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　中環（セントラル）のソーホーといえば香港きってのグルメスポット。しばらく落ち着き
を見せていたが今年に入り新しいレストランのオープンラッシュが続き再度盛り上がり
を見せている。そんな中、ソーホーにオープンして8年以上、マレーシア、タイ、ベトナム
の東南アジア3カ国の料理を提供するレストラン「Soho East」がパワーアップしてリ
ニューアルオープンした。同店は、数多くのレストランを展開している飲食グループの

「ダイニングコンセプト」のお
店でメニューには、それぞれ
の土地の文化を感じられる

伝統料理をはじめモダンにアレンジした気軽に楽しめるストリートフードなどが並ぶ。
　店内は、以前の雰囲気とは異なり、明るくてモダンな雰囲気。オーストラリア出身のイン
テリアデザイナーが手掛けたというポップな色を使用したオシャレなインテリアは元気な
気分にしてくれる。お店の奥には雰囲気抜群のテラス席もあり、外
の喧騒を忘れてまるで友達の家に来たかのようなリラックス感の
なかゆっくりと食事を楽しむことができる。
　ストリートフードと言えば安くておいしいのが売りだ。そんな料理
の数々を厳選した良質の食材を用いて再現する同店のキッチンを
仕切るのはアメリカ出身のベトナム人エグゼクティブシェフのピー
ターさん。以前は、ベトナム料理のプライベートキッチンやレスト
ランも手掛けたこともありべトナム料理だけではなく東南アジアの
料理を熟知している。そんな彼の作る料理は親しみやすくそれでい
てどこか新しい味。
　さっそく料理のいくつかを紹介しよう。まずは、お店の人気メニューである香り豊かな
レモングラスが味の決め手の「Lemongrass Grilled Chicken」。フランクさんの幼少時代

の思い出の味だという「Coconut Pork Claypot」は心温まる料理。和牛をコ
コナッツミルクと香辛料で長時間煮込んだ「Wagyu Beef Rendang」はマレー
シアで人気の料理でご飯が進む味。
　食事の締めくくりに忘れてはいけないのがデザート。おすすめは、タイの
デザートでも人気のある甘いマンゴともち米が絶妙のバランスの「Mango 
Sticky Rice」。パイナップルをグリルしてココナッツアイスとバニラソースを
添えた「Grilled Spiced Pinapple」は香ばしさ、甘さ、酸味がバランスの取れ
た味。
　さあ、さっそく東南アジアの味を味わいにでかけよう。

名実ともに“熱い”東南アジア料理のレストランが
香港の夏をけん引
名実ともに“熱い”東南アジア料理のレストランが
香港の夏をけん引

Soho East
住所：47B Elgin St., Soho Central
電話：(852)2526-2227
時間：ランチ 12：00～15：00、ディナー 18：00～23：00

Soho EastSoho East

エグゼクティブシェフの
フランクさん

Bao Sliders - Spicy Chicken

Cocktail

Chicken Satay Skewers

Cucur Jagung ManisGrilled Spiced Pineapple
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　香港の中環(セントラル)にオープンして18年の老舗スペイン
レストラン「Ole Spanish ＆ Wine bar」。数多くのレストランが
オープンしては閉店を繰り返すほど競争率の激しい中環で、昔
も今も変わらずフレンドリーだけど高いサービスを、そして安
定した味で人気不動のものとしているお店。そんな同店は、種
類豊富なのタパス料理をはじめ伝統的でスペイン料理を提供

している。在住日本人や日本人観光客からも人気のお
店で、お客さんの半分以上は日本人という日もあると
いう。同店の元オーナー兼マネジャー（現在はすでに

定年している）は、以前日本に住んでいたということもあり日本
語も達者で、頻繁にお店に足を運び各テーブルを回りお客さん
との会話を楽しんでいる。そんなあたたかみのある雰囲気と確

