
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

香港
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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

　日本でECサイト構築/通販システム構築・支援を主要事
業として手掛けている株式会社エルテックスは、2013年
から実施している、通信販売に関する「消費者の行動や意
識」を集計・分析する調査で、「EC/通販販売経験者が保有
する機器」「EC/通販で商品を購入するときのチャネル」
「EC/通販で購入する商品」の最新調査結果を発表した。 

〈質問❶〉あなたが個人で保有している、またはご自宅で
使うことができる機器をお選びください（複数回答）。
〈結果〉
　2013年の調査開始からパソコンの保有率は緩やかに
低下、2015年と比較すると▲5.7％。テレビ保有は昨年ま
で低下傾向だったが本年は一転増加となった。携帯電
話（フィーチャーフォン）は調査開始年では約5割だった
が、 約3割まで低下してきている。 

　機器の保有は年代によって特長が見られ、特に女性
は顕著な違いが見られる。テレビ保有では、20代女性は
50.0％、60代女性は90.0％、スマートフォン保有では、20
代女性は91.7％、60代女性は45.0％となっており、新規
顧客として集客する場合や、顧客としてコミュニケー
ションする場合などターゲットに合わせた、ツール活用
が必要といえるだろう。
〈分析〉
　EC/通販利用経験者が保有する機器では、スマート
フォン保有率が大きく伸長（対2015年＋9.2％）した。一
方、パソコンとフィーチャーフォンの保有率低下が進ん
でおり、生活者とのコミュニケーション手段である機器
の保有バランスが徐々に変わりつつあるようだ。  

〈質問❷〉あなたが通販で買い物をする際に、利用したこ
とがあるものを、いくつでもお選びください（複数回答）。 
〈結果〉
　利用した通販チャネルのスコアでは、「通信販売のカ
タログ」のスコアが3年連続で低下し30％を切った。一
方、「インターネットの大規模モール（前年比＋0.5％）」、
「地上波テレビ（＋0.4％）」などは微増しつつトップ2と
なっている。 
〈分析〉
　EC/通販で商品を購入するときのチャネル利用率で
は、「インターネットの大規模モール（61.7％）」「地上波
テレビ（38.2％）」「通信販売のカタログ（29.8％）」がトッ
プ3。とはいえ、2013年に41.5％だったカタログ利用率は

2016年では29.8％となり、3年間で11.7ポイント低下し
た。 

〈質問❸〉あなたが通信販売で購入するものはどのような
ジャンルのものですか。 あてはまるものをいくつでもお選
びください（複数回答）。 
〈結果〉
　EC/通信販売で購入するものは調査開始以来「本・電
子書籍・CD・DVD・Blu-ray・ゲーム」「ファッション（服、靴、
カバン、アクセサリー）・腕時計」がトップ2。ここ3年では、
「食料・飲料・お酒」のスコアが低下傾向だが、その他
ジャンルは調査年により上下動があるものの、 概ね順位
に大きな変動はない。 
　本年のみでいえば、「文房具・オフィス用品」が＋4.2％
と増加している。
〈分析〉
　EC/通販でよく購入する商品ジャンルでは、「本・電子
書籍・CD・DVD・Blu-ray・ゲーム」「ファッション（服、靴、 
カバン、アクセサリー）・腕時計」がトップ2で定番の順位
となっている。「文房具・オフィス用品」は前年比で＋
4.2％と、その他ジャンルに比較して大きく伸張した。 

◆調査概要
調査エリア：全国
調査対象者：infoQ by GMO調査パネルを利用
調査方法：ネット方式による、 アンケート調査
調査期間：2016年12月2日～4日
回収サンプル数：600
調査主体：株式会社エルテックス　http://www.eltex.co.jp/ 
調査実施機関：楽天リサーチ株式会社

EC/通販で商品を購入するときのチャネル利用率で、
「通信販売のカタログ」が3年連続で減少し、3年間で11.7ポイント低下。

日本の通信販売に関する「消費者調査」2016
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Director 吉川 恵子

フェイシャル/ブラジリアンワックス/
歯のホワイトニング

耳つぼジュエリー講座/まつげパーマ講座

電話 : +852-9509-3728
Website:http://bewish.jp

E-mail : info@bewish.jp
♥ご予約・お問い合わせ (ダイアモンドヒル駅より徒歩６分 )

日経中国社 社員一同
あけましておめでとうございます。

NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.
Level 21, No. 28 Hennessy Road,
Wanchai, Hong Kong
Tel  : (852) 2598 1771
Fax  : (852) 2845 7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk
Web Site : www.nikkeiasia.com

