャーチャーンテーン)と呼ばれ、一般的に
喫茶・軽食を兼ねた飲食店。サンドウィッチ
やカレー、麺料理など多くのメニューがある
が、その中でもオススメなのが、海老のかた
焼きそば。あつあつの鉄板に揚げた焼きそ
ばを乗せ、その上からプリプリの海老がゴ
ロゴロ入った餡がかかった一品。

「翠華餐廳」で昼食をとる
（1人HKD100以下）

13:00

23:30
ホテルへ

地元の人が通うローカルレストランや遊び場を紹介地元の人が通うローカルレストランや遊び場を紹介

友人がトランジットで香港に…そんな時に行ける観光スポット番外
編

昴坪360に乗り、絶景鑑賞する
　全長約5.7kｍの観光用ゴンドラで、東涌と昴
坪高原を結ぶ。ケーブルカーの乗り口はMTR東
涌駅B2出口からすぐのところにありわかりやす
い。昴坪高原には、仏教文化のテーマパークの
「昴坪ビレッジ」と標高400ｍの山頂に世界最大
級の野外大仏がある「寶蓮寺（ポーリンジ）」など
を観光することができる。

大型アウトレットモールでお買い物
　MTR東涌駅に直結している大型
ショッピングモール「City Gate Outlet」。
2006年にオープンしたこのアウトレット
は地下2階、地上3階建てで、世界中のお
店が約80店以上入る。シーズンに関係
なく、30％から50％オフに買い物するこ
とができる。アウトレット内には、スー
パーも入っているので、ちょっとしたお
土産を買うのもおすすめ。

住所：11 Tat Tung Rd., Tung Chung, Lantau
電話：(852)2109-9898
時間：10：00～18：00（月曜～ 金曜）
　　  10：00～18：30(土曜～日曜)　9：00～18：30（香港の公休日）
ウェブ：www.np360.com.hk/

住所：20 Tat Tung Rd., 
　　  Tung Chung, Lantau
電話：(852)2109-2933
時間：店舗によって異なる
ウェブ：www.citygateoutlets.com.hk

鰂魚涌
（クオリ―ベイ）

住所：2 Science Museum Rd., TST East
電話：(852)2732-3232
時間：月～水、金 13：00～21：00
　　  土日祝 10：00～21：00
　　  12月24日、旧正月の大みそかは17：00まで
　　  （木曜休館）※閉館1時間前に入場締切
ウェブ：http://hk.science.museum/ 
入場料：HKD25 　

香港歴史博物館
　1998年に開館。特別展示と常設展示の2種
類あり、常設展示では香港の歴史を、特別展示
は約2カ月ごとにテーマを設け、香港の歴史を

掘り下げた展示がされ
ている。有史以前から
1997年の中国返還ま
での民族文化や生活
様式などの歴史をわか
りやすく紹介している。

住所：100 Chatham Rd., TST East
電話：(852)2724-9042
時間：月、水～土 10:00～18:00　
　　  日祝 10:00～19:00
ウェブ：hk.history.museum 
入場料：一般HKD10/学生・60歳以上HKD5　
香港内の7つの博物館が1週間自由に入館できる
「ミュージアムパス」もあり（HKD30）

尖沙咀東
（チムサーチョイイースト）

黄金電脳商場
　香港の電気街で、スマートフォンや家電、AV機器の
露天が並び秋葉原的な存在。中古だけでなく、新品を
取り揃える店もあるので散策してみよう。面白い商品
も数多くあるが、購入する前に起動確認をお忘れな
く。近くには女性が好きそうな、アクセサリーパーツの
問屋が集まり、ビーズや服の生地、リボンなどの専門
店も多く建ち並ぶ。

深水埗を散策し、
自分土産を探す

15:00
深水埗
（シャムスイポー）

　九龍エリアには2つのナイトマーケットが存在する。
旺角の「女人街」と佐敦から油麻地をまたぐ「男人街」
だ。Temple Streetに夕方17時以降、露店が並び男性
向けのアイテムやスマートフォンのカバーやシールな
ど様々なものが売られている。露店の後ろにはローカ
ルレストランがあり、海鮮料理を外で食べることもで
き、行きかう人を見ながら呑むのも面白いだろう。