かな料理の味がリピート客が絶えない理由でもあるのだろう。
　オープン当初から変わらないという店内のインテリアは2つのエリアに分かれてい
て、入り口直ぐのエリアは白を基調にし外からの日差しが降り注ぎとても明るい雰囲気。
奥のダイニングエリアでは、スペインの国旗にもある情熱の赤と黄色を基調に床にはス
ペインの伝統的なタイルを使用。壁にはスペインの風景が飾られ、まるでここが香港で
あることを忘れさせてくれる異国情緒あふれる雰囲気だ。
　そんな同店の、毎週土曜と祝日にお店自慢のタパス、メイン、そしてデザートの16品
を出すお得なブランチメニュー大人HKD380、子供HKD228を紹介する。タパスには、ス
ペイン料理で代表的な、エビのアヒージョ、スパニッシュ・オムレツ、生ハムの盛り合わ
せ、ししとうの揚げ物、イベリコハムとチキンのコロッケ、チョリソーの炒め物など全12
品。メインには、お店自慢メニューの海鮮たっぷりのシーフードパエリヤと外はパリパ
リ、中はジューシーなサックリングピッグ、そして日替わりのパエリア。タパスだけでもボ
リュームたっぷりだが、メインの為にペース配分してお腹のスペースを残しておくことを
おすすめ。4種から選べるデザートには、伝統的なキャラメルプリン、チュロスのチョコ
レートソースかけがオススメ。
　食事のおともには、HKD150追加でジュース、ソフト・ドリンク、シャングリア、カヴァ、
HKD180追加ででジュース、ソフトドリンク、シャングリア、カヴァ、赤白ワインの2時間飲
み放題を食事と共に楽しむことができる。その他、単品でのカクテルやモクテルのメ
ニューもあり。週末の午後はゆっくりおいしい食事と共に昼から飲むのもいいのでは。
　さあ、さっそくお得なスパニッシュブランを味わいに出かけてみよう！

週末は老舗スペインレストランで
ボリュームたっぷりのブランチに舌鼓！
週末は老舗スペインレストランで
ボリュームたっぷりのブランチに舌鼓！

Ole Spanish & Wine Bar
住所：1/F., Shun Ho Tower, 24-30 Ice House St., Central
電話：(852)2523-8624
時間：ブランチ 12:00～15:00
ウェブ：www.olespanishrestaurant.com.hk

Ole Spanish & Wine BarOle Spanish & Wine Bar
16
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若きエグゼクティブシェフの
JESUS PASCUALさん

ふわふわのスペインオムレツ ニンニクが食欲をそそる「エビのアヒージョ」
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（所在地） 広州天河区珠江新城華利路

（間取り） 3LDK　191㎡（建築面積）

（環　境） 地下鉄駅、AEON近く

（室　内） 家具・家電一式付き

（備　考） ブール、ジム、24時間セキュリティ、欧州調の落ち着いた内装

（月　額） 9,000元～

エ ジ ン バ ラ

（所在地） 広州天河区珠江新城花城大道37号

（間取り） 2LDK　90㎡（建築面積）

（環　境） 銀行、コンビニ、輸入食品店、日本料理、AEONなど生活便利

（備　考） ブール、ジム、24時間セキュリティ、日本人多

（室　内） 家具・家電一式付き

（月　額） 9,000元～

富 力 天 河 华 庭

君 玥 公 館

（所在地） 天河区华庭路

（間取り） 2LDK  118㎡

（環　境） 日本料理、コンビニ、クリニック、銀行、天河体育中心、IKEA

（備　考） プール、テニスコート、ジム、24時間セキュリティ

（室　内） 家具・家電付き、充実した設備

（月　額） 14,750元

ライフパートナーライフパートナーライフパートナー 広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014
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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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今日本に不登校児は12万人いると聞きます。

嫌いな先生がいる。
やりたくないことはやりたくない。
昔からの「みんな一緒に」
が苦痛な子供たち。

そんな子供たちは自分の「感性」を大切にしている子
供たちです。
「感性」とは、
「なんだかわからないけど嫌な気持ち」
「ザワッとする」
「ワクワクする」
など、0.1秒で感じる気持ち。
それに対して「理性」は、
「感性」で感じた問題を処理してために生まれたもの。
「我慢するべき」
「合わせるべき」
「頑張るべき」

動物も人間も持っているものが「感性」
人間だけが持っているものが「理性」
なので長い間「理性」に従っていきるのが正しい人間
のあり方だと信じられてきました。

けれど、それによって人類は幸せになるどころか、年々
生きづらさを感じている人が増えています。
「みんな同じであるべき」
という理性のもと、
特定の人を排除するイジメ。
「幸せになるために、いい学校に入って一流企業に就
職するべき」という理性のもと
子供を追い詰める家庭。

「理性」も「感性」もどちらも大切ですが、順序が逆に
なってはいけないのです。
まずは、0.1秒で感じる「感性」があって、「理性」で処理
する。
魂の欲求に素直に従えば、勉強でも運動でも、もっと楽
しく喜んでできるようになるのです。
「理性」が先になると、心が感じたことを無視し続ける
ことになる。自分が満たされない状態が続きます。
そうして、学校に行けなくなってしまうのです。