あけましておめでとうございます。春
迎2017年もパンダバスを

宜しくお願い致します。

本年もよろしくお願い申し上げ

あけましておめでとあけましておめでと

■香港教室（銅鑼湾）
　1/F., Redana Centre, 25 Yiu Wa Street, Causeway Bay, Hong Kong
　 7201-8382 :xaF 7717-8382 ：leT

■九龍教室（紅磡）
　Shop 145, 1/F., The Laguna Mall, 8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
　Tel: 2362-0221 Fax: 2362-1181

■わかば深圳教室（中国深圳）
　深圳市南山区南海大道1113-1115, 花様年美年広場3棟2階
　Tel: 86-755-2162-1702　Fax: 86-755-2667-8117

ラストスパート
がんばれ受験生！

明けましておめでとうございます！

6/F., Wellington Plaza, 56-58 Wellington Street,
Central, Hong Kong

0616 7782）258（:LET
2988 6252）258（:TCERID

FAX:(852)2526 9098
christian.chasset@hklanguages.com
www.hklanguages.com

クリスチャン・シャセイ
取締役

新年第一号
新春の
ご挨拶

酉

世界地產代理 /

東京
耶加達 新德里 越南 紐約 洛杉機 夏威夷 澳洲 德國 巴黎 巴西等世界各地

廣州 上海 北京 大連 台北 韓國 曼谷 馬尼拉 新加坡 馬來西亞

總經理

世達志香港有限公司
公司牌照號碼:   C-023320

香港銅鑼灣駱克道463-483號
銅鑼灣廣場二期18樓1805室
電話 :  (852) 2836-0760
傳真 :  (852) 2836-0738
電郵 :  sakuragi.r@starts-hk.com
URL: http://www.starts.co.jp/hongkong/地產代理牌照: E-398206

明けまして、おめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
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謹賀新年！
香港、広東で野球やってます。
部員募集中です。
隼JAPAN  野球倶楽部
監督：清水幹雄

Tel ： 852-5326-5395/86-15917256931
pj.oc.oohay@13napajasubayah ： liaM

  miyutigers31@icloud.com

E-mail : iplprofessional@gmail.com
Tel : 2732-2028

HP : http://nishidaipl.exblog.jp

I2PL永久脱毛と
リジュベネーション専門店

今年もよろしくお願い申し上げます。

ておめでとうございます。ておめでとうございます。2017
I wish you a Happy New Year !

新年明けまして
おめでとうございます！

ホームページ： www.kenshin.com.hk
ブログ： 香港IFA木津英隆のマネーは巡る

Central Clinic Tsim Sha Tsui Clinic Office Hours│ Mon – Fri: 9am – 6pm 
14/F., Li Dong Building 14/F., Ashley Nine, 9 – 11 (Lunch: 1pm – 2pm)
9 Li Yuen Street East Ashley Road, Tsim Sha Tsui Sat: 9am – 1pm
Central, Hong Kong Kowloon, Hong Kong Sun & P.H. close
Tel: 2525 8158 Tel: 2394 0118 URL: ://chcmedical.com.hk

取締役 川島睦美 
****************************************************************** 

メディカルコーディネーター 佐々木恵吏子  chcjp@chcmedical.com.hk 
LINE chcjp  chcgmp 
日本語ホットライン: 5115 1189 / 2861 2363 

 
 

時代の一歩先を見つめたWEB戦略

Unit 329 & 330, 3/F, Hankow Centre, 
5-15 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong (Wakyokai)

Room 1508-13, 15/F, Nan Fung Tower,
88 Connaught Road Central, Central, Hong Kong

HORIZON MOBILE LIMITED
9171 8159

9859 5913
Tel +852-3104 0167 Fax +852-2517 7686
Email hori@hopewill.com iWebsite www.horizon-wif .com.hk

LINE horizon_wif hki

Managing Director

堀 昭則 HORI AKINORI

香港銅鑼湾軒尼詩道555號東角中心1206室
電話…2891-0851
傳真…2572-3846

東洋警備（香港）有限公司

董事長　岩見 武夫

桑野繁子博士
Kuwano Shigeko
(MSc, Doctor of Naturopathy)