男人街で
オモシログッズを探す

17:00

住所：235 Apliu St., Sham Shui Po
深水埗（シャムスイポー）駅A2
もしくはC2の出口、目の前

佐 敦
（ジョーダン）

住所：469 Nathan Rd., Yau Ma Tei
電話：(852)2626-9908
時間：月～日 6:00～26:00

　冬の定番の火鍋。「花園酒家」は地元の人に人気のローカル
店。食べ放題、飲み放題で気兼ねなく食べられる。1種類もしく
は2種類のスープを選び、具材を頼む。具材は鶏肉・豚肉・ラム
肉などの肉から野菜、〆の麺まで豊富な具材が揃う。タレは薬
味が並んでいるブースから選び、調合してオリジナルタレをつ
くることができる。

油麻地
（ヤウマテイ）「花園酒家」で火鍋を好きなだけ食べる

（1人HKD200以下）
「花園酒家」で火鍋を好きなだけ食べる
（1人HKD200以下）

19:00

ネーザンロード沿いのイートンホテルにあ
る「T Garden」。ホテルの中庭にテーブルや
ソファーがゆったりと配置され、ビルに囲ま
れているにも関わらず、開放的に感じる
BAR。ワインやカクテルはもちろん、日本酒
もあり。

最後はBARで、現地の人や観光客と交流し旅を振り返る
（カクテル一杯HKD60～）
最後はBARで、現地の人や観光客と交流し旅を振り返る
（カクテル一杯HKD60～）

21:30

16：40
MTRで
佐敦へ

14：30
MTRで
深水埗へ

22 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



「深圳」魅力発見ツアー

冬の香港
アテンドツアー
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紅磡（ホンハム）駅からＭＴＲ東鉄線に乗り、羅
湖（ローウー）もしくは落馬洲（ロクマーチャウ）
まで行くルートがある。週末や祝日は混雑するの

で、座席が布張りで快適なファーストクラス利用がお
すすめ。窓口で購入する場合は、行先駅名とファーストクラスを
利用したい旨を伝えれば購入できる。また、オクトパスカードを
持っている場合は、通常通りに改札を通り、乗車前にファースト
クラス車両乗り場の近くにある「プロセッサー」にオクトパス
カードをかざせばOK。イミグレーションは到着した駅にある。

複数のバス会社が香港⇔深圳間の運行をしてい
る。香港内の各所に乗り場があり、ほとんどの路
線が30分から1時間に一本という頻繁な運行ス

ケジュールで走っている。チケット購入は、チケット
センターもしくは、バス会社によってはインターネットでの購入
が可能。イミグレーションは、バスを下車後にバス停に隣接さ
れたイミグレーションで行う。その後の移動はタクシーなどが
便利。

香港国際空港から蛇口へ行く航路があり、出張者
などによく利用されるが、便利なのは上環にある
マカオフェリーターミナルからの航路。蛇口のイ

ミグレーションを利用するのがフェリーの乗客のみ
なので、他の場所に比べて込み合うことがなく、出入国がとても
スムーズ。ただし、本数が少なく夜間は運行していないので気
をつけたい。深圳市内への移動はタクシーやフェリーターミナ
ルのすぐ近くにある蛇口港駅から地下鉄を利用しよう。

深圳って、どうやっていくの？ 3つの方法、教えます

　佐敦（ジョーダン）駅B1出口より徒歩2分。
尖沙咀（チムサーチョイ）に嬉しい徒歩圏内。
すべて異なるスタイルの客室が10室、ナチュ
ラルテイストのスイートルームは9室。12月22
日（木）まで、日曜はHKD999+10％、金曜・土
曜はHKD1,288+ 10％のプロモーションを実
施中（1名分のコンチネンタルブレックファー
スト含む。追加の場合は1名HKD80＋10％）。  

