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「無時準」ですが何か？
　深水埗の大埔道から青山道が分かれ
出たあたり・青山道58號に、香港市民に
はお馴染みの製パン会社「Garden（嘉
頓）」の本社工場ビル「嘉頓中心」が建て
られたのは1935年。この時、件の「鐘楼」
はなかった。1956年の「雙十九龍暴動」
で、暴徒の略奪と放火、狼藉によって大き
なダメージを被った嘉頓中心は1958年
再建され、この時新たに「鐘楼」が設置さ
れた。当時は深水埗エリアで最も高い建
築物として付近の住民や工場へ通う人々
に時を告げるはずだったのだが…。
　この鐘楼、「無時準（モゥシーヂョン）」、
つまり「合ってたためしがない」鐘楼と呼
ばれてきた。正確さが命の時計台がなん
で？！その汚名が示す通り、実は当初か
らこの時計、正確とは言えなかったとい
うのだ…（5分ほど遅れている）。
　1980年代半ば、「市民に正確な時刻を
知らせるために」と、深水埗區議会は付
近に小型の時計台を作る事を決定。「無
時準鐘楼」を見上げる視線に割り込むよ
うに、嘉頓中心の目の前の小さな公園
に、これまた小さな、そして「正確な」時計
を設置したのだ。時計の前に時計を置く
とは、なんとイヤミな…（笑）。時計の最大
にして唯一といって良い「正確な時を刻
む」という使命を果しているとは言いが
たい「無時準鐘楼」であれば致し方ない
仕打ちかもしれないが、鐘楼の時間を正

確に修正するということは出来なかった
のだろうか。真面目なようで笑ってしま
う、しかし無粋な深水埗區議会の措置も
なんとなく「香港らしい」ともいえる。
　1992年、Gardenは新界の深井に建設
した新工場に生産の拠点を移した。1999
年、青山道の嘉頓中心は研究施設、資料
館的な位置づけとなり、記念碑的存在と
して取り壊しを免れる。がしかし…「無時
準鐘楼」の修理・修正に関しては、「もう
長い年月が経ってしまっているし、直した
所でどーせまたすぐに狂っちゃうでしょ」
とそのまま放置。
　正確な時間どころか、地球上での正確
な自分の位置までスマホ・アプリで調べ
がつく現代において、鐘楼の針を合わせ
る事自体にさほどの意味はない。この界
隈一番の高さを誇った７階建ての建物
は今、周囲の高層ビルに遮られ、遠くか
ら見通すことすらできない。5分遅れの
時を刻む鐘楼こそが、その時代の移り変
わりを物語るのにふさわしいのかも知
れない…。
…と、まぁこんな感じで締めくくろうかと、
実際に現場を訪れ見上た鐘楼の針は…

　　10分進んでる！ （笑）
　またすぐに遅れることを見越して最
近針を進ませたものだろうか？！ 謎だ。
これまた香港らしいといえば香港らしい。

表紙写真をご覧ください
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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！！

<販売元> 
Bax Company Limited 
住所：Suites 2202-04, Tower 6, The Gateway, 
　　  Harbour City, 9 Canton Rd., TST 
電話：(852)2265-3760　　時間：9:00～18:00

<3月末までのキャンペーン価格> 
通常価格1本HKD498（初回申し込みは、通常送料HKD45を無料）

3本同時購入すると、送料無料+3本目がHKD170に！
<ご注文方法> 
ご注文はメールまたはウェブ、ファックスで 
メール：info@univabeauty.com　ファックス：(852)2265-3780（日本語可） 
ウェブ：www.univabeauty.com（通常送料となります）
名前、お電話番号、ご住所、ご注文本数を明記の上、ご注文ください。

【限定特典】
お買い上げのお客様には、
スパークリングウォーターを

2本プレゼント！

コンブチャクレンズとは？
昆布茶ではなく、スムージー、クレインズジュースダイエットにつぎ、
アメリカ西海岸のセレブ達を中心に実践している人が続出中の
燃焼系ダイエットドリンク。

コンブチャクレンズ x
期間
限定 でコンブチャを試せる！

  IFCモール店（中環）
3月17日（金）・18日（土）・19日（日）
住所：ifc mall Level 1, 
　　  Shops 1041-1049, Central

