
香港 香港

　スピークイージートという言葉をご存じだろ
うか。1920年代の禁酒法下のアメリカで生まれ
たアルコール密入所のことで簡単に言えば“隠
れ家バー”もしくは秘密のバーともいう。
　その当時は、「法律の目をくぐって、飲んで、音
楽を聴いて楽しもう」というのが目的だったが現在では、普通の人は知らない、特別感
を感じられるということでニューヨーカーの間で人気。
　そんなスピークイージーが近年、香港でも注目を集めている。ナイトライフが活状で

様々な無国籍都市の香港には、独創的でおしゃれなお
店が多い。特に中環（セントラル）エリアにはそんな独
創的なお店を求めて多くの人が集まる。そんな中、急激
に増えているのが外観が全く別業態なのに何の変哲の
ないドアをオープンすると実はバーという“スピーク
イージー”。もちろん現代のスピークイージーは合法で

ネットでも検索できるが、隠れ家的感はあっても誰でも気軽に入れる入れるアットホー
ムなカジュアルさもあり、お客さんとバーテンダーの距離感もばっちりなのが魅力だ。
　今回紹介するのは、中環のランドマークの地下に今年の年初にオープンしたお店。同
店は、「Mrs.Pound」や「Foxglove」など香港でスピークイージーの先駆け的存在のス
ピークイージーのレストランバーやジャズバーをオープンした飲食グループの新店。場
所は、ランドマークタクシー乗り場横の入り口から入り階段を下りたルイヴィトンのお店
の前。シンプルな入り口には「Dr. Fern’s Gin Parlour」と書かれている二つのただ何の変
哲もないクリニックのドア。こんなところに？いつも前を通っているのに全く気付かな
かったという人も多いだろう。知らなければそこがバーとは全く気付かないのも当然
だ。2つのドアの一つはただのカモフラージュで遊び心を演出している。
　同店は、名前にある通りジンをメインにしたバーで250以上のジンを取り揃えている。
コンセプトは、クリニック。医師であり植物学者であるドクターFern氏が様々なジンを調
合して患者を診察するというテーマ。スタッフはみんな白衣を着衣しメニューには、症状
別に処方箋に見立てたユニークなカクテルの名前が並び、お客を楽しませてくれる。
ジンは、ストレートやロックで飲むも良し、シンプルなジントニックも良し。ぜひトライし
よう。また、店オススメのジンを選んでバーテンダーにその日の気分でカクテルを作っ
てもらう事もできる。ジン好きには一度は足を運んでほしい店だ。

今香港で話題の秘密のバー“スピークイージー”
新たに「Dr. Fern’s Gin Parlour」が仲間入り
今香港で話題の秘密のバー“スピークイージー”
新たに「Dr. Fern’s Gin Parlour」が仲間入り

Dr. Fern’s Gin Parlour
住所：Shop B31A, First Basement Floor, 
  　　Landmark Atrium, 15 Queen’s Rd. Central, Central
電話：(852)2111-9449
時間：日～木 14:00～25:00、金～土 14:00～翌2:00
ウェブ：www.drfernshk.com

Dr. Fern’s Gin ParlourDr. Fern’s Gin Parlour
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ハーブ、ビタミンC、Aたっぷりのカクテル
「Herbal Remedy」

トールグラスに注がれた
オレンジピールを添えたジントニック
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Grassroots Pantry
住所：108 Hollywood Rd., Sheung Wan
ウェブ：www.grassrootspantry.com

編集部だより

　こんにちは！ 編集部のBobです。
　先日、深夜にふと思いつき、マカオに行ってきました。
　マカオといえば、「カジノ」を思い浮かべる人が多いかもし
れませんが、私はいつもきまって「街さんぽ」と「ポルトガル
料理、エッグ・タルト」。
　ポルトガル領だったこともあり、異国情緒あふれる街並み
が好きなんです。
　「アズレージョ」と呼ばれる、ポルトガルで16世紀頃から作
られている伝統的タイルや「カルサーダス」と呼ばれる、ポル
トガルのリスボンで19世紀より広まった路面装飾を見ると、癒されます。

　ポルトガル料理は、「アサリのアレンテージョ
（豚が入ったものもあります）」と「ダックライス」
が特におすすめです。特にアレンテージョのア
サリの出汁がきいたソースをつけたパンが微炭
酸のポルトガルワインとの相性抜群で、お昼間
でもお酒がすすんでしまいます（笑）

　カフェ・ナタの「エッグ・タ
ルト」も是非一度ご賞味くだ
さい。卵味が強めのカスター
ドクリームにサックサックの
パイ生地がたまりません。
　週末ふらっとマカオ、おス
スメです。