住所： 1 Cheong Lok St., Jordan
電話：(852)2121-9888
ウェブ：www.maderagroup.com

香港のお隣の街「深圳」。
興味はあるけど一度も行ったことはない、という人に、
テーマパークや買い物、マッサージ店を紹介。
ぜひ、魅力を知ろう。

 　中環（セントラル）駅から徒歩10分だが、ヒ
ルサイドエスカレーター近くに位置するの
で、SOHO（ソーホー）や蘭桂坊（ランカイ
フォン）などのナイトライフを楽しむのに適し
ている。モダンチャイニーズな内装デザイン
で、客室はスーペリア、デラックス、エグゼク
ティブ、シグナチャー、スイートに部屋タイプ
は分かれ、全80室の用意がある。

住所：122 Wellington St., Central
電話（852）3962-1688
ウェブ：www.butterflyhk.com

　MTR（地下鉄）の乗り換え路線のある油麻
地駅C出口から徒歩1分と好立地。27階建て
で全室93室。価格も日本円で1万円以下と
リーズナブルで、国際電話かけ放題がついた
スマートフォンのレンタル付きだから、盗難
や体調不良など、何かトラブルがあった時に
安心。部屋の大きな窓からは看板ネオンが瞬
き、香港らしい街並みを見渡すことができる。

住所：28 Portland St., Yau Ma Tei
電話：(852)2710-6666
ファクス：(852)2710-6688
メール：info@m1hotel.hk
ウェブ：www.m1hotel.hk

　「ニッテルコミュニケーションズ香港」で
は、来港した当日に、尖沙咀（チムサーチョ
イ）と銅鑼灣（コーズウエイベイ）にある
ショップで、ポケットWi－Fiを借りることが
できる（要パスポート）。データ使用量は無
制限で、3Gは一日あたりHKD29、動画をみ
るのに最適な4Gは一日あたりHKD43と日
本で借りるよりリーズナブル。契約の際に
クレジットカードのコピーが可能なら、デ
ポジットは必要ない（支払い時にカード払
いができるのは、銅鑼湾店のみ）。

アクセスや利便性が抜群のホテルをご紹介！
香港に住んでいて、日本からの旅行者や出張者によく聞かれるのが、ホテル。
観光名所や仕事先までのアクセスのよいホテルを編集部が厳選！3軒紹介します。

マデラホテル バタフライ オン ウェリントン ブティック ホテル M1 Hotel

Wi－Fiルータを
滞在日数だけのレンタルだから
日本よりもお得に借りられる

羅
湖（
ロ
ー
ウ
ー
）か
ら
ス
タ
ー
ト

電車
（MTR）で バスで フェリーで

アクセス：地下鉄「后海」駅
住所：中国深圳南山区文心五路33号
電話：(0755)8635-9898
時間：日～木 10：00～22：00
　　  金・土 10：00～22：30 

MTRで
国貿駅
（Guomao）
へ

　南山区にある、駅直結の「海岸城購物
商場」は深圳で最大規模のショッピング
モール。洋服や雑貨のショップだけでな
く、映画館やレストラン（日本食あり）も多
く入っているので1日中楽しむことができ
る。休日には屋外ショーもやっており、子
供から大人まで1日楽しめる場所だ。

深圳最大級の
ショッピングモールで買う

　羅湖区にある「太平洋」は、日本でいう
ところの健康ランド。サウナや雑魚寝する
エリアがあり、マッサージは100元から受
けられる。足つぼ、肩、太ももなどのマッ
サージをつけていくと、30元、50元、80元
というように別料金がプラスされていく。
家族で訪れる人も多い人気店。

