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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！

　レストランやバーが軒を連ねる夜の街、
中環（セントラル）には常に多くの人たち
で賑わいをみせる。その中環のランドマー
クの一つでもあるLKFタワーには話題のレ
ストランが次々とオープンし、注目を集め
ている。そんなLKFタワーの5階と6階に
2010年にオープン以来、新店に負けるこ
となく人気のある話題のカクテルバー＆
ダイニング「Lily & Bloom」がある。1990年代のニューヨーク
のをコンセプトに創られたお洒落で粋なお店。

　5階の「Bloom」は1900年代のアメ
リカの建築様式をイメージした造り
でしっかり食事ができるダイニング
バー。そして6階の「Lily」は、1890年
代のニューヨークのバーをコンセプ
トに創られたお洒落かつハイセンス
なカクテルバーで、スナックメニュー
は深夜3時まで提供している。12席の
プライベートルームやシガールーム
もあり、その日の目的によって違う楽
しみ方ができる。そんな同店がエグ
ゼクティブシェフのMike氏と新ミクソ
ロジストのJohn氏を新たに迎え入
れ、「Lily」のバースナックメニューと
カクテルメニューを一新。今回はその

新メニューを紹介しよう。
　クラシックなカクテルにひねりを効かせ、遊び心も加えた
コンテンポラリーな10種のカクテルを用意。その中でもオス
スメなのが爽やかな口当たりで夏にぴったりな「The Very 
Old Bow」。イチゴでインヒュースしたジン、新鮮なレモン
ジュース、アブセントを加えハーブの香りをプラスしたシンプ
ルで爽快感の感じるカクテル。クリーミーなカクテルが好き
だという人には、「English Milk Punch」を。1700年代に貴族
や高級階級のみが楽しめたというブランデー、ポートワ
イン、砂糖、シトラス、ミルクを混ぜたカクテル。それを
「Lily」流にアレンジし、ラム、コニャック、ポートワイン、アブ
セント、ジャマイカのリキュール「Allspice Dram」とオレン
ジ、レモンの皮、パイナップルなどの果物で二日間かけて
じっくりインヒュースドして仕上げるカクテル。微炭酸で口

当たりなめらかかつ深い味わ
いに加えてアロマの香りが決
め手のカクテル。
　バースナックには、トリュフ
の香りが癖になる「Parmesan 
Truffle Fries」。ピリ辛さでお酒がすすむ「Nam Nam Wings」
はついついビールに合わせたくなりますが、ここではぜひ

カクテルと合わせて意外性
を楽しんでみよう。しっかり
したスナックを食べたい人
には「Lobster Roll」やフォア
グラにドライエイジビーフ
を贅沢に使用した肉汁たっ
ぷりの「Sliders」を。アメリ

カンスタイルで隠れた人気メニューの「Mini Corn Dog」も
忘れずに。
　さあ、さっそくニューヨークスタイルのオシャレな空間で
美味しいカクテルを楽しみにでかけよう。

Lily & Bloom
住所：5/F & 6/F, LKF Tower, 33 Wyndham Street, Central
電話：(852)2810-6166
時間：ランチ 月～金 12:00～15:00、日 11:00～16:00
　　  ディナー 月～木 18:00～23:00、金土 18:00～23:30
　　  バータイム 金曜・土曜 23:30～2:30
ウェブ：www.lily-bloom.com

人気カクテルバー＆ダイニング「Lily & Bloom」に
NEWカクテル＆バースナックメニューが登場！

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。

アメリカの人気スナックの
「Mini Corn Dog」

新鮮なロブスターの甘さが際立つ
「Lobster Roll」

フルーティー味に
ジンとアブセントで
アクセントが効いた
「Easy Win」

爽やかな口当たりの
「Desset Flower」

スニーカーズチョコを
トッピングした
「Snickers Old 
Fashioned」

ミクソロジストの
ジョン氏
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B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n～

