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香港香港＆広東

香港

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。

　タイの女性が妊娠を知ったときにま
ず用意するもの、それはおむつ。タイで
は紙おむつは「お尻が蒸れる」「プラス
ティック部分がかぶれる」「おむつ離れ
が遅くなる」などの理由と「価格が高
い」という経済的な面で使うのは推奨
されない。代わりに使用されるのがコットン製の布
おむつ。自分たちで縫ったりするほか、布屋さんなど
でちょうどいいサイズ（70x70センチくらい）のもの
が売られている。家庭によっても違うが、用意する数
は50～60枚くらい。
　ひと度おしっこすると周りのものも巻き込んでび
しょ濡れにしてしまう布おむつ、１日の使用枚数は
だいたい20枚前後にのぼる。ちょっとでも濡れると
ダイレクトに冷たい感触が伝わるので、どうしても
交換頻度は高くなる。
　赤ちゃんの繊細なお尻に直接触れるものなので、
洗濯するのにも気を使う。洗剤も大人用とは分けて
使い、手洗いする場合がほとんど。暑いタイなので、
晴れていれば１時間とかからず乾くが、雨季など雨
の日が続くとおむつがなくなってしまうことも。
　共働きの多いバンコクなどの都会では紙おむつ

が幅を利かせているが、田舎ではまだまだ布おむ
つが主流だ。物干し竿いっぱいに白い布おむつが
はためく光景は壮観でもある。
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DACO（ダコ）
田澤悠
ときにタイ初心者用にサラリ
と上澄み情報を。ときに在タ
イ数十年の古株でも、気には
なっていたが知らなかった事
実を白日の下に。1998年5月
の創刊以来、無料の情報誌で
ありながら、硬軟とりまぜた毎
号の特集のバックナンバーが

書店で正規ルートとして売られ、不埒な輩は街でゼロで仕
入れてネット上で500円以上で転売するという、内容以上に
役立つこともある情報誌です。

コストがかからない
赤ちゃんの肌にやさしい布おむつ

端切れを使うので柄物もある。お腹の前で結んだり、ピンで留めたり

各家庭では布おむつ専用の物干しが登場する

ライフ（香港・広東共通）



香港

上海で子育てコーチング「ままサプリ」を展開させて
いただいてます。
講座をする中で、
お母さん方にさまざまな「ブロック（～してはいけない、
～しなければならない）」
が存在することに気づきます。
「今日はゆっくり休んでください。」
「やることがたくさんあって休めません。」
「好きな習い事をしてください。」
「お金がかかるのでできません。」
「夜飲みに行きませんか？」
「夫に子供を任せられないので出れません。」
 
こういうお母さま方は、本当に優秀で、
古き良き日本の母を絵に描いたような方々。
 
こういうお母さま方は４歳前後の
第一次成長期の「おどけ」や「ふざけ」が許せない。
4，5歳の子供たちは１日中、
「おならプー」「う◎こ」「おしっこ」
などと叫んでます 笑
 

真面目なお母さまはそれが許せない。
「そんなこと言っちゃダメ。」
「そんなところ触っちゃダメ。」
と規制します。
 
この「おどけ」や「ふざけ」はユーモアの原点。
これを規制してはユーモアの乏しいこどもに育ちます。
 
またこのころ、生や死への強い関心がでるころでもあります。
アリを靴でネジネジ踏みつぶしたり、
小さな虫を捕まえては殺したり。
 
私の小さいころはトンボの頭を糸で縛って
お散歩させたり、
蛙の口から空気を入れて破裂させたり、
オタマジャクシを大量に採って台所で流してみたり 笑
男の子と一緒に時に残酷な遊びをしていました。
 
実はこれらも発達心理で大切なこと。
 
小さな命の生と死を経験することで、「命の大切さ」を勉
強しているのです。
 
今は第一次成長期に性や命への関心を
お母さんや周りから阻止されます。
通るべき道を通らなかった子供たちは、
大きくなってから形を変えて同じ道を通るのです。
 
性的欲求を抑えられない、
または性的欲求が起こらない、
猫や鳩を殺すなどの動物虐待などなど、、
 

大きくなってから通る第一次成長期は、
大きな衝動へと変化し、時に犯罪となり得るんです。
 
だから声を大にして言いたい。
お母さま方、子供と一緒に
「おならプー！！」とゲラゲラ笑ってみませんか？
もっと生き物に触れてみませんか？
 
必要なときに必要なことを経験する。
実はこれが子供にとってとても大切なことなのです。
 
お母さんはもっと不真面目でいい。
不真面目のススメ。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第13回 不真面目のススメ