住所：羅湖区嘉宾路4028号
　　  太平洋商贸大厦B1-4楼
電話：(0755)8213-6222
時間：24時間

最後はマッサージで
日頃の疲れを癒す

　82か所もの観光名
所が15分の1の大き
さで忠実に再現され
た「錦繡中華」では、
広大な中国をたった
1日で満喫できる。園
内地図上の位置関係
まで現実世界と同じ
というハイクオリティな再現度。万里の長城や龍門石窟など、中国
各地に散らばる歴史名所・自然名所を時間をかけてじっくり見て
回ろう。「中国民俗文化村」では、22の少数民族をフィーチャーした
25のユニークな村々が原寸大で存在している。魅力的なのは、ど
この村を訪れても温かく迎え入れてくれること。それぞれ決まった
パフォーマンスタイムに行けば、民俗の伝統フェスティバルにも参
加できる。みんなで一緒に楽しみながら、建築様式や伝統行事、食
べ物など中国に暮らす少数民族の生活を隅々まで知り尽くそう。

住所：広東省深圳市南山区華僑城
開園時間：月～金10:00～21:30、土・日9:30～21:30

「錦繍中華」と「中国民族文化村」で
中国を知る

MTRで
后海駅へ

MTRで
OCT駅へ

【銅鑼灣 （コーズウエイベイ）店】
住所：Unit 1408, 14/F., Capitol Centre, 
　　  5-19 Jardine`s Bazaar, CWB
電話：(852)3427-9660
時間：月～金　10:00～19：00
　　  土　　　13：00～19：00（日・祝日定休日）

【尖沙咀（チムサーチョイ）店】
住所：Room 1804 ,18/F.,Tern Plaza, 
　　  5 Cameron Rd., TST
TEL:(852)3971-0804
時間：月～金　10:00～19：00
　　  土　　　13：00～19：00（日・祝日定休日）
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　“床に落としてしまったスイカは諦めるけど、落ちたお菓子な
ら食べても大丈夫？”なんて迷った経験はないだろうか。“床に
落ちた物でも5秒以内に拾えば食べても大丈夫！”信じる人が
結構多いこの“5秒ルール”だが、科学的な観点からみると、どう
やら正しい基準とは言えないようだ。アメリカの名門大学、ラト
ガース大学の最新の研究結果によると、床に落ちた食べ物は
早いものだと1秒足らずで菌が移行するのだそうで、どんなに
早く床から拾い上げても、それは無駄な努力ということらしい。
実験を行ったDonald Schaffner教授いわく、「実験対象が広く
困難ではありましたが、大衆文化としての5秒ルールを私達は
科学的に検証することに成功しました。床に落ちた物の汚染度
は湿度、床の材質、接触時間などにもよりますが、いくつかの
ケースで菌の移行は1秒以内に始まったのです。」
　彼らは４種類の床（ステンレス、タイル、木、カーペット）と、4

つの食材（スイカ、パン、バ
ター付きのパン、グミキャン
ディ）を使い、接触時間は1
秒未満、5秒、30秒と300秒
に設定、付着させる菌は2種
の溶液で培養したエンテロ
バクターアエロゲネス（人間
の消化器に自然に存在する
サルモネラ属の非病原性の
近親種）を用意して、高い精

度の結果を得るべく細心の注意
を払いながら実験を行った。そ
の結果、1番汚染度が高かったの
はスイカ、低かったのはグミ
キャンディで、湿ったものほど足
を持たないバクテリアには移行するのに都合が良いことが分
かった。また全ての床素材で、接触時間が長いほど菌の移行は
顕著に認められること、意外にもカーペットの菌の転送率はス
テンレスやタイルに比べかなり低いこと、木の床の転送率は状
況によって変動しやすいこと判明した。
　ちなみに5秒ルールの脆弱性が指摘されたのは今回が初め
てではなく、2004年にもハーバード大学がより簡易な調査に
よってではあるが、イグ・ノーベル賞（ノーベル賞のパロディ
で、人々を笑わせ、考えさせてくれる研究に対して与えられる
賞）を受賞しており、世界の人々の5秒ルールに対する関心の
高さがうかがえる。
　接触時間が菌の移行度に作用するという結論からすると、5
秒ルールには正しい部分もあるようにも思えるのだが、結論と
して「菌の移行は起きる」ということ。実際落とした食べ物を食
べ、それに付いていた菌が体調不良を引き起こすのかどうか、
という疑問については･･･興味がおありなら自己責任において
検証してみてほしい。