　カラーメニューに定評のある「Ciel  Hair  Salon」。同店
のカラーは短時間でしっかり染まり、透明感・抜け感の
ある仕上がりになると好評だ。ダブルカラーやグラデー
ション、インナーカラーなど、メニューのバリエーション
も豊富。紫外線や乾燥の影響で赤く色落ちしやすい夏
は、マットカラーがおすすめだ。この夏は太陽の日差し
に映えるトレンドカラーを試してみてはいかがだろう。

Ciel Hair Salon
シエル・ヘアサロン

住所：4/F., 17 Lan Fong Rd., CWB
電話：(852)2834-7799
フェイスブック：www.facebook.com/cielsalon.hk/

　イタリア語で「鳥の巣」を意味する「2DO Japanese Hair 
Salon(ニド)」は、銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅から徒歩
５分ほどのファッションストリートにある「プライベート
サロン」だ。その名の通り、温かみのある居心地の良い
空間となっており、常連客も多い。オーナー兼スタイリス
トの岡本氏（Yumiko）と、昨年末から新加入した高橋氏
はともに15年のキャリアを持ち、岡本氏は東京・世田谷
をはじめ、オーストラリアやイタリアでもスタイリスト
経験のある国際派。ヘア以外にも、まつ毛エクステも担
当する。一方の高橋氏は、青山、渋谷、原宿、下北沢など
主張の強い激戦区を渡
り歩き、その経験に裏打
ちされた確かな技術力
で、個々のニーズに応え
ながらもお手入れのしや
すいスタイルを提案して
いる。LINEやWhat’s app
でのお手軽予約も可能
なので、是非一度、訪れ
てみて。

住所：Rm. D, 2/F., Cleveland mansion, 5-7 Cleveland St., CWB
電話：(852)9081-0219 Yumiko/ (852)6505-6584 Takahashi
ウェブ：2dohk.weebly.com/about.html

バードネストのような温かみのある、秘密にしたいプライベートサロン

ニド・ジャパニーズ・ヘアサロン

店内動画はこちらから

オーナースタイリスト・境澤氏がカウンセリングから仕
上げまで対応する。「＆HAIR」。
トレンドを追求しながらも、個々の髪質や雰囲気、生活
環境に合わせてカスタマイズし、「オンリーワン」のスタ
イルを提供している。ゲストの「潜在魅力」を最大限引き
出せるよう、時間をかけての丁寧なカウンセリングは
マンツーマンサロン
ならでは。周りを気に
することなくゆっくり
細かいディテールま
で伝えられるのが嬉
しい。繁華街の中心
にいるのを忘れてし
まう程、静かでゆった
りとした時間が流れ
る。大型サロンが苦
手な方にもおすすめ
のサロンだ。

住所：Rm. 5A, Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話： (852)5183-6958、(852)2891-0005　
フェイスブック：www.facebook.com/andhairhongkong/

アンド

確かな技術はもちろん、オーナースタイリストの人柄も魅力のひとつ

アンド・ヘア

店内動画はこちらから

　中環（セントラル）D2出口から徒歩3分に位置し、ラ
テン語で「美しさ」を意味する「Bellus」。日本の美容業界
をリードするサロン「BEAUTRIUM」でキャリアを積んだ
日本人3名によってOPEN。技術の腕前は雑誌でも取り上
げられ、ファッションショーでも活躍するほど。日本と香
港の良さを融合し、オンリーワンの「美しさ」を提供する。

住所：Rm. 601-602, Loke Yew Bldg., 
　　  50-52 Queen's Rd. Central, Central
電話：(852)2361-3232（要予約。日本語・英語・広東語・中国語対応）
ウェブ：www.bellussalon.com

Bellus Salon
ベラス・サロン
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香港

B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n ～

　今年創業20年を迎える「Caricy Hair Salon」。同店ス
タッフが自信を持っておすすめするのがオールハンド
ヘッドスパだ。じっくり時間をかけてマッサージすること
で、頭皮や髪の状態を改善し、健やかに保つ。そのほか
肩こり・眼精疲労の解消、そして女性には嬉しいリフト
アップ効果も期待できる。人気メニューのため、事前の
電話予約のみ対応可能。