だから「問題児」はある意味、学校が作った規則や、そ
の他大勢の意見に雷同しない、自分自身の「感性」を大
切に生きている子供。

まずはお子さんの感じたことや気持ちを認めてあげる。

「理性」を使うのはそれからです。
この順序が逆になってはいけません。

これからの社会や私たち大人は、
これまで封じていた「感性」の重要性に、もっともっと気
づく必要があるのだと思います。

まずは、自分で自分の感性にきづき、自分自身を満た
すことから。

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29回 理性と感性
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横井さんは来港してから25年とお聞きしましたが、
実は香港にはあまり長く住む予定ではなかったそうですね。
　はい、そうなんです。香港には、カナダ・バンクーバーで知りあった夫との間に生まれ
た娘の顔を夫の両親に見せるために、1991年に訪れました。滞在中に夫の両親から
「私が子どもの面倒を見るから仕事しなさい」の一言で、仕事を探すことになりました
（笑）。仕事を始めてからは、一日一日があっという間に過ぎてしまって13年目くらい
に、「もっとはやく日本に帰る予定だったのに…」と気づきました（笑）今となっては、当
時の日本ではまだ日本国籍がないと就職は難しいし、子どもたちもいじめにあう可能
性もあったので、香港での生活を選んでよかったと思っています。

どのような仕事に就いたのですか。
　英語を勉強しにバンクーバーに留学したこともあり、英語を使った仕事がしたい
という思いで探しました。そんな中、オープン前の子どもたちに英語を教えるための
スクールを見つけました。当時を振り返ると、香港で日本人の子どもたちに英語を
教えているスクールは珍しかったと思います。社長の「遊びながら日本人に英語を
教える学校をしたい」という思いに共感し、オープン一ヵ月前から働きを開始しまし
た。3年目からは経営に携わり10年働きました。

「Speakeasy」はどのように創られたのですか。
　ある時、社長から「もう閉める」という話がありま
した。悩みましたが、生徒さんからの「続けてほし
い」という声をいただいたため、当時一緒に働い
ていた先生と2001年11月1日に新しい語学ス
クールを立ち上げることにしたのです。スクール
名には「みんなに英語をしゃべることは恥ずかしがらないで！簡単だよ」という意味が
込められています。場所は、銅鑼湾（コーズウェイベイ）を散歩していた時に偶然空き
物件を見つけ、すぐに内覧した際、「ここがいい」とビビビッときたので決めました。今
でも運命の出会いだと感じています。正直、立ち上げ当時はどこまでできるかとても
不安でした。

ユニークな英語勉強法を
取り入れている印象がありますが、
どのようなことをしていますか。
　英語への苦手意識を持つお子様に、楽しく学ん
でほしいという思いがあります。英語、日本語、広東
語など語学学習をはじめ、国際社会で生きる上に
必要な、「コミュニケーションを大切にする」、「異文
化交流によって視野を広げる」、「考える力を養う」
といった3つのテーマに沿って、子どもから大人まで
楽しめる様々なワークショップを開講しています。基
本的にワークショップは春休みや夏休み、冬休み期
間中の実施となります。ワークショップを始めたきっ
かけは、英語のレッスン時に、受け身の授業ではな

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

く、自ら発信する授業を行ったところ、子どもたちの成長が見られたからです。その姿
を見て「決められたことしかできない大人になって欲しくない」と感じました。「太陽
が青でもいいじゃない？」というような柔軟な考えの持ち主に
なって欲しいという思いで、レッスンを行っています。

ワークショップはどんなカリキュラムがありますか？
　現在は自己表現を養うスケッチや水彩画、広東語、日本語、ヨ
ガ、カンフーなどがあります。大人も参加することができます。昔、
お母さまがいじめにあっていたのを見て、なんとかしたいという
思いから、癒しの場を目指して大人も楽しめるカリキュラムを追
加しました。アートレッスンは特におススメです。色彩感覚や配置
感覚、ものの見方の相違など将来に渡り役立つスキルが身に付
きます。例えば、絵画の授業では、あるものを足すことにより、目
立たせたり、目立たなくさせたりするなど、様々な工夫やアイデア
で絵の印象が新しいものに変化するという体験は、絵画の世界
だけでなくこれからの人生にも役立つでしょう。授業はイギリス
の芸術大学を卒業し、アクセサリーのデザイン会社に勤務経験を持つイギリス人講
師が英語で行っています。また、外部講師を招いて、プリザーブドフラワーやミニ
チュア粘土、日本でも人気の高いアイシングクッキーなど、香港でも資格が取れるイ
ベントを開催していて、次回は6月に実施します。