ライフ（香港・広東共通）
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【調査概要】サラヤ株式会社調べ　■調査日：2016年11月24日～25日　■調査方法：インターネット調査　■調査対象：20代～30代男女 計1,055人

■柔軟剤の香りを不快に感じたことがある人は
　43.3%とおよそ2人に1人が実感！
　1週間以内に不快な香りに出会う人は52.1%で、日常的
に柔軟剤のにおいに迷惑していることが明らかに。

普段の生活の中で、これまでに一度でも柔軟剤の香りを不快に感
じたことはありますか。(SA、N=1,055)

　普段の生活の中で、これまでに一度でも柔軟剤の香り
を不快に感じたことがあるかという質問に対し、43.3%が
「ある」と回答。不快に感じる頻度については、1週間以内
に1回以上感じるという人が「ある」と回答した人の52.1%
に上り、半数以上が日常的に柔軟剤の香りに迷惑してい
る実態が明らかになった。

■柔軟剤のにおいは柔軟剤使用者と距離が離れても不快？
　30cm以上離れないと許せない人が49%と半数。電車
やバスなどの密着シーンだけではなく、オフィスでの香り
の身だしなみにも要注意！

柔軟剤のにおいを不快に感じる上で、許容できる周囲の距離感は
どの程度ですか。(SA、N=457)

　柔軟剤の香りについて、不快に感じても許容できる距
離感を尋ねたところ、「1m以上離れていないと許せない」
という人も10.9%存在するなど、約半数の49%が30cm以
上の距離感がないと許容できないと回答。
　柔軟剤の香りを不快に感じた場所・シーンを尋ねたと
ころ、「電車・バスなどの公共機関」「商業施設」「会社」が
TOP3に。満員電車などの密着しやすいシーンに気をつけ
ることも重要だが、仕事中のTPOとして、普段から香りに
気を使うことは重要と言える。

■香り付き柔軟剤を好ましいとした人のうち7割は柔軟剤の
　香害を知らないという現状が明らかに
　さらに60%は柔軟剤の香害を知ってなお、香り付き柔
軟剤を使い続けると回答。
　「香り付き柔軟剤の使用が好ましい」と答えた人のうち、
柔軟剤の香害の認知率は29.4%と少数であり、問題意識を
持たずに香り付き柔軟剤を使用していた実態が判明した。
　柔軟剤の香害を初めて知った人に対して、今後使用した

い柔軟剤タイプについて尋ねたと
ころ、59.6%は「そのまま香り付き柔
軟剤を使い続ける」と回答しており、
香り付き柔軟剤が好きな人にとって
は香害は他人事に感じられている
ことが言えそうだ。

■何も香らないことがポジティブ においへ敏感な人は
　他者への影響も考えて無香料の柔軟剤の使用を判断
　香り付き柔軟剤の使用を嫌う層は35%も存在、うち香害
を知って使用を見直した人が2割も洗濯における香り付き
柔軟剤の使用について、35.8%は「好ましくない」と回答。そ
の理由として「自身が他人の柔軟剤の香りでいやに気分に
なったことがある（19.3％）」「柔軟剤の香害を知って自身が
周囲に迷惑をかけていると思うようになった（20.6%）」と、
香りが他人に与える迷惑に気付き、香り付き柔軟剤の使用
を見直した人が多数存在しており、柔軟剤の香害に対して
意識高く取り組んでいることが分かった。

※調査結果の数値は小数点第2位を、適宜四捨五入して表示して
いるため、積み上げ計算すると誤差が出る場合があります。

満員電車などの密着シーンは要注意！ あなたが香害の発信地かも？
見直すべき柔軟剤の香りが周囲へ及ぼす迷惑
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サラヤ株式会社は、近年殊に問題が顕在化している「スメルハラスメント（香害）」に対する生活者意識を調査すべく、
20代～30代男女を対象に『柔軟剤の香りに関する意識調査』を実施した。