  ハーバーシティ店（尖沙咀）
3月24日（金）・25日（土）・26日（日）
住所：Gateway Arcade Level 3, Shop 3001, Harbour City, TST
実施時間： 11:00～15:00  17:00～20:00　

◆ガンと向き合う◆ 
　吉高由里子さん主演の人気テレビドラマ「東京タラレバ娘」
のように「もしも自分の身近にいる人がある日突然重い病気に
なってしまったら」とか、「自分自身が病気になってこの世の中か
ら消えてしまったら」とあれこれ考えるのは決して賛同できま
せんが、この世の中には突然人の命を奪ってしまう可能性のあ
る恐ろしい病気があることは頭の片隅に置いておくべきことな
のかもしれません。
　ガンもその一つ。
　日々ガンと向き合いながら生き抜いている小林麻央さんや、
大事な声帯を摘出したけれどその後より素敵な人になっている
つんくさんを始め、芸能界でも多くの方がガンという病気を乗り
越えています。
　そしてこの病気は、華やかで遠い芸能界の人たちの間だけで
はなく、とても身近なところで起きてしまう病気です。
 
◆時間と病の関係 ◆　　　 
　風水には、地面を見る風水と共に時間を見る風水があります。
この時間を見る風水を専門用語では「玄空（げんくう）」と呼びま
す。これは易と深い関わりがあります。
　時間と共に変わる玄空には先天と後天があります。
　後天的なものは20年ごとに変わり、180年かけて龍がこの世
の中の天を一周すると言われています。180年を九つに分け、そ
れぞれを一つの運というユニットでとらえます。一運から三運ま
でが上元（じょうげん）、四運から六運までが中元（ちゅうげん）、
七運から九運までを下元（かげん）と呼んでいます。この一から
九までの数字にはそれぞれ意味があります。
　今は2017年ですから、私たちは下元第八運（2004年～2023
年）の中にいます。

　第八運の八は、易の世界では艮（うしとら / ごん）と呼び、大き
な山のように「止まる」という事象があります。五行エネルギー
では土エネルギーです。この時期に起きる病気は土エネルギー
に関わる病気で、皮膚病、胃腸や脾臓の病気、そして良性・悪性
共にポリープができやすくなります。
　ガンは、残念ですが第八運のこの時期に、多くの人が影響を
受けやすい病気です。

◆孟意堂的ガンと共存する奥義◆ 
　痛くて、辛くて、苦しいガンは、気丈な人でもいとも簡単に失
望させてしまいます。何もしたくなくなり生きる気力をなくしてし
まいます。ガンはある日突然やってきて、予想もしない猛威を揮
い、その人とその家族の大切な時間を奪ってしまいます。時には
彼らを大きく傷つけ、彼らの人生やその矛先を大きく変えてしま
います。
　孟意堂の気功の師匠の師匠である釋延王先生は少林寺の方
で末期ガンを若い頃に患い、その後乗り越えた方です。
　古くから伝わる「易筋経（えっきんきょう）」と「洗髄経（せんず
いきょう）」という気功を自分流にアレンジし、ガンで床から起き

上がれない人でも
できる方法を編み
出しました。彼の教
えに多くの人が勇気
をもらい、その方法
は多くの人たちに伝
授されています。
　原理は比較的簡
単です。悪性腫瘍も
自分の身体の細胞

の一つ。それを切り捨てるのではなく受け止め、良性の細胞に
変えていく、という考え方です。
　その一方で風水では、ガンのような重くて突発性のある病気
の原因は、そこに住んでいる人と住まいのエネルギーのズレに
あると考えます。お住まいの中で、病気になりやすいエリアと健
康に恵まれるエリアを見出しアドバイスします。それは、スー
パーマンのように透視能力があるからでもなく、霊能者のよう
に特別なインスピレーションがあるわけでもありません。陰陽
五行の理をよく理解し、そこに住んでいる人々にダメージを与え
るようなエネルギーを改善し、活力を与えるようなエネルギー
を見出せば良いのです。