仕事をしていて嬉しいことは何でしょうか。
　教え子の成長過程が見られることが嬉しいですね。海外ならではですが、帰国し
てしまう生徒がほとんどで、帰国する時は悲しくてしかたがありません。一緒に勉強
することができなくなることが悲しいのです。ですが、帰国した子どもたちが
FacebookなどのSNSで近況報告（結婚の報告も！）をしてくれます。毎年誰か会いに
来てくれるので、それもとても嬉しいです。
　16年続けてこれたのは、家族がサポートしてくれていることも大きいです。そう考
えると「仕事は私にとって一番の贅沢」の一言に尽きますね。娘たちは私に「人生を
楽しく謳歌して欲しい」と思っているようです。娘たちが幼少のころから働いている
ため、寂しい思いをさせてきたかもしれませんが、私が事業をしていることで、そこ
から学ぶこともあり、娘たちにとってはいい勉強だったかなと考えています。

Speakeasy

横井 美佳さん
インタビュー

2001年に香港で子どもたちを対象とした英語教室の「Speakeasy」を創立した横井美佳さん。
いつも笑顔で明るく、優しい雰囲気の横井さんは、子どもたちから好かれ、
彼女の周りには常に子どもたちが集まる人気者。
来港のきっかけから「Speakeasy」の立ち上げ、現在の仕事のことなどを伺った。

縁
あ
っ
て
香
港
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ん
で
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る
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で
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化
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楽
し
ん
で
欲
し
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Speakeasy
住所：1301, Fortune Centre, 44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話： (852)2574-6256（横井まで）
メール：mika.speakeasy.hk@gmail.com
ウェブ：speakeasycafe.blog.fc2.com

横井美佳（よこい みか）さん
香港歴25年。1991年より香港。2001年に「Speakeasy」を立ち上げ、現在では語
学授業をはじめ、ヨガ、スケッチ、アクセサリー作りなどのワークショップを開講
している。少人数制で、一人一人の成長過程に合わせて行う丁寧なアドバイス
が定評。授業が終わってもなかなか帰らずに残っていお子様も多いとか。
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　ゾンビ企業、とか、ゾンビ肉、
という用語が経済関連の記事
などに登場します。経営破綻し
てるのに政府の支援などで存
続している会社がゾンビ企業、
加工食品などに使われる数年
前あるいは数十年前の肉が
ゾンビ肉。これらは中国では
「キョンシー企業」「キョンシー
肉」というのだ、と書く日本人記

者たちの筆にはほのぼのとした感情が込められていて、ああ
この人も、そしてこの人も、キョンシー世代なのだな、と、記事
を読みながらほほえましく感じてしまいます。
　香港のキョンシー映画がはやったのが1980年代後半、日
本では特にテンテンちゃんの台湾製お子様向けテレビドラ
マ『来来！ キョンシーズ』が子供たちに大人気で、あの頃は
日本中の小学生が両手を前に上げてぴょこぴょこ飛び跳ねて
いたのです。キョンシー世代は今や社会人となって、各界で活
躍中なのですね。わたくしはもっと前の、ミスター・ブー世代
ですが、リッキー・ホイが出ている『殭屍先生』（霊幻道士）に
はいたく感動して、恐らく20回以上は見ていてセリフは全部
覚えています。
　キョンシーは漢字で「殭屍」。「僵尸」という字もあって、硬直
した死体、という意味。これが動いて、血を吸うわけですね、あ
あコワい。歴史的には「僵尸」のほうが古くて、２千年前の『漢
書』に出てきますがこれは普通の死体。西遊記では妖怪で、
三蔵法師たちに襲いかかって孫悟空に退治されます。「殭」の
意味として、『康煕字典』が載せている「死不朽也」（死んでも
朽ちない）というのが、個人的には気に入っています。だって、
このほうがキョンシーの説明にぴったりじゃないですか。

