
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州（香港）龍飛会
プロ野球チーム「中日ドラゴンズ」を応
援する会です。シーズン中は、深圳・広
州・香港で、定期的にテレビ中継観戦
会を開催しております。シーズンオフ
は、普通の飲み会!? ドラゴンズに詳しく
なくても大丈夫！ 気軽にご連絡ください。
楽しく飲んで交流しましょう。
メール：dragons@japanbaseball.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：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
メール：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！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：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。
メール：aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
ウェブ：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
メール：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。
メール：hkdimanche@gmail.com
ウェブ：http://hkdimanche.weebly.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Guru日本語教室、日本語教師募集
銅鑼灣・油麻地にてパートタイムの日本
語教師を募集しています。経験や日本語
以外の語学力は不要。未経験者の方も大
歓迎、応募希望の方は、履歴書をEメール
でお送り下さい。 
電話：（852）2702-6678 
メール：info@gurujpkr.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
当センターでは、日本人の受付事務ス
タッフを募集しています。勤務内容は生
徒さん対応、電話やメールのやり取りな
ど。PCできれば尚可、長期勤務可能な方。
勤務時間：月、火 18：00～22：00 
ご興味があればお気軽にご連絡下さい。
委細面談。
電話：(852)3520-2329　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳さん募集
英語または広東語で通訳できる日本人
の方を募集しています。看護師など医
療資格をお持ちの方はもちろんのこと、
資格はなくても医療通訳に興味がある
方の応募をお待ちしております。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断に関連する事務作業なども
行っていただきます。
詳細につきましては、メディポートの堀
までお問い合わせください。
電話：2577-1568
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.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。
メール：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。まず履歴書をファックス
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。
電話：(852)2375-1342  林まで
メール：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. Eva
　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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新築マンション入居者募集！
旺角(モンコック)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。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

連絡先
KDDI Hong Kong Limited 
Takefumi Shito
電話：(852)2919-5245
メール：shito@kddi.com.hk

Wilson Ma
電話：(852)2919-5223
メール：wilson.ma@kddi.com.hk

　KDDI は、クラウドサービスとのダイレクト接続を実現する「TELEHOUSE Cloud 
Link」（注1）を、中国・香港のデータセンター「TELEHOUSE 香港 CCC（クラウド・
コンピューティング・コ ンプレクス）」で提供を開始する。
　「TELEHOUSE Cloud Link」は「TELEHOUSE」内に設置されたお客さまのシステ
ムとクラウドサービスを専用線で接続し、セキュアかつ低遅延な環境を実現する
もので、米国 「TELEHOUSE New York」、英国「TELEHOUSE London Docklands」に
続き、中国・香港 「TELEHOUSE 香港 CCC 」でもサービスを提供する。
　「TELEHOUSE 香港 CCC」では、ダイレクト接続するクラウドサービスとして
「Microsoft Azure™」、「Amazon Web Services™」、「Google Cloud Platform™」、
「Alibaba Cloud （Aliyun）」 、「Oracle Cloud」を利用することが可能だ。

　「TELEHOUSE 香港 CCC」は、2017 年 2 月にアジア最大級のIX(インターネットエク
スチェン ジ) 事業者「Hong Kong Internet eXchange（以下 HKIX）」とダイレクト接続
も実現し(注2)、コネクティビティが集積するビジネスプラットフォームである。
　データセンター内で様々なコネクティビティパートナー（キャリア、モバイル事業
者、ISP、コンテンツプロバイダやエンタープライズなど）と接続可能な「Telehouse 
Interconnect」の主要拠点として、今後もコネクティビティを拡充していく。
　KDDI グループは「TELEHOUSE」ブランドで世界13地域、24都市、48ヶ所にデー
タセンターサービスを提供し、また約 30 年の提供実績を誇りそのノウハウを活か
したサービスをお客さまに利用頂いている。今後もコネクティビティを活かした
プレミアムデータセンター事業者として、お客さまのグローバルビジネスの展開
をサポートしていく。

香港でクラウドサービスとのダイレクト接続を実現する 
「TELEHOUSE Cloud Link」を提供開始
～「TELEHOUSE」のコネクティビティがさらに拡充～

（注1）関連ニュースリリース：（2017年4月21日）セキュア・低遅延でクラウドサービ
スが利用可能になる「TELEHOUSE Cloud Link」の提供開始～
「TELEHOUSE」のコネクティビティがさらに拡充～ 
（http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/04/21/2406.html）

（注2）関連ニュースリリース：（2017年2月8日）香港のデータセンター「TELEHOUSE 
香港 CCC」、アジア最大級のIX 事業者「HKIX」とダイレクト接続が可能
（http://news.kddi.com/kddi/corporate/newsrelease/2017/02/08/2307.html）
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ビジネス（香港・広東共通）