風水の奥義を行く！ 第61回  ガンと共存する、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

ライフ（香港・広東共通）
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　2012年より国際線就航をスタートさせたバニラエ
アは、ANAホールディングスが100％出資する純和製
LCC航空会社。『私たちは一人ひとりの責任ある誠実
な行動により安全を追求します』という安全理念のも
と、現在は国内7路線、海外7路線の運航を行ってい
る。香港⇔成田間は1日2便（Night/Day）あり、片道
HKD578から（燃油サーチャージなし）。利用客からは、
搭乗日が近づき運賃が上がってしまった場合でも、既
存の航空会社と比べると格安で、前日などの急な予約
時の強い味方と好評だ。また、日々変化する運賃をこ
まめに追うのも大変だが、LINE、Facebook、ホーム
ページからメールマガジン登録をすれば、定期的に実
施している「わくわくバニラセール」をはじめ、おトクな
キャンペーン情報がまとめて届く。現在はバニラエア
往復回数券（香港⇔成田）が3月23日（木）23：59（日本
時間）まで絶賛発売中だ。同社の効率的に航空券を選
ぶことができる顧客目線が人気の秘訣でもある。今回
そんなバニラエアと弊紙PPWのコラボ企画として、
PPWの公式HP上にある動画NEWSを見て右記の質問
にお答えいただいた方の中から1名様に香港⇔成田
間のペアチケットをプレゼント。しっかり動画をチェッ
クして、この機会をお見逃しなく！

答えは zets_ppw@pocketpage.com.hk まで、
氏名・住所・携帯電話番号をご記入の上、お送りください。
選ばれた方のみ、編集部からご連絡をさせていただきま
す。選考結果のお問合せはご遠慮ください。
ご当選されたチケットのご利用に関しまして、バニラエア
からの諸条件が適用となります。
ご希望される搭乗日が繁忙期や満席の場合は、ご希望に
添えない場合もございます。

動画ニュースを見て
エアチケットを
もらっちゃおう！

動画ニュースを見て
エアチケットを
もらっちゃおう！

#39
酔いしょ 

電子版で配信中！ www.pocketpageweekly.com

　他愛もないお喋りと共にお酒が飲めて、ちょっとした肴を軽く摘めるお店として、先日グ
ランドオープンした尖沙咀のBarこと「酔いしょ」は、カウンター10席とテーブル席１つだ
けという小さなお店。
　日本へ留学経験のある韓国人ママのジェシカさんの日本語は、あっと驚くような冗談が
飛び出すほど流暢だ。小さなお店で来店客への接客が行き届くように敢えてカウンターで
のBarスタイルを取り、料理はつまみ数種類程度に抑えているものの、 「トマト」のおでん
がヘルシーだとメタボ世代にも好評だ。帰宅前のワンクッションとして、ママが注いでくれ
た一杯で今宵の会話を愉しみたい。

バニラエア
ウェブ：www.vanilla-air.com

酔いしょ
住所：16/F., SOHO Tower, 25 Hart Ave., TST
電話：(852)5336-8036
時間：18：00～26:00（日曜定休）
フェイスブック：yoishohongkong