・ニキビで修士、シミで博士　アメリカで取得

・美と健康的ダイエット協会会長

・治療とプロ養成にもお手伝い

・《内臓美容で10歳若返る方法》出版

(852) 2390 7093 (852) 2390 7093 (852) 6099 8695

Email : kuwano.shigeko@gmail.com         URL : www.sbs-shigekosalon.com

醫學美容

社員一同
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　数千年もの歴史をもつ中華料理。古来の料理には、調理
の過程でシェフ達の熟練技術を要する料理も多く、一流の技
で作られた料理達の存在は、古くは皇帝を始め、官僚やエ
リート達の食卓を彩り、料理人達の才覚を示すものであっ
た。だが今、そうした伝統的な中華料理の一部は、商業化の
波に押され、かかる手間とコストの高さゆえに香港から消え
つつある。ここでは、昔ながらの方法で作られる料理達と、そ
の味を守り続けるレストランを紹介しよう。

Spring Moon 嘉麟樓
住所：1/F., The Peninsula Hong Kong, 22 Salisbury Rd., TST
電話：(852)2696-6760
時間：月～土11:30～14:30、18:00～22:30 
　　  日 11:00～14:30、18:00～22:30

乾清八寶鴨 （HKD880）
Eight treasures duck at Spring Moon
　アヒルをアワビのスープで1時間以上煮込みつつ、豚肉、キノコ、栗、金
華ハム、ハスの種、塩漬け卵、蓮の種、百合の根と大麦など、多くの材料を
それぞれ別の方法で仕込みを行う必要があるこの料理は、アヒルの加熱
を止めるタイミングと、素材
それぞれの出す味の調和
を取るのが難しいこともあ
り、提供しているレストラン
は数少ない。ミシュランで
星を獲得したペニンシュラ
ホテルのスプリングムーン
では、この広東料理の至宝
を堪能することができる。

Fook Lam Moon 福臨門酒家（Wan Chai Shop）
住所：Shop 3, G/F., Newman House, 35-45 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2866-0663
時間：月～日 11:30～15:00、18:00～23:00

豬肚鳳呑官燕 （HKD2,700）
Double-boiled pork tripe stuffed with whole chicken 
and filled with bird nests at Fook Lam Moon
　既に多くの店から姿を消したメ
ニューの1つだが、Fook Lam Moon
はその味を守り続けている。ター
ダッキン（ターキーにダックを詰
め、さらにチキンを詰めて焼くア
メリカ南部の料理）にヒントを得
て考えだされた料理で、燕の巣を
骨を抜いた丸鶏に詰め、さらにそ
れを豚の胃に詰め、特製スープで
煮込む。鶏の旨味を吸った燕、
スープのしみ込んだ豚の胃が織りなす味と、層になった食材の食感を楽
しむ一品だ。

Howard’s Gourmet 好酒好蔡
住所：5/F., CCB Tower, 3 Connaught Rd. Central, Central
電話：(852)2115-3388
時間：月～土 12:00～14:30、18:00～22:30 日曜定休

脆皮婆參 （時価）
Signature sea cucumber at Howard’s Gourmet
　店の自慢は、チキンとポークで丁寧にとり、凍らせて脂の多い上の層と
沈んだ肉の層を取り除いたこだわりのスープ。乾物のナマコを戻すにも3
日以上かかるので、スープを作り始
めてから料理がテーブルに上がるま
で、実に6日間程度かかるという。中
まで染みたスープの味と、オーブン
で焼いて香ばしさを出した食感が絶
妙だ。予約時に注文可能かどうか確
認するのを忘れずに。

Celebrity cuisine 名人坊高級粵菜
住所：1/F., Lan Kwai Fong Hotel, 3 Kau U Fong, Central
電話：(852)3650-0066
時間：月～日 12:00～15:00、18:00～22:30

富哥秘制八寶鴨 （HKD1,380）
Eight treasures duck at Celebrity cuisine
　特徴的なのは、丸のままのアヒルの中に個々に仕込みをされた銀杏や
もち米、金華ハムなどの具を詰め、シェフ自慢のソースで味付けをした店
独自のスタイル。
手間暇かけて作
られるその味は
絶品だ。

Pak Loh Chiu Chow Restaurant 
百樂潮州酒樓（Causeway Bay Shop）
住所：23-25 Hysan Ave., CWB
電話：(852)2576-8886
時間：月～日11:00～23:30

荷包大海參配自家製方魚肉丸
（烏龍吐珠）（HKD1,967）
Stewed sea cucumber and meatballs at Pak Loh Chiu Chow 
Restaurant
　4日以上をかけて戻した大きな
乾物のナマコに干し貝柱、蓮の種、
ハムとキノコを詰め、味がしみ込む
まで3時間以上煮込み、仕上げに魚
のすり身で作った団子が添えた料
理で、湖州で中身の詰まった財布
や満腹を連想させる晴れの日の特
別な料理として伝わってきた。50年以上に渡り潮州料理を提供する百樂
潮州酒樓なら、正統派の味を楽しむことが出来る。