1955年、中国は「第一批異体字整理表」で「殭」を「僵」、「屍」
を「尸」の異体字としてまとめましたが、これは、同音であって
も意味まで全く同じということではありません。簡体字の制定
で「發」（発）と「髮」（髪）が両方とも「发」、そして「麺」が「面」と
されても、中国の食べ物屋で売っている「面」はお面や「顔」で
はなくて麺です。
　日本では「尖端」を「先端」と書きますが、中国語では「尖」と
「先」は同音ではないし、書き換える理由は存在しません。「尖
端的科学」を日本語式に「先端的～」としたら、変です。日本語
の「蒸留」は「蒸溜」の書き換えとされますが、香港では「蒸餾」
を使っています。嘘だと思ったら今すぐコンビニかスーパー
に行って、ワトソンズや維他のペットボトルを見てください。
「蒸餾水」と書いてあります。この食偏は飾りやアレンジでは
なくて、昔から中国ではご飯や饅頭を蒸すという意味でこの
字を使ってきたのです。それに広東語では「餾」と「留」は声調
が違うので同音字ではありません。簡体字にもちゃんと「馏」
というのがあります。「蒸溜」は「蒸して溜める」、「蒸餾」は「蒸
す」と「餾（む）す」の連語による熟語。香港では「溜」は「なが
れる、すべる」の意味で「溜冰」（スケート）として使われていま
す。ほかに、日本人がうっかり使ってダメ出しされやすい日本
式書き換え、脈拍（脈搏）、連絡（聯絡）、知能（智能）、交差（交
叉）、回復（恢復）、綿花（棉花）、食欲（食慾）、関数（函數）、死体
（屍體）、風光明美（風光明媚）、それこそ鬼の数ほど、いや、
キョンシーの数ほど、大量にあります。
　數→数、體→体、などは1対1で対応する略字なのでまだい
いのですが、屍→死、溜・餾→留、などは複数の字の統合なの
で、厄介なのです。「屍」（尸）は、これ1字で死体を意味する
字。しかばね。一方の「死」は「死ぬ」という意味。もともと意味
の違う字であるのみならず中国語ではとにもかくにも「屍」と
「死」は同音ではないので、互換性はありません。中華圏の人

が感じる「死体」という日本式書き換えの違和感がだいたい
どんな感じか、これを日本人の側から体感してみるなら、ちょ
うど中国も2001年に「第一批異形詞整理表」（「字」ではなく今
度は「詞」）というのを作っているので、その中の、骨董→古
董、などがいい例ではないでしょうか。北京語音では「骨」と
「古」が同音なのです。広東語では同音ではありませんが香港
でもかねてから「古董」を使っています。ちなみに「骨董」はも
ともと、物が水に落ちる音などを表した擬音語で、それが宋代
に「こまごまとした雑物」の意味になって、近代以降、骨董品を
表すようになったのです（ホネとは関係ありません）。昔の人
にとって骨董品とはガラクタのことで、特に価値のある物では
なかったのでしょうね。
　日本の常用漢字表の2010年の改定では「潰」「臆」「毀」など
が新たに加えられ、かつて書き換えられた、壊滅、崩壊、憶測、
名誉棄損、などが元通り、潰滅、崩潰、臆測、名誉毀損、と、堂々
使えるようになったのですが、死からよみがえったこれらゾン
ビ漢字軍（群）によってもたらされる新たな混乱、「カイメツ」
は「壊滅」か「潰滅」か、などという論争はまたしばらくの間、避
けられないでしょうね（ちなみに香港では壊滅は「毀滅」、崩
壊は「崩潰」）。次の改定では「屍」も復活するかもしれません。
これぞまさしくキョンシー漢字。