Vanilla Air × PPW 太っ腹コラボ企画

動画をご覧になって、下記の質問３つにお答えください！

動画への
アクセス方法は
コチラ！

①動画ニュースの中で、ジェシカさんがお皿に塗る
　２つの物は何でしょう？　

②週刊PPWで掲載してほしい特集記事や読みたい
　内容を教えてください。

③週刊PPWの記事や広告を見て、行った事のある
　お店や購入した商品を教えてください。

質問

下記「オススメ動画ＮＥＷＳ」告知から
ＱＲコードを読み取りアクセス

「ＰＰＷ ＷＥＢ」サイトから
こちらをクリック

お申込いただいた方へは、当社もしくは当社のサービスを利用する企業様
より、メールマガジンやダイレクトメールが届く場合がございますことを予
めご承知おきください。 

 動画を見た人限定！
運賃割引クーポン進呈中

応募締切：3月末日

15Pocket Page Weekly 10 Marchy 2017 No. 582
B

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）



香港

香港香港

　洋の東西を問わず、古代より様々な占いや魔除けなどで利用されてきた「魔方陣」。その歴
史は非常に古く、紀元前およそ2200年頃の古代中国で初めて作られたと言われている。数の
神秘的な関係を表すものとして、魔方陣は江戸時代の日本でも、和算家にとって重要な研究
テーマだったようじゃ。現在では、計算力と思考力を同時に鍛えるパズルとして、魔方陣を
知っている人も多いことだろう。たて・横４マスずつの魔方陣は、全部で880種類作ることが
可能で、今回の挑戦状はその中の一つ。これを完成させると、ルネサンスに活躍したドイツの
画家・数学者のアルブレヒト・デューラーの銅版画「メランコリアⅠ」に描かれている、有名な
魔方陣になるのでござる。
　今回の攻略キーポイントは、問題を順番に見ていくことで十分であろう。（１）は１から16ま
で全て加えて4でわるという計算問題。これは魔方陣のたて・横・ななめの数字の合計を聞い
ているのじゃ！マスを埋めていくときに必要な数字になるので、正確に計算しよう。それにし
ても１から16までたし算するのは、少し大変じゃ。19世紀のドイツの数学者ガウスは、少年時
代に1から100まで並んだ数字をたしていく計算をするとき、横１列に並べた数の端と端の数
をたしていく工夫をしたというぞ。
1 + 100 = 101 , 2 + 99 = 101 , 3 + 98 = 101・・・ 50 + 51 = 101 
というように計算すると101が50個できる。101×50 = 5050が答え。賢い少年じゃ。
１から１６までのたし算も、天才少年ガウスと同じように工夫して計算してみよう。
　（２）では、左上の16から右下の１までのななめの4個の合計に注目すれば、アにあてはま
る数がわかるはず。もちろん（１）の答えを利用するぞ。あとは、たて・横の列に注目してマスを
埋めていこう。ちなみに、この魔方陣が描かれたデューラーの
銅版画は西暦1514年に完成したものだが、その西暦が魔
方陣に刻まれている。なんとも不思議なものじゃのう・・・。
おっと、ヒントを与えすぎたかな？さあ、やってみよう！

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。 オヌシはこの問題を解けるかな。

e

e

難攻不落の
算数城攻略！

忍者エピス丸

〈九龍教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall,
　　  8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
電話：(852)2362-0221
ファクス：(852)2362-1181

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

【攻略キーポイント】

〈わかば深圳教室〉
住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
　　  花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(86)755-2667-8117

解答はコチラから！

epis　学習塾
episのHPからもご覧いただけます。

図のような16個のマスの中に、1から16
の数字を1つずつあてはめて、たて・横・な
なめの4個の数字の合計がすべて等しく
なるようにしたい。

次の問いに答えなさい。

（1）（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8＋9＋10＋11＋12＋13＋14＋15＋16）÷4を計算しなさい。

（2）アとイにあてはまる数字を求めなさい。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！

2010年度 名古屋経済大学高蔵中学　入試問題

16

9

10

15

2

11

ア

イ

12

1
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　子供の頃を思い出すと、家族全員が同じ固形石鹸を
使っていた。だが次第に世間で固形石鹸は雑菌が増殖
するため衛生的ではないという認識が広まり、いつの間
にか液体のハンドウォッシュとボディソープに変わって
いた。
　しかし当時、固形石鹸を使っていたからといって病気
にはならなかったし、この10年、私は再び固形石鹸を
使っているが至って健康である。私が異常に幸運なの
か、それとも我々は、"固形石鹸より液体石鹸が衛生的で
ある”という情報に踊らされていたのだろうか。
　NYタイムスに「衛生上、家族は各々違う固形石鹸を使
うべきか？もしくは液体石鹸に変えるべきなのか？」とい
う検証記事が掲載されたことがある。結果は、固形石鹸
を使って手を洗うことは、細菌汚染を引き起こすとは言
えないというものだった。
　実験では70回程度使用した石鹸と同じレベルの大腸
菌と緑膿菌を石鹸に移し、16人の被験者に通常通り手を
洗わせた。
　「実験後の被験者の手にはどちらの菌も、菌がいると
呼べるレベルでは存在しておらず、他の研究結果と合わ
せて検証すると、石鹸の脂が手にある脂を引き寄せ、手
をすすいで石鹸分子を水ごと洗い流す、という手洗いの
2つの手順を古い石鹸で頻繁に行うことに危険性はな
い。」と、研究者は記している。