香港から消えゆく
至高の中華料理

五選
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香港

■料理をする頻度について、男性でも約半数が「週に
1回以上」は料理をし、中でも20代は最も多い結果に。
週に一度も料理をしない人は全体で約3割 
　料理をする頻度について聞いたところ、女性は年代
があがるにつれ、どの食事においても毎日（「週に7
回」）と回答した割合が高く、男性については年代によ
り傾向は異なるが、中でも男性20代が全ての食事にお
いて毎日料理をすると回答した人が最も多かった（朝
食：27.4％、 昼食：12.5％、夕食：17.6％）。また、 全体の
約3割が週に一度も料理をしない（「週に0回」と回答し
た割合-朝食：38.3%、昼食：34.2%。夕食：28.6%）と回
答。どの食事においても毎日（「週に7回」）という項目
では、女性が男性に大差をつける結果となったが、「週
に１回以上」の頻度で見ると、男性でもそれぞれ朝食
は43.4％、昼食は46.1％、夕食は51.5％と、ほぼ2人に
1人が料理をしていることがわかった。 

■食事の節約意識では20代女性が最も高く、8割以上
が料理をする理由に「節約のため」と回答 
　前の質問で「週に1回以上」は料理をすると回答した
人に、料理をする理由について
聞いたところ、「節約のため
（50.7％）」が最も高く、「健康のた
め（44.6％）」、「自分以外に作る人
が居ないので、必要に迫られて
（33.0％）」が続いた。性年代別に
見たところ、 「節約のため」という
項目は20代が70.1％と最も高く、

年代が上がるにつれて数値は下がる傾向にあった。 
その中でも特に20代女性が81.3％と高い数値を示し
た。「健康のため」という項目においては30代が53.1％
と最も高く、中でも30代女性が63.5％だった。 

■実際に料理をする人の割合は女性の方が圧倒的に
高い中、男性の方が女性に比べ「料理好き」が多い結
果に 
　料理を「週に1回以上」すると回答した人に、料理に
ついての考えを聞いたところ、「料理をすることが好き
である（19.5％）」と「料理をすることがやや好きである
（29.4％）」と回答した人の合計は48.9％となり、 「料理
をすることがあまり好きでない（17.0％）」と「料理をす
ることが全く好きでない（7.1％）」の合計24.0％に24.9
ポイントの差をつけた。全体的には料理が好きと感じ
ている割合が高いことがわかった。 

■料理にかける平均時間、朝食は「約11分」、昼食は
「約16分」、夕食は「約37分」 
　1食分の料理にかける時間について聞いたところ、

朝食では「10分以内（46.0％）」、昼食
では「20分以内（38.5％）」、夕食では
「1時間以内（41.8％）」が最も高い結
果となった。平均時間では、朝食は
「約11分」、昼食は「約16分」、夕食は
「約37分」となり、それぞれの食事に
おける作業時間が異なっていること
が見て取れた。 

■1食分の平均予算、朝食・昼食は「500円以下」、夕食
は「1,000円以下」が高い結果に 
　1食分の料理にかける費用については、朝食・昼食
では「500円以下（朝食：91.4％、昼食：76.1％）」となっ
ており、夕食に関しては「1,000円以下（46.1％）」が高
く、朝食・昼食と差があることがわかった。 

■2017年に購入したいキッチン家電。トップは「ノンフ
ライヤー・電気フライヤー」。20代、 40代、 60代で１位 
　2017年に購入したいと思うキッチン家電について
聞いたところ、「特にない（49.8％）」が最も高かった
が、それに続き、「ノンフライヤー・電気フライヤー
（12.8％）」、「炊飯器（10.5％）」、「ホームベーカリー
（9.4％）」という順となった。「ノンフライヤー・電気フラ
イヤー」は年代を超えて広く支持されており、20代、40
代、60代の購入したいキッチン家電トップが「ノンフラ
イヤー・電気フライヤー」という結果となった。

日
本
の
男
性
は「
料
理
好
き
」？！

料
理
を
す
る
理
由̶

20
代
女
性
の
８
割
が「
節
約
の
た
め
」

【調査概要】
調査エリア ： 全国
調査対象者 ： 20歳～69歳　男女
回収サンプル数 ： 1,000サンプル
調査期間 ： 2016年12月2日から3日
調査実施機関 ： 楽天リサ-チ株式会社