香港&広東

　JTBは年間訪日回数が3～4回以上のリピーター訪日客に満足
のいく旅行を提供することをコンセプトとしたトラベルサロンを
この度8月7日、銅鑼湾にオープンした。同社が今回、特別企画と

して扱うのは日本の高品質な国
内ツアーである『夢の休

日』。その第一弾とし

て、全10席のラグジュアリーバスであるロイヤルプレミアムを
使った特別企画の香港発着のツアー2つを同日に販売開始。日系
大手航空会社のビジネスクラスで日本へ向かい、ゆったり140度
シートを倒せて、全席窓側のバスで紅葉の名所を回り、由緒ある
旅館や料亭を回るツアーを提供する。8月7日に香港日本人倶楽
部で行われたJTB主催のオープニングイベントも盛況で、在香港
日本国総領事館の松田邦紀大使兼総領事や、JTBアジアパシフィック

本社社長の黒澤信也氏、JTB(HONG KONG) LIMITED社長の
村田和夫氏など多くの関係者が参加。ラグジュアリーなトラ
ベルサロンとそのツアーなどの理解を深めるオープニング
イベントとなった。

JTB Travel Saloon Causeway Bay
住所： Suite 710, 7/F., Hang Lung Ctr., 2-20 Paterson St., CWB
電話：(852)2731-5700
営業時間： 11:00～20:00(月～土曜日)、
  12:00～18:00(日曜日)  年中無休

香港香港
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香港ビジネス

香港ビジネスWatch
JTBがコーズウェイベイに訪日旅行専門店の
トラベルサロンをグランドオープン



香港 香港

香港

ゼロからスタート 第81回広東語♪

  
 
 
 

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

香港に住む上で一番重要なのは家です：

　　今回から4週にわたり「屋企 nguk1 kei２(家)」シリーズとして、家に関する単語をご紹介します。

シリーズ第1回目は「客廳 haak3 teng1リビング」です。

家・その1「客廳 haak3 teng1(リビング)」

広東語・発音・日本語

②茶几

cha1 gei1

ティーテーブル

①梳化

so1 fa2

ソファー

③吊燈

diu3 dang1

ペンダントライト

④電視機

din6 si6 gei1

テレビ

⑥地氈

dei6 zhin1

カーペット、絨毯

⑤音響

yam1 höng2

ステレオ

⑧餐枱

chaan1 toi2

ダイニングテーブル

⑩摺櫈

zhip3 dang3

折りたたみ椅子

⑨櫈

dang3

椅子

⑪大門

daai6 mun4

ドアー

⑫組合櫃

zhou2 hap6 gwai6

組立式収納棚

⑭窗花

chöng1 fa1

窓格子

⑬窗

chöng1

窓

⑮鐵閘

tit3 zhaap6

鉄門、ゲート、鉄柵

⑯風扇

fung1 sin3

扇風機

⑱遙控器

yiu4 hung3 hei3

リモコン

⑰抽濕機

chau1 sap1 gei1

除湿機

⑲電話

din6 wa2

電話

⑳燈掣

dang1 zhai3

スイッチ

  

kwu1 sön2

クッション

⑦

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）  
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ネットショッピング中毒を
克服する方法4つ
e-コマースサイトの発達、オンラインオークションやフラッシュセール、限定セール、容易に利用可能なクレジットの
増加によって、匿名性が高く、お金を使っている感覚が薄くなりがちなオンラインショッピングは多くの消費者にとっ
て危険な習慣になりつつある。そんな習慣の自己コントロールにお悩みの方は、まず次のことを試してみてほしい。

セール情報などのEメール購読を止める
　ショッピングサイトからのメールを受け取ったら、「画像を表示」
の部分をクリックせず、メッセージ内の登録解除リンクにまっすぐ
進み、プロモーションEメール、特にクーポン、フラッシュセール、
オークションサイトからの購読を止めよう。癖になってしまう買い物
経路のひとつだからだ。

お気に入りのサイトへのインターネットアクセスをブロックする
　お使いのコンピュータが特定のサイトにアクセスするのを制限す
るには、ブラウザでそれらをブロックするか、Webフィルタリングソフ
トウェアを使用して自動的にブロックすることだ。OptenetPCのよう
なサービスを使うと、コンピュータとインターネットの間のバウン
サーとして機能し、特定のサイトへのアクセスを完全にブロックする
ことが可能になる。ブロックするサイトを選び、友達にパスワードを
設定してもらえば、あなたがそれを無効にすることもできない。