　また別の「液体石鹸に衛生上の利点が無いならば、な
ぜ企業は、液体石鹸の販売に積極的だったのか？」とい
う記事によると、"Ivory"固形石鹸の一回使用量の単価が
HKD0.09だったのに対し、"OLAY"ボディソープの推薦使
用量の単価はHKD1.33だったという。
　液体石鹸のメリットとして保湿成分を添加できるとい
う点を挙げる声もあるが、固形石鹸にもグリセリンや天
然オイルなどの保湿成分を含んだものは多く存在し、決
定的な利点とは言い難い。
　液体石鹸にメリットがあまり無いとすれば、デメリット
はどうだろうか。多くの水を含む液体洗剤は、輸送コスト
と環境負荷が共に大きく、容器の多くも埋め立てが必要
なプラスチックでできている。固形石鹸には、輸送、包
装、ゴミ処分における明確な優位点があるのだ。
　最後に成分について。多くの液体石鹸の洗浄成分に
石油が使われており、質感を良くするために乳化剤や安
定剤などが添加されている。それらのいくつかは、毒性
が指摘されていたり、長期間使用した場合など安全性の
検証が不十分である。対して、古典的な石鹸はけん化さ
れた動物や植物の油脂が材料と非常にシンプルだ。
　結論を述べると、液体石鹸は固形石鹸に比べるとメー
カーには大きな利益を与えるが消費者に与えるメリット
はほとんど無く、環境に対する害が大きい。固形か液体
か、いま一度ご家庭での選択を見直してみてもよいかも
しれない。
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　薄毛治療の為のレーザー育毛トリートメント（別名レーザーフォトセラピー：‒LPT）の
中で、その強力な効果から今市場で熱い注目を集めているのがTheradomeだ。
　「Theradome LH80 PRO」は世界水準の先進レーザー育毛テクノロジーを発揮する。
Bosleyなどのハイエンドなヘアサロン、メディ
カルクリニックなどに所属する育毛に関する
エキスパートからも高い評価を受けており、安
全性についてもアメリカ食品医薬品局（FDA)
が保証済み。複数の臨床試験が、Theradome 
のヘルメットが強力で最も安全な育毛処置の
1つであることを証明している。
　数十年にわたり専門家達が行ってきた技術的研究の成果として生まれた「Theradome
レーザー・ヘルメット」は、ユーザーに科学的で確かな効果を提供することができる。以
前はメディカルクリニックでしか手に入らなかったスペシャルケアを、今はプライバシー
に守られた自宅で受けることができるのだ。
　Theradomeのヘルメットは処方を必要とせず、結果が出ない可能性があるばかりか
有害な副作用をもたらす可能性のある薬物を一切含んでいない。

　本体はハンズフリーかつコードレスで扱いも簡単。メーカー推奨の使用
法は週に2回、20分程度なので、ライフスタイルの負担になることも
ないだろう。
　また、コストの面から見ても、1回HKD10,000以上のコストがか
かり最低2回の手術を必要とする植毛や、効果が出づらく、長期間
の出費を強いる経口育毛薬や塗るタイプの育毛剤に比べ、商品
を一度購入すればおよそ6,000時間のレーザー育毛を受けるこ
とが可能なTheradomeのヘルメットは費用対効果が高いといえ

るだろう。
　Theradomeのヘルメットは、莫大な科学的実績とテクノロジー、医療

を融和させ、薄毛の悩みからユーザーを開放すべく生まれた。簡単操作で育
毛回復技術における世界的革命効果を実感でき、業界の専門家たちからも確か

な支持を受けている次世代型家庭用育毛ヘルメット、Theradome LH80 PRO。これは、
貴方の人生をよりシンプルでより良いものに変える発明かも知れない。
　早く始めて、効果を実感してほしい。

THERADOME™ LH80 PRO
価格：HKD7,299
ウェブ: www.theradome.com
メール: mailto:info@theradome.com.hk

科学の力で育毛を促進
最先端の育毛ヘルメットが登場
THERADOME™ LH80 PRO
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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　冬の終わりにすることといえば、役目を終えたお気に入りのニットのお手入れ。ドラ
イクリーニングが一般的だが、コストがかかる上、誤った処理を行えばニットを台無し
にしてしまうリスクも。
　そんな心配なく簡単に、自宅で冬の衣類を綺麗にし保存することができて費用対効