ライフ（香港・広東共通）



　2015年のジェンダー・ギャップ指数（通称世界男
女平等ランキング）で日本は145カ国中101位、上位
10カ国中7カ国はヨーロッパ諸国である中で、アジ
アで唯一10位圏内の国がフィリピンということはご
存知だろうか？ 特にフィリピンの働く女性における
管理職の割合はなんと47.6％！ 日本が11.1％であ
ることと比べると、フィリピンでの働く女性の活躍が
著しいことが分かる。
　今回は、そんなフィリピン女性のワーキングファッ
ションについて紹介しよう！

　常夏のフィリ
ピンは年間の平均
気温が26～27℃
と一年中日本の夏
と同じくらいの気
温だが、雨期にな
ると長袖のシャツ

やフード付きのパーカー、ジャケットを羽織る人も
多く見かける。特にオフィスなどの室内はクーラー
がとても効いているので、ジャケットやカーディガン
を着ている人が多数。オフィス着というと、日本では
控えめな色味のイメージが強いが、フィリピンでは
色鮮やかな花柄や総柄、濃いピンクや青などのワン
ピースを着ている人も。日本のオフィスカジュアル

に比べ、華やかな印象は陽気で明るい彼女たちの
イメージにぴったりだ。特にボディラインが出るタ
イトなワンピースやタイトスカート、スキニーパンツ
の人が最近が目立つ。
　また、シューズはヒールが好まれるが、動きやす
さからフラットなパンプスも人気。
　英語が第2言語というフィリピンでは、アメリカの
映画や音楽が親しまれている。アメリカの文化が浸
透しやすいためか、ハリウッドセレブの服装を参考
にしている若者も多い。さらに休日はラフな服装の
女性が多く、オンオフとシチュエーションによってう
まく使い分けている人も多い。
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http://primer.ph
ライフスタイル関連の情報を中心に、フィリピンのあらゆる
情報を網羅した比国で初の日本語情報誌（月刊・無料）。フィ
リピン生活を快適に過ごすアイディアや情報満載のウェブ
サイトも運営しています。

ジェンダー・ギャップ指数10位圏内
働く女性の活躍が著しいフィリピン

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）
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　銅鑼湾（コーズウェイベイ）と言えば香港の渋谷ともいわれ、人気のグルメやショッ
ピングスポットとして比較的若い年齢層の人たちで常に賑わっている。 そんな銅鑼湾が
ここ数年少しずつ変わってきている。これまでは、お洒落なルーフトップバーと言えば湾
仔（ワンチャイ）、中環（セントラル）というイメージがあったが、銅鑼湾にもこのスタイル
のお洒落な店が次々にオープンしている。
　その中でも今話題なのが、世界的なホテルグループ「Pullman Hotel Resort」とパー
トナーシップを結び、大規模リニューアルした「パークレーン香港」の最上階に昨年9月
オープンしたルーフトップレストランバー「SKYE」。目の前に広がるビクトリア港のハー

バービューは銅鑼湾の中でもトップレベル。今回はそんな「SKYE」を
紹介しよう。
　広 と々した店内は白と水色で統一され、洗練されたお洒落な空間が

広がる。そしてお店の壁には有名アーティストが手掛けたモダンアートが飾られ、ファン
キーだけどもスタイリッシュなインテリアがまるでのリゾートホテルの様にも感じさせて
くれる。同店の自慢は何といっても広 と々したテラ
ス席から一望できるシティ―ビューとハーバー
ビュー。そしてその美しい景色と共に味わう経験
豊富なミクソロジストが作るカクテルの数々だ。ミ
シュランレストランで勤務経験のあるシェフによる
モダンフランス料理の数々も見逃せない。
　同店のおすすめフードメニューをいくつか紹介
しよう。季節の4種のトマトのタルタルにトマトのシャーベット、そしてトマトを泡状にした
ものをトッピングした「Heirloom Tomato」。甘さと酸味が口の中に広がりあっさりといた
だける。次は、スロークック調理法でじっくり調理したロブスターとフェンネルの実の天ぷ
らにキュウリとチャイブのビネガーソースを和えた「Slow Poached Lobster」。デザートに
は70％グアテマラチョコレートを使用したチョコケーキと、塩バニラアイスクリームにキャ
ラメルポップコーンとピーナッツゲルを合わせた「Pave of 70% Guatenaja」。甘すぎない
濃厚なチョコレートケーキに塩気の効いたアイスが絶妙にマッチして、お腹がいっぱいで