楽天リサーチ株式会社は、「料理に関する調査」をインターネットで実施した。
今回の調査は、2016年12月2日、3日の2日間、
楽天リサーチに登録しているモニター（約230万人）の中から、
全国の20代から60代の男女1,000人を対象に行われた。

Pocket Page Weekly 06 January 2017 No. 57320B

香港グルメ



香港

香港

香港 香港

21Pocket Page Weekly 06 JANUARY 2017 No. 573
B



香港

香港

香港

香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

ゼロからスタート 第74回広東語♪
　　にぎやかなクリスマスや新暦の正月も終わり、次はいよいよ中国人にとっての最大イベント、旧正月

がやってきます。毎年この時期になると、目にも鮮やかな赤や金の装飾が街のいたるところに施され、

気分は一気に旧正月モードへと変わります。

　　「年宵」(nin4 siu1)／「花市」(fa1 si5) は、年末の「年廿四」(nin4 ya6 sei3) (旧暦の12月24日)

から元旦「初一」（cho1 yat1）早朝6時までの約一週間にかけて開催されます。香港で最も大規模

な花市は、銅鑼灣の「維園」(wai4 yün2)や旺角の「花墟」(fa1 höü1)でしょう。毎年歩けないくら

いの大勢の人でごった返します。一応花市という名前がついていますが、実際は花だけでなくお正月

関連やその年に流行した商品やグッズが数多く販売されます。旧暦の大晦日である年三十に家族

で「團年飯」（tün4 nin4 faan6）を食べてから、年越しで花市に出かけるのが多くの香港人の定番

で、最終日になると値段もかなり安くなります。

 

　　家の中に花を飾ると「花開富貴」(fa1 hoi1 fu3 gwai3) （花が開くように金が満ちあふれ、金持ち

になる）縁起が良いとされているので、新年には花が欠かせません。花にはそれぞれ意味があり、

「水仙」、「蘭花」は良い香りが幸運を運んでくる、「桃花」は、良縁を運んでくるとされています。また、

「吉」と「桔」の発音が同じであることから縁起が良いとされる「金桔」の鉢植えは、ビルやショッピング

センター、マンションなどによく置かれているので、一度は目にしたことのあるはずです。こちらは、金運

が上がると言われています。

　

　　また新年と言えば「揮春」(fai1 chön1)も忘れて

はいけません。縁起のいい四字熟語を赤い紙に

書いて玄関や壁に貼ります。おめでたい言葉と

して、そのまま新年の挨拶にも使えますので、

皆様も是非覚えてくださいね。

広東語

心想事成

恭喜發財

萬事勝意

身體健康

龍馬精神

青春常駐

快高長大

學業進歩

発 音

sam1 söng2 si6 sing4

gung1 hei2 faat3 choi4

maan6 si6 sing3 yi3

san1 tai2 gin6 hong1

lung4 ma5 zhing1 san4

ching1 chön1 söng4 zhü3

faai3 gou1 zhöng2 daai6

hok6 yip6 zhön3 bou6

日本語

願い事がかないますように

お金が儲かりますように

万事うまくいきますように

身体が健康でありますように

竜馬のごとく、勢いがありますように

いつまでも若くいられますように

早く大きくなりますように

学業が進歩しますように

広東語

桃花

水仙

金桔

蘭花

五代同堂

串串金

銀柳

発 音

tou4 fa1

söü2 sin2

gam1 gat1

laan4 fa1

ng5 doi6 tung4 tong4

chün3 chün3 gam1

ngan4 lau5

日本語

桃の花の枝

スイセン

キンカン

ラン

フォックスフェイス、ツノナス

オウバイ

銀柳
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　RADWIMPS（ラッドウィンプ
ス）の「RAD」は「radical」を縮め
た語で、「すごい」というような
意味。アメリカの辞書で引くと
「old-fashioned」すなわち時代
遅れのスラングであると書いて
あります。『君の名は。』の主題
歌で今やラッドは飛ぶ鳥を落と
す勢い、紅白にも初出場で、時
代遅れどころか時代の最先端を