モバイルデバイスからショッピングアプリを削除する
　ショッピングアプリはオンライン上のたった１，２回のクリックで
お金を使うのに非常に都合よくできており、中毒のスイッチがすぐ
に押されてしまう。必要ない、と割り切ってモバイルデバイスからす
べてのショッピングアプリを削除しよう。

周囲の助けを得る
　他の中毒と同様、強迫的なショッピング中毒も、治療やサポート
してくれるグループの存在によってコントロールできる。あなたの
症状に関する指導ができる人と繋がりを持ち、自分自身に克服する
責任を持つよう努め、克服を約束する方法として、他の人々を助け
ることにも関わるようにするとよい。
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香港

こんばんは！ Bobです。
最近、美味しいお肉が食べたくて仕方がないんです。
なので、今回はまた行きたい、「La Vache!」を紹介しますね。
訪れたのは2年前。
当時は香港に住んでおらず、たまたま3年前に香港で知り合っ
た外国人と食事をすることになり、連れて行ってもらったのがこ
のステーキハウス。（今振り返ると、とても斬新。日本から友達が
遊びに来てくれたときに、ステーキハウスには連れていかない
もの。）
場所はセントラルと上環の間（PMQの近く）。
ちょっとわかりにくい場所で、薄暗い通りにあるため、ドキドキ
しながら店内に入ると、感動すら覚える（ギャップ萌えですね
…）可愛らしいインテリアデザイン。
壁には線画でエッフェル塔やパリの街並みが描かれ、赤と白の
ギンガムチェックのテーブルクロス、椅子やバーカウンターは
木の材質で暖かみがあって女子ウケしそうな感じ。
予約してたけど、なかなか席が空かなくて待っていたら、スパー
クリングワインを用意してくれたり、タイミングのいいサーブを
してくれたりとサービスも良し。
肝心のお料理は、基本はワンコースのみ。
初めにパンとバターが出てきて、次にグリーンサラダ（ドレッ
シングがフレッシュで美味しい！）。そしてメインのステーキと多

すぎるほどのフライドポテト！！！
お肉の焼き加減は事前に確認してくれ、テーブルクロスの上に
かけたお洒落なランチョンマットにミディアムレアならML、ミ
ディアムならＭといった感じでマークされるのがアートな感じ。
（お料理を待つ間、お絵かきして待てるので、お子様連れもオス
スメですね）
お肉が冷めないように、保温できるようになっているのも、美味
しく食べられる工夫を感じますね。
お肉のお味は、これぞアメリカンステーキ！といったところでしょ
うか。
女子会、デート、お子様連れのママ会にとっておきの場所だと
思います～。

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

編集部だより

La Vache!
住所：48 Peel St., Central
電話：（852）2880-0248
ウェブ：www.lavache.com.hk

スタッフ
編集部Bob
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マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　空前のオープンラッシュが続いた韓国料理店。数年前に
他店と一歩置く存在でオープンした湾仔（ワンチャイ）の
QREプラザにあるモダン韓国レストラン「Momojein」。韓国
料理をモダンアートのように仕上げることで有名な同店
は、本場韓国でテレビにも数多く出演するシェフ歴12年の
リム氏がキッチンを仕切る。オープン当初の3年前から変わ
らない革新的な韓国料理を提供している。香港で3年続い
てるというだけで同店の人気ぶりがうかがえる。そんな同
店が11月30日までの期間限定で新メニューを紹介する。代

表的な韓国料理のメニューに加
え、この3年間で学んだ香港人が好
む味を料理に取り入れたり、他店で
は味わえない韓国の宮廷料理な
ど、彼の腕とアイディアが光る料理
を用意している。
　シェフの革新的な料理はもち
ろんの事、白と木を基調にした優し
くてリラックスできるモダンなイン
テリア、そして金属製のスプーンや
箸を使用する代わりに木製のもの
を使用したりと食器やインテリアな
ど細部にいたるまでこだわりが感じ
取れる、居心地の良いカフェのよう
な空間で食事ができる雰囲気も魅
力の一つだ。

　さっそく新メニューを紹介
しよう。まずは、ニンジン、ぜん
まい、卵、キュウリ、牛肉など9
種類の色鮮やかな食材を自
然の食材で色付けした小さな
ライスクレープで巻いて食べ
る宮廷料理をアレンジした
「Gujeolpan」。お好みで自家
製の松の実のマスタードソー
スをつけて。韓国料理の前菜
として人気のユッケ「Yukhoe」
は、スーパーフードとして注目
を集めるチアシード、松の実、ナシ、玉ねぎのみじん切り、韓
国チリパウダーを混ぜてしっかりした味でありながら後味
は爽やかに仕上げ、最後に自家製のチリオイルを加えてピ
リ辛さをプラス。タピオカと海苔のクラッカーと一緒に。
　メインには、韓国焼肉でおなじみのカルビをグリル野菜と
合わせた「Kalbi & Grilled Vegetable」、そして韓国料理のブー