も食べたいデザートだ。
　食後は外のテラスでお店自慢のカクテルを楽しもう。騒がしくなく落ち
着いた大人な雰囲気でゆっくりとドリンクや食事を楽しむには最適のお
店。接待や観光客のアテンドにもピッタリ。おすすめは「Rocking Horse」、
「Global B-Art-tender」、「Tai Hong」。その他「Pullman Hotel」のバーでは
名物の「ニトロゲンカクテル」（Nitrogen Cocktail）も楽しむことができる。
バーだけの利用の際はお酒のおつまみにチキンウィング、フレッシュオイ
スター、ダックコンフィのコロッケなどのバースナックもオーダーすること
ができる。
　さあ、さっそく香港の粋なルーフトップバーに足を運んでみては。

美しいハーバービューが自慢！
話題の最新ルーフトップレストランバー
美しいハーバービューが自慢！
話題の最新ルーフトップレストランバー

SKYE 
住所： 27/F, The Park Lane Hong Kong, a Pullman Hotel, 310 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)2839-3327
時間：SKIEランチ 月～金12:00～14:30、ディナー 月～日18:00～22:30
　　  ブランチ：土日祝日11:30～15:30
　　  ルーフトップバー日～木12:00～24:00、金土12:00～翌2:00
ウェブ：www.parklane.com.hk/skye.html
 

SKYESKYE

夜
景
が
自
慢
の

ル
ー
フ
ト
ッ
プ
バ
ー

甘味と酸味のバランスが決め手の「Heirloom Tomato」

Slow Poached Lobster
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　世界で最も
高い場所にあ
るバーでドン・
ペリニヨンを

好きなだけ頂く・・・。そんな最高のブランチ体
験ができるのがリッツカールトン118階にある
バー、Ozone。"Ozone's Sunday brunch"ではハ
ムやチョリソのプラッターとともにフォアグラの
テリーヌ、週替りのスープ、刺し身やチーズなど
のアペタイザーの後、メインには注文を受けて
から作るフォアグラガナッシュと和牛のハン

バーガーや、ポーク、ピクルス、オニオンやアボ
カドなどが入ったメキシカンラップを楽しむこ
とできる。

OzoneOzone

Ozone
住所：118/F., The Ritz-Carlton Hong Kong, 
　　   International Commerce Centre, 
　　   1 Austin Rd. West, Kowloon
電話：(852)2263-2100
時間：毎週日曜 12:00～15:00
価格：HKD1,180（Ozone’s Sunday brunch）
ウェブ：www.ritzcarlton.com

　インターコンチネンタルのステーキレスト
ラン、「The Steak House Winebar+Grill」のシャン
パンブランチは充実のサラダビュッフェと、メ
インはリブアイ, サーロイン、フィレミニヨンな
どからセレクト。デザートは彩り豊かなビュッ

フェ形式で、ボ
リューミーなナ
ポレオンパイは
有名。時間中は
シャンパーニュ
（ペリエジュエ）

や 赤 ワ イ ン 、
ジュースやミルク
シェイクがフリー
フローとなる。

The Steak House Winebar + GrillThe Steak House Winebar + Grill

The Steak House Winebar + Grill
住所：InterContinental, 18 Salisbury Rd., TST
電話：(852)2313-2335
価格：HKD898（The semi-buffet weekend brunch）  
時間：毎週土日 12:00～14:30 
ウェブ：www.hongkong-ic.intercontinental.com

　旬の新鮮な食材を使った4品のコースでハイ
エンドなブランチを提供しているのが、尖沙咀
（チムサーチョイ）のÉPURE。前菜は西フランス
から輸入された牡蠣、もしくはロブスターとベ
リーのサラダ、スープは店自慢のエアルーム・ト
マトの冷製スープ。フランスアキテーヌ地方産
ビーフを使ったステー
キ、ベイクドポテト添え
ブラックペッパーソー
スのメインの後に、
チョコレートタルトや

シャーベットな
どのデザート盛
り合わせが付く。

ÉPUREÉPURE

ÉPURE
住所：Shop 403, 4/F, Ocean Centre, 
　　  17 Canton Rd., TST
電話：(852)3185-8338
時間：毎週土日 12:00～15:00
価格：HKD398（Four-course weekend brunch）
ウェブ：www.epure.hk

　マンダリン・オリエンタルホテルの「Clipper 
Lounge」に新しく登場したのは、グラマラスな
Moët Rosé Sunday Brunch。様々なブレック
ファーストメニュー、寿司セレクション、サラ
ダバーと各種ホットフード、カーヴィングス