果も高いアイテムが、フィリップスのガー
メントスチーマーシリーズ。繊維の中に深
く強力な蒸気を通すことでドライクリー
ニングと同じような効果を発揮する。

　Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer GC618は作業しやすい角度に台を調整
できるErgoFitボードが特徴。フィリップスのピュアスチーム・テクノロジーの力でビ
ロードのジャケット、寝具、カーテン、絹、カシミヤを含むその他衣類のバクテリアと匂
いまで安全に、そして強力に取り除いて乾燥してくれる。5段階の蒸気レベルをハンド
ル上で設定することができ、慣れていないユーザーにも使いやすい。簡単に除菌、匂い
とシワを取り除くことができて
タンク容量も2Lと大きいので、
一度にたくさんの衣類のクリー
ニングもお手のもの。結露防止、
スケール（水垢）付着防止機能
にも優れており、肩やボタン周り
などにも小回りが利くデザイン
も魅力的だ。
　Philips StyleTouch Garment 
Steamer(GC442)も、StyleMatの
サポートでアイロン台を使うことなく垂直に、もしくは衣類を水平にした状態でも快適
に作業ができるスチーマー。Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer GC618同様、
絹やカシミアなどのデリケート衣類を含む幅広い衣類のお手入れに使用することがで
き、めんどうな組立作業無しで電源を入れてから1分で使用できる。タンクの容量は
200ml。補充無しでおよそ3着の衣類に蒸気をあてることができるので、お出かけ前に
装い一式の手早いお手入れをするのにピッタリのアイテムといえる。
　フィリップスのガーメントスチーマーシリーズは、デパートや家電量販店等で販売し
ている。

Philips
Philips ProTouch 2-in-1 Garment Steamer GC618　小売価格：HKD2,498
Philips StyleTouch Garment Steamer GC442　　　小売価格：HKD848

［ Philips ］ 

冬物の衣替えに大活躍！
フィリップスの最先端スチーマーが登場
冬物の衣替えに大活躍！
フィリップスの最先端スチーマーが登場
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

明治大学香港華南駿台会
大学公認で約80名のメンバーがおり
ます。
香港、深圳、広州などでゴルフ、懇親会
を月一回開催しております。
渡邉takshi@cap-jpn.com 迄
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ（パート）募集
簡単な翻訳作業（英語から日本語）、
データ入力ほか事務一般作業
専門知識は必要ありませんが、週に４
～５日出社できる方希望。ご興味ある
方はメディポートの堀までお気軽に
メールください。
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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. Gigi
　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。）

より健康的でアクティブなライフスタイルを送ることを今年の抱負に立てた人も多いのでは。
今回はそのために、あると便利な最新ガジェット※3つを紹介しよう。

※ガジェットとは単機能で便利、ユニークな小型アプリケーションのこと

Garmin fēnix® Chronos
価格:HKD1,000 ( Brushed stainless steel band) 

Sony FDR-X3000 Action Cam
価格:HKD4,280(ライブビューリモートキット付き)
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Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds
価格:HKD1,825

　耐久性、防水装置に優れた、水深100メートルでも着用可
能なマルチスポーツウォッチ。心拍数センサー、高度計、気圧

計、3軸電子コンパス高機能のGPSとGlonass
対応受信機を内蔵するほか、万歩計、睡眠時
間モニター機能も搭載。心拍センサーを使っ
ての消費カロリー計算やスイム時はプール
のサイズを入力すると、泳いだ距離やペー
ス、ストローク数などを自動的に記録してく
れ、ハイキングにはデジタルトレイルを作成
するGPSのトラックログ機能が活躍する。半透

過型カラーディスプレイは外部照明を使
用するため、太陽光下でも見やすい。画面
のタッチ機能が若干反応しづらい点はあ
るが、バッテリーも一週間と長持ち。自社
アプリを通し、メールやWeChatのメッ
セージ、アラート通知等をスマートフォン
から受信できる。 

Garmin fēnix® Chronos

　最新の画像安定化機能を備えた4k Action Cameraシリー
ズの最新版で、付属のバッテリーを含めてわずか114グラム
の小型ビデオ。4K、30fpsで録画し、1080pで最大 120fpsでの
スローモーションも楽しむことができる。FDR-X3000の優れ
た光学安定化機能は、ウォーキングやサイクリングの際でも

滑らかな録画を維持できる。進化し
たLive-View Remoteは、録画中の
シーンをリアルタイムで見れるよう
に、ワイヤレスでAction Camに接
続可能。ボタンが大きめで操作性