ムと共に今では定番料
理になっているKFC（コ
リアン・フライド・チ
キン）をアレンジし、胸肉
の代わりにドラムス
ティックを使用してア
レンジした「KFD」は肉好

きな人を満足させてくれる一品。
　食事と一緒に韓国のお酒「マッコ
リ」も忘れずに。同店の姉妹店で尖沙
咀（チムサーチョイ）にあるマッコリ
バーでも取り扱っている「スパーク
リングマッコリ」を取り扱っているの
は香港でも姉妹店を含む2店舗の
み。シャンパングラスで粋に料理とと
もに味わおう。アルコール度数は低
いのでお酒が苦手な人でも大丈夫。

MOMOJEIN
住所：23/F., QRE plaza, 202 Queen’s Rd. East, Wanchai
電話：(852)2789-1949
時間：ランチ 12:00～15:00
　　  ディナー18:00～23:00
ウェブ：https://www.momojein.hk

伝統料理とアイディアの光るモダンな韓国料理が魅力のレストラン
「Momojein」

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

エグゼクティブシェフの
リム氏

お肉は柔らかく口の中でとろける
「Smoke Pork Belly」

韓国の宮廷料理をアレンジした
「Gujeolpan」

モダンにアレンジしたユッケ「Yukhoe」

温かみのあるカフェのような店内
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　自身の目を見つめる機会といえば、面接のために鏡の前です
る練習であったり、赤目や膿血、アレルギー症状、徹夜明けのダ
メージを確認するくらいかもしれないが、医師が目を診察すると、
かなり多くの情報を得ることができる。
　多くの病気は体全体に症状を引き起こし、皮膚や爪、目に顕著
に問題が現れる。
　「眼を見ることは本当に大きな意味があります。」と米国眼科学
会の眼科専門医であり臨床的スポークスマンのチャールズ・P・
ウィルキンソン博士は、Business Insiderに語った。 「血管のゆっく
りとした反応を見ることができる唯一の場所あり、脳の一部であ
る視神経をチェックすることができるからです。」
　事実、およそ30以上の症状の兆候は目に現れる。眼科医と検眼
医が特定の異常に最初に気づくのはそのためだ。
　保険会社のVSP Vision Careによると、目の検査は糖尿病、高コ
レステロール、脳腫瘍のような深刻な健康状態の最初の指標と
なることがあるそうで、眼科医に診てもらわないうちは、病気の時
限爆弾を抱えて歩いているようなものだという。
例えば以下に、あなたの目に現れる異常の例を挙げよう。

1.目の中に血の赤い斑点が出来て
いる場合、糖尿病の可能性がある。
血糖値が高すぎると血管が閉塞し
て腫れ、網膜の小さな血管を破裂
させて、出血を誘引する。もし治療
を受けなければ、視力障害や失明
さえ引き起こす可能性がある。ただし激しい咳や伝染性結膜炎、
真菌感染症など、他の多くの症状によっても引き起こされる可能
性がある。

2.かゆみや腫れ、充血は、患者が頻繁に花
粉、ほこり、またはペットの毛によって引き
起こされる一般的なアレルギー症状だ。抗
ヒスタミン点眼薬は症状の改善に有効だ
が、経口の抗ヒスタミン薬は時に眼の乾
燥を引き起こしたり、問題を悪化させるこ
とがあるため特に注意する必要がある。

3.ドライアイは、睡眠薬、鎮痛薬、抗不安薬の
ように、コンピュータの使用や多くの薬によ
る副作用だ。自己免疫疾患はドライアイ、特
にシェーグレン症候群と呼ばれる症状を引
き起こすことがあり、目に潤いを保つ部分を
破壊する。高齢の女性に多い。

4.ほとんどの人は、加齢によってレスト
ランのメニューのような近い物に焦点
を当てる能力を失うが、抗うつ薬、抗ヒ
スタミン剤、利尿薬など特定の薬剤は、
これを早期に起こす可能性がある。

このように目の状態と健康は密接に関連しており、医師に目を診
てもらうことで、病気が表面化する前に治療を始めることも可能
になる。例え視力が安定していても、自分の目の状態には注意を
払うようにしておこう。

24 Pocket Page Weekly 0 September 2017 No. 607
B

香港ヘルス＆ビューティー


	P13 Business_KDDI_607
	P14 Business_607v2
	P15 School Sow_607v2
	P16 Godaigo_607v3
	P17 Shopping _online_607v2
	P18-19 aqua 607_
	P20 Gourmet _PPW_607v2
	P21 AD_607v2
	P22 Gourmet _mari_607v2
	P23 AD_607
	P24 health_eyes_607