テーションで提
供されるグリ
ル、デザート各
種など充実した
内容のビュッ
フェと共にモ

エ・シャンドンロゼをフ
リーフローで。毎月第一日
曜のみ開催。

Clipper LoungeClipper Lounge

Clipper Lounge
住所：M/F., Mandarin Oriental, 
　　  5 Connaught Rd., Central
電話：(852)2820-4007
時間：毎月第一日曜 11:30～ 15:00
価格：HKD748（Moët Rosé Sunday Brunch）
ウェブ：www.mandarinoriental.com

　スペイン、カタルーニャ地方の定番メニュー
のほか、週替りの料理などサービス満点のブ
ランチを提供。フードステーションビュッフェで
はハム、ソーセージ、パテなどの各種シャル
キュトリ、マリネシーフードやサーディンなどを

お好きなだけ。エッグフリット
やエストレジャード（スペイン
風目玉焼き）などは注文を受け
てから調理してくれる。デザート
には本格派のチュロスを、ホッ
トチョコレートや苺、クリーム、

カタルー
ニャの旬
の果物と
ともに。

CatalunyaCatalunya

Catalunya Hong Kong
住所：G/F., Guardian House, 32 Oi Kwan Rd., Wanchai
電話：(852)2866-7900
時間：毎週日曜 12:00～15:00（予約は13時で締め切り）
価格：HKD630（Sunday brunch）
ウェブ：www.catalunya.hk

　日替わ
りで農場
から直送
される新
鮮な食材を
使っているレ

ストラン「Fish & 
Meat」で人気なのはサ

ラダバーとふわふわで食べ放題のパンケー
キと、メイン、デザートを提供する盛りだく
さんのサンデーブランチ。メインにはアラカ

ルトの人気メニューが勢揃い。新メニューと
して、新鮮なオイスターやブリのセヴィーチェ
なども。

Fish & Meat
住所：1 & 2/F., 32 Wyndham St., Central
電話：(852)2565-6788
時間：毎週日曜 11:30 ～15:00
価格：HKD390（Sunday Brunch starts）
ウェブ：www.fishandmeat.hk

　中環（セントラル）のランドマーク内にある香
港で人気の高いモダン日本食レストランで
Perrier-Jouetのシャンパンとと共においしい日
本食を味わうことのできる贅沢ブランチ。お寿

司やお刺身
から始まり、
天ぷら、焼
き魚、焼き
鳥、ステー
キなど種類
も豊富。特

に炉端焼きコーナーの焼き鳥はオススメ。日
本食だけに日本酒の飲み放題も。

ZumaZuma

Zuma Hong Kong
住所：5/F., The Landmark,
　　  12-16 Des Voeux Rd. Central, Central
電話：(852)3657-6388
時間：土日 11:00～15:00
価格：アルコール飲み放題付き HKD550
  　　アルコールオプション抜き HKD428
  　　（Baikingu Brunch ）
ウェブ：www.zumarestaurant.com

　「BLUE-Butcher and Meat Specialist」は、お肉
好き、美味しいものが大好きな人達のために、
罪なほど充実したブランチを用意。種類豊富な
前菜を揃えたビュッフェに、メインはサーロ
インステーキや、エイジングビーフのハンバー

ガーなどからチョイス。香
り高いフォアグラや、焼き
たてのベルギーワッフル
も存分に楽しんで。

BLUE-Butcher and Meat Specialist BLUE-Butcher and Meat Specialist 

BLUE-Butcher and Meat Specialist
住所：108 Hollywood Rd., Central
電話：(852)2613-9286
時間：毎週日曜 12:00～15:00
価格：HKD390（Sunday brunch）
ウェブ：www.BlueButcher.com

　オイスターやロブスターなど、目移りしてし
まう前菜のビュッフェに加え、選べるメインと
デザートが付いた食通も満足のビュッフェ。7
種から選べるメインの中には、”エッグカル
ディナーレとポーチドエッグ、ロブスターメダ

リオンのオラン
デーズソース"
など豪華なメ
ニューも。デ
ザートはクリー
ムブリュレ、出

来たてが食べられるショコラスフレ、グリーン
ティーシュークリームからお好きなものを。

Hugo'sHugo's

 Hugo’s
住所：Lobby Level, Hyatt Regency Hong Kong, 
　　  18 Hanoi Rd., TST
電話：(852)3721-7733
時間：毎週日曜 11:30～ 15:00
価格：HKD738（Hugo’s Sunday brunch）
ウェブ：http://hongkong.tsimshatsui.hyatt.com