　こんにちは～。編集部のBobです。
　週末に友人とふたりでオーガニックカ
フェ「Grassroots Pantry」に行ってきました。
　チアシードや発芽パンプキンシード、フ
ラックスシードといった、スーパーフードを
たっぷり使ったフードやドリンクメニュー
は気持ちが上がります。
　手書きのイラストも乙女心（そういう年
齢でもないけど…笑）をくすぐります。
　オーダーしたのは、「LEMON CHIA SEED 
PANCAKES（HKD125）」と「ACAI BERRY 
CACAO BOWL（HKD98）」、コールドプレス
ジュース。
　たまにはカラダをリセットすることは大
事ですね。
　ちょっと早く起きた朝にぴったりなお店
です。

スタッフ BOB スタッフ BOB

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編
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エレガントな色合いのみならず、濃厚な味わいでみんなが大好きな野菜、ムラサキイモ。
写真映えするビビットな見た目は、食事の風景をインスタグラムに投稿するのもぴったりだ。
今回はそんなムラサキイモを使った絶品料理をいただけるお店をご紹介しよう。

　ビクトリア・ハーバーを望む
ハイエンドホテル、ICONにある
「天外天」の飲茶メニューで試
してもらいたいのは、トリュフ、
ムラサキイモとキノコの餃子。
西洋料理によく使われる黒トリュフだが、中華料理に使
うのは珍しい。餃子の皮の柔らかさ、ムラサキイモの甘
さとキノコの野性的な香りが黒トリュフの風味と不思議
なほどにマッチしている。

Truffled sweet potato & mushroom dumplings
黑松露野菌紫薯餃

Above & Beyond天外天
住所：28/F, Hotel ICON, 17 Science Museum Rd., TST
電話：(852)3400-1318
時間：月～木、日 11:00～22:30、金、土 11:00～25:00

　日本の味が恋しい人には
たまらない、魅惑的なコ
ロッケ。サクサクの衣と、
マッシュしたムラサキイモ、
栗の風味の柔らかなハーモ
ニーを存分に楽しんで。

Crispy fried Sweeat potato and chestnuts cake
日式紫薯甘栗餅

Red Idea Cafe紅煮意
住所：Shop B, 1/F., Jolly Garden, 
  　　151 Reclamation St., Yau Ma Tei
電話：(852)2116-1615
時間：月 12:00～17:30、18:30～22:30、
  　　水～日 12:00～17:30、18:30～22:30、火休

　マッシュしたムラサ
キイモとカボチャ、甘
さにほんの少し蜂蜜
を生地に加えたフワフ
ワのパン。甘さと柔ら
かさのバランスが秀
逸で、一口頬張れば幸
せな気分に。

Vegan Sweet Potato Bread

MUM Veggie + Coffee + Sweet
住所：G07, G/F., One Island South, 
  　　2 Heung Yip Rd., Wong Chuk Hang
電話：(852)2115-3348
時間：月～日 8:00～17:00、祝休

　ハッピーバレーの高級住宅街に位置
する隠れ家的な香港料理店。食料品店の
上に位置しており、階段を上って室内に入れ
ば、白いテーブルに落ち着いた照明のエレガントな空間
が広がる。外側にはしょっぱくて甘いゴマ、中心にはムラ
サキイモあんと塩気の効いたカスタードが詰まっており、
充実した食事の最後を飾るにふさわしいデザートだ。

壹玖捌叁
住所：1/F., 2-4 Tsoi Tak St., Happy Valley
電話：(852)2893-3788
時間：月～金 12:00～15:00、18:00～23:00
  　　祝土日 11:30～15:00、18:00～23:00

第一回見た目鮮やか、味も最高！見た目鮮やか、味も最高！

を
使ったお勧めフード８選

を
使ったお勧めフード８選

を
使ったお勧めフード８選
ムラサキイモ

Deep Fried Sesame Purple Sweet Potato Balls 
Stuffed with Mashed Salty Egg Yolk
紫薯金沙球

Deep Fried Sesame Purple Sweet Potato Balls 
Stuffed with Mashed Salty Egg Yolk
紫薯金沙球
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（所在地） 珠江新城

（間取り） 2LDK　101m²

（環　境） 地下鉄5号線の獵德駅 徒歩8分

（備　考） 部屋改装

 ウォシュレット

（月　額） 11,000元

汇 峰 苑

（所在地） 天河区

（間取り） 2LDK　90m²

（環　境） 地下鉄三号線石牌橋駅真上

（備　考） 全部屋改装

 ウォシュレット

（月　額） 11,000元

｠ 星 匯 云 锦

ワンリング(君临国际公寓)

（所在地） 越秀区

（間取り） 1LDK　86m²

（環　境） 地下鉄3,5号線珠江新城駅 徒歩10分

（備　考） 全部屋改装

（月　額） 11,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146
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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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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