走っているロックバンドです。映画は世界各地で順次上映が
始まっていて、挿入歌も特にアジア地域で大人気、「RAD」とい
うアメリカ英語の「古語」が思わぬ形で息を吹き返したわけ
です。
　「WIMP」（弱虫、いくじなし）も同じく、あまり使われなくなっ
た古い俗語です。全曲を作詞作曲しているボーカルの野田洋
次郎さんは５歳の頃から10歳までアメリカに住んでいて、日
本に戻った後、2001年、16歳のときにラッドウィンプスを結成
しています。アメリカで飽きられ、すたれてしまった「RAD」
「WIMP」という語が野田さんによって日本に疎開（？）させら
れ、生きながらえていたのです。巨人の外野手として80年代
に活躍したクロマティ選手が引退後かなり経ってから再来日
してテレビに出たときに「プッツン」という言葉を使ったのに
は驚きました。日本ではとっくに使われなくなっていたプッ
ツン、でも、クロマティさんの頭の中には、しっかり残っていた
のですね。今、また久しぶりに思い出しましたが、懐かしいな
あ、プッツン。　
　海外の日本人移民の社会にも日本ではすでに使われなく
なった明治～昭和初期の日本語がたくさん残っていますが、
このような、「古語は遠隔地に残る」という言語の普遍的な性

質を理解することによって、方言の姿もまた正しく見えてきま
す。関東でカタツムリ、関西でデンデンムシと言う虫の名前
は、デンデンムシが新しい言葉で、カタツムリは古い言葉で
す。現代になって日本の標準語の基軸が京都から東京へとシ
フトされたため、京都では古語になっていたカタツムリが再
び標準語の地位へと返り咲いた、というわけ。♪でんでん虫々
かたつむり～、というあの童謡は言葉の東西の違いを歌った
歌のようで実は新旧の違いが歌われているのです。歌が作ら
れた当時（発表は明治44年）、関東の人たちは「でんでん虫」
に真新しい響きを覚え、逆に関西の人たちは「かたつむり」に
古くささを感じたのではないでしょうか。
　柳田国男が有名な『蝸牛考』で明らかにしたように、デン
デンムシ、マイマイ、カタツムリ、ツブリ、と、京都を中心にして
東西に放射状に分布するこういった地理的なバリエーション
は、京都ではそのまま現在～過去という同一空間においての
時間軸に変換できます。タイムマシンがあったらぜひ関西人
を150年前につれていって、その驚く顔を見てみたいですね。
なにしろ幕末の頃の関西は、「～や」を使ってないのですか
ら。では、「や」ではなく何を使っていたのかというと、「～じゃ」
です。「じゃ」は大阪に今でも残っていますが、「何しとるん
じゃ、ぼけ」のように必ずののしり言葉としてのみ使われます。
関西に「や」が現れて以降、これの影響力は強大で、かつて
「じゃ」と言っていた近畿およびその周囲の地域は急速に
「や」へと変わっていったのです。現在「や」と「だ」の境界があ
る岐阜県の東端は、かつては「じゃ」と「だ」の境界があった場
所。「だじゃの松」というのが岐阜県恵那市にありますが、「だ
やの松」に改名する予定は、ないのでしょうか。岐阜県の美濃
弁と飛騨弁は大正時代頃から「や」。『君の名は。』にも「じゃ」
を使うキャラは、出てきてないですね。
　香港に入ってくる日本の流行語の多くは日本と連動して一

定のはやりすたれがあって、日本で「ちょー」が流行っていた
ころは香港でも「超～」と「超級～」がよく使われましたが最近
はめっきり使用頻度が下がっています。「萌」も同じ、もう旬は
過ぎてますね。いまだに使われ続けているとんでもない長寿
の流行語は「人間蒸発」。去年は「出血大減價」を旺角で見つ
けて、お、これもまだ生き残っていたか、と感動しました。何十
年前だったでしょう、こういう張り紙が香港の店という店に貼
られていたのは。日本では戦後の高度成長期のシンボルだっ
たようなイメージがある「出血大サービス」。年がら年中「出
血」（原価割れ）のサービスだなんて、何とまあ景気の良い時
代だったことか。
　３年前の８月、件の「人間蒸発」をテーマにコラムを書い
たときのこと。原稿を書き終えた翌朝、目を覚まして新聞を見
たら１面の失踪事件の記事の見出しが「人間蒸發」で、びっく
り。驚きました。ところで古文を勉強した人なら当然知ってい
ることですが源氏物語などに出てくる「おどろく」の意味は「目
を覚ます」です。それが後に「びっくりする」の意味に変わった
のですが、土佐弁や東北の一部など遠隔地には今もなお「お
どろく＝目を覚ます」の用法が残っています。「人間蒸發」の大
活字を見たあの朝のわたくしは、「おどろいた」ときに驚いた
のです。
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