　ペニンシュラホテルのアイコン、「Lobby」で
楽しめるのはクラシックなスタイルのブラン

チ。メインはエッグフロランティーヌや炭火焼
き和牛ビーフバーガーなど魅惑的なライン
ナップからチョイスできる。

Lobby at The PeninsulaLobby at The Peninsula

Lobby at The Peninsula
住所：G/F, The Peninsula Hong Kong, 
　　  Salisbury Rd., TST
電話：(852)2920-2888
時間：毎週日曜 12:00～15:00
価格：HKD458
　　 （The three-course Weekend Champagne Brunch is priced）
ウェブ：www.peninsula.com

Fish & MeatFish & Meat

記念日に、自分へのご褒美に・・・
     シャンパンブランチが楽しめるレストラン10選
記念日に、自分へのご褒美に・・・
     シャンパンブランチが楽しめるレストラン10選

忙しかったウィークデーを終え、ゆっくりと頂く週末のブランチは最高。
それがグラスシャンパン1杯と一緒であったなら...いや、飲み放題なら言うことなし？
今回は魅力あふれるお勧めシャンパンブランチ10種をご紹介しよう。
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　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！！

ゼロからスタート 第75回広東語♪

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

　　香港のタクシーは車体の色によって営業区域

が3つに分かれています。また、タクシーの定員は

4名と5名とがあります。ナンバープレート付近に

貼ってある緑色のステッカーが目印です。定員

オーバーだと違法になるので注意してください。

　　今回は街のあちこちでよく見られる交通手段、タク

シー「的士dik1 si2」をご紹介します。タクシーとは英語

の「TAXI」を音訳したもので、かつて植民地であったこ

とを反映する言葉の一つで、今ではすっかり広東語に

一部になっています。

　　香港のタクシーはメーター「咪錶

mai1 biu1」制です。

　　乗車料金のほか、ベビーカー「BB車

bi4 bi1 che1」やスーツケース「喼

gip1」など、トランクに入れる荷物や

規定外の荷物「行李hang4 lei5」に

追加料金がかかります。（しかし車椅

子「輪椅lön4 yi2」は無料で対応）。

　

　　トランクを使用したいときには運転手に「唔該開一開車尾箱吖m4 goi1 hoi1 yat1 hoi1 

che1 mei5 söng1 a1」（トランクを開けてください)と言いましょう。動物や鳥の持ち込みに関

しては、運転手により判断が異なるので注意が必要です。またトンネルを使用したらトンネル料

金が加算されます。領収書が必要の場合は、会計時に「唔該出張收據比我吖m4 goi1 

chöt1 zhöng1 sau1 göü3 bei2 ngo5 a1」（レシートを発行してください）と言って、発行し

てもらいましょう。

　　香港のタクシーは2011年のタクシーランキング調査「世界ベストタクシー」において第三位

に選ばれましたことがあります。そうは言っても運転手によって差があるのは周知の事実。わざ

と遠回りして不法に料金を請求する不法タクシー「黑的haak1 dik1」を避けるため、指定され

たタクシースタンドで乗車するのが無難でしょう。

広東語・発音・日本語

收據

sau1 göü3
レシート、領収書

車尾箱

che1 mei5 söng1
トランク

司機

si1 gei1
運転手/ドライバー

禁區 /雙黃線

gam6 köü1/ söng1 wong4 sin3
駐停車禁止区域/

黄色い二重線

暫停載客

zhaam6 ting4 zhoi3 haak3
只今休車中

截的士

zhit6 dik1 si2
タクシーを拾う/

タクシーをつかまえる

市區的士(紅的)

si5 köü1 dik1 si2
市内タクシー(赤)

大嶼山的士(藍的)

daai6 yü4 saan1 dik1 si2
ランタオ島タクシー(水色)