香港

香港のレストランの店員って態度が悪いというか、
ウマが合わないというか、
なんかスムーズにコミュニケーション取れないときありますよね。
先日、母の日ということで、
妻方の家族と一緒にステーキハウスへ行ったときのことです。
メインディッシュを終えて、デザートを注文したんですが、
一向にデザートもコーヒーも出てこない…
ちょっとおかしいと思っていたところ、
マネージャーらしき人がやってきて、
マネ:「そろそろデザートのほうはいかがですか？」
妻:「いや、さっき頼みましたけど。」
マネ:「そうですか？ どのスタッフに頼みましたか？」
とこちらを信用していない様子。
妻:「あそこのメガネをかけた女性スタッフだけど…」
とマネージャーらしき人にそのスタッフを呼んできてもらいました。
そして、その女性スタッフも当然私たちのことを覚えていると思ったので、
妻:「さっきデザート頼みましたよね？」
と聞くと、女性スタッフ「モウア…(訳:されてませんけど何か？)」…

その後、香港のレストランのサービスの悪さについて
妻から私が説教を受けました。そして、妻が最後に放った一言。
「私が香港でレストラン開いたら、絶対五つ星取る自信あるわ」

特に最近はおもてなしの仕方を知らないスタッフが多いようです。
お茶やおしぼりの置き方、注文の取り方、
料理の出し方など、レストランによって全然クオリティが違います。
もちろんレストランに限らず、
洋服屋さんや電器屋さんなどどこのお店でも同じことが言えます。
こういったサービスやマナーの低下について、妻いわく、
自分の仕事に誇りを持てていない香港人が多いのが原因とのこと。
特に香港人の優先事項はお金。
お金のために働いているだけで、
その仕事が好きで働いているわけではありません。
そうすると、例えば何かミスを犯したとして、
お客さんに謝っても時給50ドル、謝らなくても時給50ドルなら、
ほとんどの香港人は後者を選んでいるのが現実なわけです。
一時低迷した日本マクドナルドの復活の一因として
「スマイルゼロ円の復活」が取り上げられているのを見ましたが、
香港にもこのスマイルゼロ円の文化を
取り入れた方がいいかもしれませんね。

それにしても、レストランのあの
サービス料10%ってどうにかならないかな～

ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョンキンマン
ションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒にTVBのドラマを見る
こと。

僕
の
僕
の

交
際
日
記

交
際
日
記

私がレストランを開いたら。
第4回

スプーンの置く場所ひとつでその
店の品格が分かりますね
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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

香港香港

ママたちのお悩みで多いのが、ママ友との関係。
ママ友とは、子供の年齢や学校が同じであるという共
通点以外に何の繋がりもない仲間です。
だから、合う人、合わない人がいて当たり前。
そこで、何でも話せる親友と呼べる人に巡り合えたら幸
せですが、
趣味が合う、目的が同じ仲間と比べると、確率的には巡
り合えないことの方が多いです。

あなたは、人間関係はコントロール不可能だと思って
いませんか？

悩みの90%は人間関係。

私も昔は、合わない人は定期的にやってくる避けられ
ないものだと思ってました笑

けれど今の私を取り巻く人間関係を見てみると、気が合
う人ばかりに囲まれ、本当に満足して暮らしています。

人間はそれぞれ波動と言われる「ゆらぎ」を発してい
ます。
スピリチュアルの世界ではオーラなどと呼ばれるもの
だったりします。
現在は科学がこのスピリチュアル(精神世界)に追いつ
いて、「量子論」でこの「ゆらぎ」が解明されました。

人はみな異なる波動を発していてます。その波動が合
わないということはラジオでいうとチューニングが合わ
ないようなもの。
度々ノイズが入るので聞こえにくいし、理解できません。

あなたはチューニングの合わないラジオ、聞きつづけ
ますか？
答えはNO。

合わない方と出会ったら、距離を置いてみたらいいん
だと思います。
無理に合わせるとこちらにとってだけでなく、相手に
とっても負担です。
それは「関係を断つ」といった厳しいものではなく、
ただ「今は距離をおく」。
波動は日々変わります。
波動が合うようになれば、また自然とお付き合いが始
まるものです。

「この方は影響力があるので丁重に接した方がいい。」
「子供のためにこの方と繋がっていた方がいいかもし
れない。」
そんな風に考えるとしんどくなってしまいます。
思考に支配され、心が籠っていない言動相手の方も感
じるものです。

「波動を感じる」大切なことかもしれません。

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。現在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」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第30回 苦手な人との付き合い方