“5秒ルール
”は迷信？

アメリカか
ら最新の研

究結果が
到着

アメリカか
ら最新の研

究結果が
到着“5秒ルール

”は迷信？

アメリカか
ら最新の研

究結果が
到着

アメリカか
ら最新の研

究結果が
到着
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　焼き肉料理店に求めるポイントと言えば何
だろうか？ 味はもちろん、サービスが良いこ
と、清潔であること、煙の臭い対策など、意外と
たくさんあるものだ。そんな気になる点を全て
押さえた韓国焼肉料理店が、銅鑼湾（コーズウェイベイ）と湾仔（ワンチャイ）に店舗を持
つ「Seorae（喜來稀肉）」。韓流ドラマに登場しそうな広々として清潔な印象の店内でい
ただけるのは、同店自慢の各種焼き肉料理。中でもおすすめなのは、1頭の豚からでも
わずか250ｇしか取れない、”護心肉”と呼ばれる横隔膜と肝臓の間の筋肉の部分。
(HKD150/1～2人前)昔の韓国では庶民が口に出来るものではなかったという希少部位

で、柔らかさとジューシーさのバランスが素晴らしく、
栄養豊富なのに低脂肪で、女性達を中心に大人気
だ。またユニークなのが、無料でサーブされ、焼き肉

の周りをぐるりと囲むように焼く食べ放題の卵焼き。焼き肉の合間に、お代わり自由のキ
ムチと組み合わせて半熟で頂けば、それだけでご飯が進んでしまう。

　もう一つ、季節に関係なく人気のある商品が
「Barbecue beef tongue（牛タン）」。肉厚でジューシー
なので、食べ応えも抜群だ。肉の旨みが出るまで、
じっくり15分かけて調理される。店主お勧めの食べ方
はふたつ。別皿に牛タンを移し、そこへ特製ソースを
１さじかけてそのままいただく。またはビネガーソー
スとオイルのかかったさっぱりとしたサラダと一緒に
食べるのも最高だ。
　飲み物で人気なのはやはりオイリーな焼き肉に合
うビールやジンロだそうだが、面白いのは、スイカや
モモなどと組み合わせた「フルーツソジュ」が楽しめ
るところ。興味がある方は試してみて欲しい。

　食事中はキムチ、玉ねぎの醤油炒め、ネギのサラダなどのパン チャンがお代わり自由。
先に述べた卵焼きとの相性は抜群なので、好みの組み合わせを見つけるのも楽しい。満
足できる韓国焼肉にまだ香港で出会ったことがない貴方。「Seorae」なら、本場韓国を訪
れたような”口福感”を味わえること間違いなしだ。

希少部位の豚焼き肉などが楽しめる
韓国焼肉レストラン
希少部位の豚焼き肉などが楽しめる
韓国焼肉レストラン

Seorae 喜來稀肉
銅鑼湾登龍街店
住所：Shop 3, G/F. & 1/F., Golden Dragon Bldg., 41-51 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2618-5331
時間：日曜～木曜 11:30～14:30、18:00～24:00
　　  金・土            11:30～14:30、18:00～25:00

湾仔店
住所 : 3/F., Capital Bldg., 181 Lockhart Rd., Wan Chai
電話：(852)2392-8699
時間：11:30～14:30、18:00～23:00