が高く、付属の防水ケースに入れ
ると水中撮影も可能だ。
　多彩な機能ゆえに、追加アクセ
サリーの購入を余技なくさせる面が
あり、例えば長時間の撮影をより快適
に行うためには予備電池と、アクションカムをキャップに取
り付けるクリップ、撮影グリップ等が必要となる。

Sony FDR-X3000 Action Cam

　完璧なフィット感と、高品質の音
楽再生を提供する最先端のワイヤ
レススポーツイヤフォン。本体上で
音量調節と曲のスキップ、通話受
信、通話拒否と音楽再生を行える。
最大3時間の音楽再生と通話を楽
しむことができ、付属の充電ケース
を使って15分充電すれば最大1時
間使用が可能。内蔵の心拍数モニ
ターはアプリと連携してフィットネ

スを分析するため、効果的
なエクササイズに役立つ。ト
レーニング中に心拍数を知るた
めにはスマートフォンを見なければいけ
ないという欠点もあるが、カスタマイズされた
オーディオコーチングが利用可能で、心拍数のデータが記録
される。

Jabra Elite Sport True Wireless Earbuds
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

　お洒落なレストランやバーが立ち並び常に賑いを見せている中環（セントラル）の
ソーホー。このエルギンストリート（Elgin St.）に新しいコンセプトのフレンチレストラン
バー「12,000
素材にこだわり様々な食品の保存方法を駆使したフランス料理をはじめとしたモダン
ヨーロッパ料理を楽しむことができる。
　店名の「12,000 FRANCS」は1804年、遠征軍の兵士の食料をより長く保存する方法を
模索していたナポレオンが、より良い保存方法を考案した者に12,000フラン（現在の約

300万円相当）の賞金を約束し公募したところからとったと
いう（因みにこの時、熱処理した食品の瓶詰めが生まれ
た）。そんな同店の革新的なメニューは元「Bibo」と「Tri」の

エグゼクティブシェフのConor Beach氏が考案。世界中から仕入れた厳選食材を伝統的
な食品の保存方法である、燻製、塩漬け、などで調理した食材を使用した料理を提供す
る。特にサワドーブレッドやテリーヌ、ハムやソーセージなどのデリ食品が充実してい
る。使用する野菜は全て屯門（テュンムン）の契約農家から仕入れるなど、食材へのこだ
わりが感じられる。
　メニューはシェアして楽しむタパス料理がメイン。その中でも同店のオススメ料理を
いくつか紹介しよう。まず カツオのタルタルの「Bonito Tartare」はアーモンドを加えるこ
とで食感の楽しさがプラスされた珍しい一品。「Foie Gras Parfait」はフォアグラとチキン
レバー、ハラペーニョ、ハーブをミックスしたもので同店自家製のサワドーブレッドと一
緒にいただこう。まろやかな口当たりがクセになるバッファローチーズと柿、そしてドラ
イビーフ、ピーカンナッツを合わせた「Ricotta + Persimmo」は口の中で様々な味がミッ
クスする新感覚の味。ゆっくりとローストした「Black Cod」は肉厚で食べ応えも十分。その
割には、口当たりが優しく添えられたクリーミーなソースと相性ピッ
タリなメインだ。
　食事のお供には種類豊富なワインを。ほとんどのワインをグラス
で提供しており値段も良心的なのも魅力の1つ。なかなかお目にか
かれないレアなワインもグラスでいただけるのでワインが大好きと
いう人は気軽にスタッフに聞いてみよう。カクテルがお好みという方
には「ジントニック」や「ネグロニ」を。大人が寛げるお洒落な12,000 
FRANCSでゆっくりとフードとドリンクを楽しみに行ってみては。

12,000 FRANCS
住所：G/F., Elgin Bldg., 43 A Elgin St., SoHo, Central
電話：(852)2529-3100
ウェブ：www.12000francs.com.hk
フェイスブック：www.facebook.com/12000francs