新界的士(綠的)

san1 gaai3 dik1 si2
新界タクシー(緑)
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　イギリスの陶磁器メーカー、ロイヤルドルトンはクラシックな白とブルーを基調に、印
象的なパターンをデザインしたニューライン、”パシフィックコレクション”を発表した。
　パシフィックコレクションは海と海のある風景にインスピレーションを受けてデザ
インされており、くつろいだダイニングの風景にぴったりとマッチする。
　多彩なラインナップが特徴のこのコレクションだが、施された6種の特徴的なプリント
は、コンテンポラリーな磁器として雰囲気抜群。コースディナーの食器として、サイド
ディッシュ用の取り皿として、友人とのアフターヌーンティーや、マグとボウル、シリアルで
頂くリラックスした朝食の時にも、パシフィックコレクションの落ち着いた色彩は使う
シーンを選ばず、キッチンとダイニングの雰囲気を絶妙に演出してくれる。
　異なるデザイン6種のセットでは、コレクションの旗
艦デザインである、クールな印象の「Dots」、水彩絵を
イメージした「Texture」、幾何学的モチーフの「Circle 
Repeat」、なめらかな線を描いた「Lines」など、多彩な
表情を楽しめるのが魅力的。自宅でのおもてなしに使
えば、ゲスト達の話題に上るかもしれない。
　セットで使っても、シンプルな食器と組み合わせて
アクセントのようにも使うことができる、パシフィックコ
レクション。大切な人へのギフトにもお勧めだ。
　ロイヤルドルトン、パシフィックコレクションの価格
はHKD100～HKD600。銅鑼湾のそごう12階で取り
扱っている。

ロイヤルドルトンについて：
　1815年創業、1877年にバースレムに窯を移してからボーンチャイナを導入し、200
年以上に渡り芸術的テーブルウェアを創造している老舗企業で、現在は、世界中の大
人気ベストセラー「ハドンホール」を持つミントン、世界最大数の生産量を誇る「オール
ドカントリーローズ」を持つロイヤルアルバート、イギリス陶磁器最高の「ロイヤル」と
「クラウン」の称号を持つロイヤルクラウンダービーを傘下におさめる世界最大の陶磁
器メーカーの一つ。1901年に英国王室よりロイヤルの称号を授与されている。

Royal Doulton Pacific collection
住所：12/F., Sogo, 555 Hennessy Rd., CWB

Royal Doulton Pacific_16cm Plates Set of 6_HKD500

Royal Doulton Pacific_Dot Serving Bowl 29cm_HKD300

［ Royal Doulton Pacific collection ］ 

英国の陶磁器メーカー、ロイヤルドルトンから
ニューラインが登場
英国の陶磁器メーカー、ロイヤルドルトンから
ニューラインが登場
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港 香港

香港

香港香港
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ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

　1月も終わりに差し掛かり、これから気になるイベン
トと言えばバレンタイン。
　どっしり甘̶いチョコケーキも美味しいですが、少
しカロリーも気になるところ。
　今回は、低カロリーで良質なタンパク質や美肌を作
るイソフラボン、ビタミン類を豊富に含む「豆腐」を使
用した、ヘルシー感あるチョコレートケーキレシピを
ご紹介したいと思います。
　しっとり軽い口当たりで、甘いものが苦手な男性へ
のプレゼントにもオススメです。
　もちろん美容に敏感な女性のお友達への友チョコ
としても、お試し頂きたい美味しさです。

第19回 

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

美
味
し
く
キ
レ
イ
を
手
に
入
れ
よ
う

       

　  

〜
お
豆
腐
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ケ
ー
キ

〈お豆腐
チョコレ

ートケー
キ〉 

 ●豆腐（絹
ごし） 

 150g

 ●卵 

1個

 ●砂糖 

 60g

 ●チョコレ
ート 

50g

 ●豆乳 

50g

 〈A〉薄力
粉 

40g

 　  ココア
パウダー

 
10g

 ●塩 

ひとつま
み

 ●くるみ 

50g

 ●好みのベ
リー類 

適量

 ●粉糖 

適量 

❶豆腐を水切りし、ボウルに移し泡立て器で滑らかになる
まで混ぜる。 卵、砂糖も加え混ぜる。

❷チョコレートを砕き、豆乳と共に鍋に入れ加熱し溶か
す。①に加え混ぜる。
ふるった粉類〈A〉を2度に分け加え混ぜ、塩ひとつまみと
くるみ2/3量も加え混ぜる。

❸オーブンシートを敷いた型に生地を流し入れ、残りのく
るみを乗せ、180度に余熱したオーブンで35分ほど焼く。

❹粗熱を取り、仕上げにいちごやブルーベリーなど好み
のベリー類を乗せ粉糖をふりかける。

（15セン
チ丸型）
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