Seorae               Seorae               
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　ワイン小売店の「Winebeast」、そしてWinebeastの価格そのままにワインを楽しむこ
とが出来るビストロ「Le Bistro Winebeast」を成功に導いたチームが、新たにワイン、チー
ズ、バターなど、フランスの豊かな食を堪能できる店をコンセプトとして「Le Café 
winebeast」をリニューアル。「A.O.C eat & drink」として新たに営業をスタートさせた。湾
仔の賑やかな大通り、Queen’s Road west とJohnstone Streetの間の魅力的なロケー
ションで、ゲストは店内で寛ぎながら、ワインと美味しい軽食、おつまみ等を楽しむこと
ができ、仕事終わりのハッピーアワーにもぴったりだ。

　ミシュランで星を獲得したレストランで修行した経験もあるStephane
シェフが作りだすのは、シンプルかつ都会的で彼ならではのひとひねりを
加えた、いわば「フレンチストリートフード」に近い料理達。季節ごとの採れ

たてのシーフード、新鮮な肉を使って創作する軽食やスナック、チーズやスイーツ類は、彼
が生まれ故郷、ブルターニュで1日中釣りを楽しんだ後に食べたような家庭料理達に影響

を受けており、1人でも、大人数でシェアしても楽しめるも
のばかり。中でも、「The farmhouse pork tenderloin」は
パートナーや友達とシェアしてワインと共に楽しめるメ
ニューとして、シェフのイチオシだという。
　また、お店の最大の売りであるワインは、幅広いライン
ナップを小売価格と同じ値段で提供しており、グラスワ
イン（HKD38～）の種類が豊富なワインリストには目移り
してしまいそう。

　店名の「A.O.C」は「アペラシオン・ドリジーヌ・コントロレ」の略で、フランスの農業製
品に対して与えられる認証のこと。厳しい基準を満たしたフランス産の野菜、ワインや
チーズなどに広く付与されており、”A.O.C eat & drink”はまさにフランス産食品のクオリ
ティ、その心意気を形にしたような店と言えるのかもしれない。
　シェフ自慢の気取らないフレンチととびきりの
デザート、ワインを頂きながら、シックでカジュア
ルな雰囲気の店内で過ごすひととき。A.O.C eat & 
drinkで、南仏のカフェを訪れたような気分をお楽
しみあれ。

良質なフードとワインを気軽に楽しめる
レストラン、“A.O.C eat & drink”
            

良質なフードとワインを気軽に楽しめる
レストラン、“A.O.C eat & drink”
            

A.O.C eat & drink
住所：G/F.,15 McGregor St., Wanchai
電話：(852)2479-6833
時間：火曜～日曜 12:00～23:00
ウェブ：www.wine-beast.com
フェイスブック：aoceatanddrink

A.O.C eat & drinkA.O.C eat & drink
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　「誰そ彼とわれをな問ひそ九
月（ながつき）の露に濡れつつ
君待つわれそ」
　万葉集に出てくる「誰そ彼」は
文字通り「誰だ彼は」という意味
で、人の顔が区別できなくなる
時間帯「たそがれ時」の由来で
す。対して、明け方の暗い時間
が「かわたれ（彼は誰）時」です
が、もとはいずれも、日没後と日

の出前の両方を指していたと思われます。大ヒット上映中『君
の名は。』には、「かわたれ」が倒語になった「カタワレ時」とい
う架空の言葉が出てきて、これが物語の重要なキーワードと
なっています。
　香港でDVDがジブリ以上、黒沢明なみの高値で売られてい
る新海誠作品。前作『言の葉の庭』に続いて古典教師「ユキ
ちゃん先生」が、今度は飛騨の山奥の高校に登場します。カタ
ワレ時について、「このあたりの方言じゃない？ 糸守のお年
寄りには万葉言葉が残ってるって聞くし」。新海監督ご自身、
大学では国文学が専攻だったとのこと。男女の入れ替わりと
いう設定は平安文学の「とりかえばや物語」から、そして企画
当初の仮タイトルは「夢と知りせば」（古今和歌集、小野小町）
だったそうで、実に国文学チックなSFファンタジーなのです。
「糸守」は架空の町ですが、映画で話されている言葉は実際
の飛騨弁が基調となっています。
　岐阜と愛知の言葉をギア方言、長野と山梨と静岡の言葉を
ナヤシ方言、と、学者たちは呼んでいます。この地域の言葉を
説明するには結局日本語方言全体の姿を把握していなけれ
ばならないので、とても重要なのです。岐阜県は北部が飛騨
弁、南部が美濃弁で、両方とも、あたかも関西弁を東京のアク