12,000 FRANCS12,000 FRANCS

カジュアルダイニングで
新感覚のフレンチとワインを楽しむ
カジュアルダイニングで
新感覚のフレンチとワインを楽しむ

Conor Beach

氏

食感が楽しいBonito Tartare

Nutella and Toast 
- Hazelnut mousse, 
praline and milk sorbet

Hot Ribeye Pastrami

Beetroot Salad With Smoked Salmon

Gin and Tonic on Tap 
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香港 香港

世間においてキッシュは古典的なフランス料理という認識が一般的だが、実は中世のイギリスでも‘Crustarde‘という名前で
同様のものが作られていたという。卵と牛乳、生クリームで作られるこの甘くないタルトには多くのバリエーションがあり、
軽めのランチや夕食、お祝いの席など、世界中で多くの場面で楽しまれている。今回はクラッシックからモダンなものまで、
美味しいキッシュのあるお店をご紹介しよう。

世間においてキッシュは古典的なフランス料理という認識が一般的だが、実は中世のイギリスでも‘Crustarde‘という名前で
同様のものが作られていたという。卵と牛乳、生クリームで作られるこの甘くないタルトには多くのバリエーションがあり、
軽めのランチや夕食、お祝いの席など、世界中で多くの場面で楽しまれている。今回はクラッシックからモダンなものまで、
美味しいキッシュのあるお店をご紹介しよう。

お洒落で美味しいお食事タルト、
絶品キッシュを置いているお店４選

　「Passion」の店名は、最高品質の食を届けた
いというスイス出身のオーナーペストリーシェ
フ、Gérard Dubois氏がこの店に注ぐ情熱を指

している。
　パンの香りが漂うコ
テージのような店内では
焼きたてのバゲットと、
リッチなホットチョコ
レート等を提供しており、
本当のフランスのカフェ
に来たかのような雰囲

気。ベーコン　ラー
ドン（フランスの脂
の付いた細切りベー
コン）とスライスしたじゃがいもの入った完成
度の高い「Quiche　Lorraine」は、軽めのランチ
や夕食として、ロゼワインと共に楽しみたい。

Passion by Gerard Dubois
住所：hop G11, G12 & F12A, Lee Tung Ave., 
　　  200 Queen’s Rd. East, Wan Chai
電話：(852)2833-6778

Passion by Gerard Dubois
　雑踏と喧騒に満ちたセントラル地区にあり
ながら、「Aberdeen　Street」は美味しい食事と
穏やかな雰囲気に癒やされるバー。古典的な
ものからひねりの利いたものまで、豊富な種類
のドリンクと、環境、社会的持続性に配慮した

食材にこだわった地
中海料理等でゲスト
をもてなしている。
　おすすめはサー
モンとリーキ、エ
メンタールチーズ、

もしくはゴート
チーズとほう
れん草、マシュ
ルームの組み
合わせの2種類のキッシュ。どちらもミックスサ
ラダ付きでサーブされる。

Aberdeen Street
住所：UG/F., King Ho Bldg., 
　　  41-49 Aberdeen St., Central
電話：(852)2546-5833

Aberdeen Street

　「La Station」は“the spirit of travel and 
exploration”（旅行と探索の精神）に基づき、
ゲストを新しい都市へと誘う、ユニークなデザ
インとムードが自慢。日常のストレスから開放
されてコーヒーブレイクを楽しむ場としてだ
けでなく、料理でも満足してもらえる、コー

ヒーショップ以上
の存在を目指して
いる。ツナ、もしく
はクラッシックな
ハムとチーズの2

種類のキッシュ
は、コーヒー、サ
ラダと共に日曜
夜の食事として
も、買い物後のリフレッシュにもぴったり。

La Station 
住所：Queen’s Sunlight Tower, G1-2, 
　　  248 Queen’s Rd. East, Wan Chai 
電話：(852)2868-2100

La Station 
　「Van Gogh Kitchen」は、心地よい音楽が流
れる魅力的でシックな空間で、有名レストラン
「Watermark」出身のシェフが作る本格派イタ

リアンを手頃な
価格で楽しむこ
とができるお店。
「ゲストにこの店
での体験を五感
で楽しんでほし
い」というのがス
タッフたちの願

いなのだと
か。料理を待
つ間は、店内
に飾られた
ゴッホの名作の数々を鑑賞して過ごそう。ナス
が入った「Auber Quiche」はランチにお勧め。

Van Gogh Kitchen
住所：2B Shing Wah Mansion, 
　　  451-457 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)3528-1333

Van Gogh Kitchen
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