ライフ（香港・広東共通）
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香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネイ
ティブな方であれば、未経験者も大歓
迎です。時給+歩合給もあります。お気
軽にお問合せください。
電話2982-1138 or 94604892
nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師さん募集
英語または広東語ができるパートの日
本人看護師を募集しています。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断業務、通訳業務、関連事務作
業など幅広く行っていただきます。詳細
につきましては、メディポートまでお問
い合わせください。メディポート 堀まで
hori @mediport.com.hk
電話 25771568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  オープンルーム開催！
三宝不動産では、毎回ご好評をいただ
いているオープンルームを開催します。
西湾河の人気マンションG r a n d 
Promenade Tower 6　36階A室  3LDK 
934sqf/ net675sqf　
家賃HK$35,000（管・税込み）　家具家
電装備、バルコニー付き、全海景
★開催日時：6月11日（日曜日） 
AM10:00-14:00弊社スタッフが部屋で
待機しております。マンションのイン
ターホンから、又は携帯9866-3397鶴見
までお電話下さい。
三宝不動産2566-0155
info@sanpou.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
新築マンション入居者募集！

旺角(Mong Kok)の駅近に完成した新築
マンションSkypark
単身者向きスタジオタイプ315sqf
（日本で言うワンルーム）
家賃HKD19,500（管・税込み）
マンションの最上階には、充実したクラ
ブハウスもあります。部屋の鍵あります
ので、いつでも内覧案内可。
お問合せは三宝不動産まで。
Tel: 2566-0155
info@sanpou.com.hk
http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

お部屋貸します！
MTR尖沙咀駅、AEON、公園に近く、超便
利で閑静な立地。綺麗で大きな窓で明る
お部屋。全家電、洗濯機、除湿機、家具完
備。キッチン、調理機材等、生活に必要な
ものは一通りそろっています。高速イン
ターネットあり。1DK、1LDK月額HKD7,500
～（管理費、税金、水、GAS、WiFi込み）。
お問い合わせはMs. Linまで。
Tel / Whatsapp / Line：
(852)6800-1735（中、英、日語可)
仲介料なし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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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　Des Voeux Road West沿いにある「Dried 
Seafood Street」(海味街)にはおよそ200店舗
もの乾物屋が軒を連ね、約半世紀に渡って香
港の家庭にその味を届けている。
　この国で最も贅沢な品物は、高級ショッ
ピングモールでなく、塩辛い香りが辺りに漂
うこの古びた通りにあったりする。ここでは人
間の毛のように見える乾燥キクラゲが1kgあたりHKD1,000、黄色いコインに似たよう
な見た目の干物が数個でHKD20,000で売られていたりするからだ。
　午前8時から午後5時までの営業時間中、地元の人々は子供時代から顔見知りの業
者と交渉し、買い物をする。その間、乾物が詰まった箱がミニバンに積みこまれて行き
交い、観光客達は奇妙な見た目の魚や軟体動物、袋いっぱいに詰め込まれたハーブ、
ガラスの瓶入りのヘビなどの写真を好奇心旺盛にカメラで撮影したりしている。
　殆どの店は乾物のきのこや加工肉、スープの材料として使われるぎんなんや黄木耳な
どの漢方製品なども販売している。蛾の仲間の幼虫に寄生するキノコの一種であり、東洋
医学で免疫を強化してがん細胞の発達を抑制すると考えられている冬蟲夏草は最も高
価なものの1つで、1kgあたりおよそHKD267,000もする。目と肝臓の機能改善に効果的と
考えられているアワビ（唾魚）や、数日かけて戻した後、鶏や豚のリブとスープで煮る干し
巻き貝はキノコ類のような噛みごたえがあり、オイスターソースとの相性は抜群。日本か
ら輸入される大きめのアワビも、1ダース約HKD10,000と高値で取引される。
　老化抑制効果があると言われている乾物のナマコは、数日水で戻した後に煮て調理
される。業者達は日本や南米など世界各地から様々な種類を仕入れるが、トゲトゲした
頭のものはより高品質なものとして取引され、最も高価なものは約HKD12,000の値が
付く。花膠(魚の浮袋）もしばしばスープの材料として使われる食材で、そのサイズや厚
み、産地および魚の希少性によって、1kgあたり数千香港ドルから、HKD60,000以上の
値段がつくこともあるという。
　髪の毛ような黒い苔、髪菜はその響きがお金が手に入るという意味の「發財」に似て
いることから縁起物として旧正月の定番品だ。体内を浄化する作用があると言われて
おり、2時間ほど温水で戻した後、揚げ物やスープに入れて食べる。

　若い世代の人材が伝統的な乾物ビジネ
スに加わるにつれ、新しいアイディアやス
キルが次々ともたらされており、今日ます
ます取引は盛んになっている。

海味街
住所: 德輔道西、永樂街、文咸西街

多様な商品、守られていく伝統…
奥深い香港の乾物の世界
多様な商品、守られていく伝統…
奥深い香港の乾物の世界 海

味
街

22 Pocket Page Weekly 02 June 2017 No. 594
B

 ショッピング（香港・広東共通）
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