セントで話しているかのように聞こえます。だから『君の名
は。』も、関西弁の台本を関西弁の話せない声優が読んでい
るのだろうと、多くの人にそう思われているのではないでしょ
うか。人工の、アニメ用エセ方言であろうと。しかし、そうでは
ないのです。京阪式アクセントは関ヶ原を越えて東には拡散
しなかったのですが、対して、京言葉の語彙や文法はもっと東
まで、岐阜県一帯にまで伝わったため、この地域に東西の言
葉をかけ合わせたような独特の方言が生まれたのです。桜の
木に梅の花が咲いたような、巨人の選手が阪神のユニフォー
ムを着たような、そんな感じ（岐阜の人は多くが中日ファンだ
とは思いますが）。KFCで牛丼を売ってるような、そんな感じ
（香港のケンタッキーでは本当に牛丼を売ってました）。
　「～や」という語尾は関西弁の大きな特徴ですが、美濃弁と
飛騨弁も「～や」を使います。そして、「～や」と「～だ」の境界
が、岐阜と長野の県境とほぼ一致します。『君の名は。』では、
飛騨に住む女子高生・三葉（みつは）と東京に住む男子高生・
瀧（たき）が夢の中で入れ替わるのですが、方言も入れ替わ
る、という面白さが「～だ」と「～や」の交代によって演出され
ています。これがやりたかったがために、物語の舞台をあえて
監督ご自身の故郷である長野ではなく言語境界を越えた側
の飛騨にしたのではないかと、勘ぐってしまいましたけどね。
中部日本には言葉の境界線（等語線といいます）が南北に何
本も走っていて、この地域で日本語は西と東の二つに大きく
割れていることになるのですが、等語線の位置は、言葉の項
目ごとに少しずつ、ずれています。例えば「行かん」と「行かな
い」、すなわち否定の「～ん/～ない」の等語線は「～や/～だ」
の等語線よりずっと東にあって、長野、山梨、静岡を分断する
ように走っています。「買うた/買った」の等語線は逆に岐阜よ
りも西側にあって、つまり飛騨弁も美濃弁も「買うた」「言う
た」「笑うた」とはならないのです。これも関西弁との決定的な

違い。『君の名は。』には新海監督ご自身が書いた小説版も
あって（飛ぶように売れてます）、映画では「よう描けとる」と
言っている個所が小説では「よく描けとる」、また、「はよ来
（き）ない」と言っている個所が「早く来ない」となっています
（～ない、は勧誘の意味の飛騨弁。＝早くおいで）。良う/良く、
早う/早く、白う/白く、のような形容詞「ウ音便」の等語線は「～
だ/～や」の等語線と同じく岐阜県と長野県の間です。小説版
の「よく」「早く」はつまり監督の故郷、長野県側の言葉という
わけで、お里が知れましたね。
　「あほ」と「バカ」が対比されている面白いシーンもあります
が、アホ/バカは東西の対立には相当しません。アホと言うの
は近畿地方、バカと言うのはその両側で、だいたい中部地方
より東と、広島近辺より西。「マック/マクド」と同じ、関西vs.そ
れ以外、という対立になります。飛騨にはアホもバカもありま
すが、名古屋や美濃の「たわけ」が多く、そして北飛騨では北
陸と同じ、「だら」を使います。「あほんだら」はアホとダラの合
わさった形。ちなみに本物の飛騨弁で「たそがれ」は「くろう
なりがた」で、これは全くの関西型です。小説版には、「マック
もモスもない」と故郷の糸守を愚痴る、映画にはないセリフ
が出てきます。マクド、ではないのですね。

大沢ぴかぴ
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