大沢ぴかぴ
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　「Nicole’s Kitchen」はNicole Wong氏が、昔、自身の母親が作ってくれた自家製ジャムの味
にインスパイアされ、無添加のジャムを製造、販売しているお店だ。
　約1年前まで、同氏は２人の子供を持ち義両親と夫の世話をする専業主婦だったが、空い
ている時間にオンラインショップ、「Nicole’s Kitchen」を立ち上げ、自家製ジャムを販売し、安
定した顧客層を獲得した。その後、台湾の書店・小売チェーン、Esliteと契約を結び、香港店で
の販売を開始した。
　当初、同氏がジャムを作り始めたきっかけは息子のためだった。「お店に売っているジャム
には全て、ラベルを見ると添加物や奇妙な成分が入っていました。」と彼女は語る。こうしてジャ
ム作りに適した銅製の鍋などを買い揃え、彼女はジャムを作り初めた。
　Esliteからオファーが届いて初めて、彼女はジャム販売をビジネスとして考え始め、家族の賛
成を得て、沙田（シャーティン）にある彼女の夫の事務所を小さな工場に改装した。工場の鍵が
手元に届いたのはEsliteで開店する2週間前。時間的な余裕が全くない状況だったという。
　同氏はオンラインビジネス時代の蓄積から19件のレシピに挑戦したが、やるべきことは山
積していた。
　「食品工場をどうやってセットアップするか、材料、在庫、配送などをどう扱えばいいのか、
全く分からなかったんです。」と彼女は回想する。 「私は常に自分自身をクリエイティブな人間
だと思っていましたが、当時は全てが試行錯誤の連続でした。」
　1年を経て、商品のラインナップはジャムからフルーツティーミックス、XO醤や、葉タマネギ
のチリソースなどの調理ソースまで広がった。
　「全ての商品の背景にストーリーがあります。例えば金柑ジャムの配合は、母に助けられま
した。私が砂糖と柑橘の風味を理想の味にするのに苦労していたら、砂糖の量を大幅に減ら
すよう助言をくれたのです。そうしたら果物を保存するのに適切ではないと思っていたので、
私には考えつかなかったでしょう。また、黒豆のチリソースは義母のレシピで作りました。結
婚したときから、毎日の食卓の上にこの自家製ソースの瓶があったんです。」彼女は製品に、
“味の記憶”を吹き込みたい、と言う。
　「幼い頃の思い出の味について教えてくれる人がいたら、私はその話を喜んで聞きたい
し、再現して作ってあげたいと考えます。香港では日々が慌ただしく、そういったことが忘れら
れがちですから。」
　同氏はマレーシア系の中国人だが、母国の中国系移民は香港よりも多くの伝統を守ってい
るようだと語り、日本などの国もローカルフードを奨励している、と指摘する。
　「お客様には香港ならではの味を楽しんでほしいです。私の家の味を、お客様のお家でね。」

Nicole’s Kitchen
住所: Eslite Spectrum, Cityplaza 1, Taikoo Shing
ウェブ：http://nicoleskitchen.com.hk
フェイスブック:nicoleskitchen
料金：Berries Jam (HKD 88) / Passion Fruit Jam (HKD80) /
　　  Pineapple banana rum jam (HKD80) /Assort Mini Jama Set (HKD98)

Nicole’s Kitchen

ノスタルジックな
手作り無添加ジャムの店
ノスタルジックな
手作り無添加ジャムの店
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　東京では一時期のパンケーキブームから、最近ではサンド
イッチが熱い！とばかりに、様々なサンドイッチ専門店がオー
プンしています。
　そしてSNS映えするそのビジュアルが話題となった、「萌え
断」だなんて言葉も呟かれる〈わんぱくサンド〉。
フォトジェニックで食欲をそそる断面と美味しさで、最近の
サンドイッチの定番になっていますね。

　紫外線の強くなり始めるこの季節に、ビューティチャージの
できるお昼にぴったりなわんぱくサンドレシピを今回はご紹
介します。

第23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
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❶食パンを軽くトーストする。

　紫キャベツ、人参はそれぞれ細切りにし、塩（各小さじ１）もみし水気をしっか

りきり、オリーブオイル（各小さじ２）、コショウ（適量）を和える。

❷アボカド、サーモンをスライスする。

❸パンの内側にマスタードを塗り、キャベツ、トマト、人参、アボカド、サーモン

の順に重ねていく。

　もう一枚のパンでサンドし、ラップでしっかりと包む。

❹5分ほど置いて馴染ませたら、半分にカットする。

　＊ポイント＊

　具材は中心に重ねていくと、キレイに沢山詰め込めます。

ギュギュっと詰め込まれたたっぷりのお野菜が食べられるのが、このサンドイッ

チの魅力的なところ。

少し多すぎかな？と思うくらい、たっぷりぎっしり詰め込んで、ぎゅっとプレスし

てください。

抗酸化力がありアンチエイジングに効果的な、紫キャベツ（アントシアニン）、人

参（βカロテン）、トマト（リコピン）、アボカド（ビタミンE）、サーモン（アスタキ

サンチン）を組み合わせたビューティサンドイッチ。

紫外線の強くなるこの時期のランチに、ぜひお試しくださいね。

〈ビューティわんぱくサンド（２人分/３個）〉 

 ●食パン（６枚切り） 

6枚

 ●紫キャベツ 

1/4個

 ●人参 

1本

 ●トマト 

8mmスライス３枚

 ●アボカド 

1個

 ●サーモン 

150g

 ●粒マスタード 

大さじ３

 ●オリーブオイル、塩、コショウ 
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