住所：Rm. A, 22/F., Way On Commercial Bldg., 
　　  500 Jaffe Rd., CWB
電話：(852)2838-1236、(852)2838-9541
ウェブ：www.caricy.com
フェイスブック：www.facebook.com/hair.caricy

Caricy Hair Salon
カライシ・ヘアサロン

　銅鑼湾(コーズウェイベイ)のタイムズスクエア正面に
位置する「TO.KIO HAIR DESIGNING」。
　同店では接客サービスから扱うプロダクトまで、日本
人ゲストのニーズに合わせている。使用薬剤は日本製に
こだわり、アリミノ、資生堂など幅広く扱う。在籍するデザ
イナーは日本語対応可能であるため、細かいニュアンス
を伝えられるのが嬉しい。

TO.KIO HAIR DESIGNING
トキオヘア・デザイニング

住所：3103-6, 31/F., Soundwill Plaza, 38 Russell St., CWB
電話：(852)2613-0303
フェイスブック：www.facebook.com/pages/
　　　　　　Tokio-Hair-Designing/1390364144525136

　髪や地肌がべたついたり乾燥しがちなこの季節。
「Hanmi Hair」ではあらゆる頭皮・髪の悩みを解消できる
ヘッドマッサージが好評だ。マイクロスコープで頭皮を
診断し、一人一人の悩みに合った薬剤を使用して頭皮環
境を整える。アロマの香りに包まれながらのマッサージ
はリフトアップ・リラックス効果もあり。リピーターが後を
絶えないスペシャルケアを一度お試しあれ。

住所：Unit,1002,10/F.,Humphreys Bldg.,
  　　11 Humphreys Ave., TST
電話：(852) 2673-6661
フェイスブック：www.facebook.com/hanmihair/

Hanmi Hair
Hanmi Hair

　繁華街の銅鑼湾(コー
ズウェイベイ)に店を構
える「Kapas（カパス）」
は、その立地の良さをは
じめ、平日・土日問わず
他店より早い9時30分か
らオープンしていること
もあり、買い物ついでや
お子さんの送迎の待ち
時間、さらには仕事前な
ど、それぞれのライフス
タイルに合わせて利用できると評判だ。スタイリスト歴
20年以上の経験を持つオーナー・スタイリストの大久保
氏が手掛けるスタイルは、トレンドを取り入れながらも、
個性を引き出す自然な仕上がり。シャンプー前のカウン
セリングから仕上げまでを大久保さん自らが対応してく
れるのも魅力で、柔らかい陽射しが心地よい緑を基調と
した空間はまさに都会のオアシス。自然と足を運びたく
なる、居心地のよいオススメサロンだ。

住所：15/F., Nam Hing Fong, 39 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2882-3662
フェイスブック：「Kapas Hong Kong」で検索

土日も朝9:30よりオープン！グリーンが基調の都会のオアシスで癒されて

カパス

店内動画はこちらから

　今年創業20周年を迎える「Hair Xavier」の一押しは、
ゲストの個性に合わせて提案するパーマだ。カウンセ
リング時にスタイルのイメージ共有をし、ボリュームや
カール感を個人の髪質に合わせて調整、印象までも思
いのままの仕上がりに。この夏はアレンジ次第で様々な
シーンに映えるパーマスタイルをコーディネートに取り
入れてみてはいかがだろう。

住所：13/F., Canton Plaza, 82-84, Canton Rd., TST
電話：(852)2317-4050
ウェブ：www.hairxavier.com
フェイスブック：www.facebook.com/HairXavier/

Hair Xavier
ヘア・ザビア

15Pocket Page Weekly 08 September 2017 No. 608
B

香港ヘルス＆ビューティー



ウエブ：サービス概要　https://quapp.space/　　
  　　　Aqua Plaza HP  http://aquaplaza.com.hk/

お問い合わせ先
メール：space@aquaplaza.com.hk　　  LINE：@wqa8549y　　
電話：ショップ （852）2377-0255、オフィス （852）2370-3443

このように、Aqua Plazaでは、日本製品を簡単に香港に
出展ができる仕組みを提供している。
品質・機能・デザイン性の良い、日本製品を香港でも展開したい方は、
まずは気軽に問い合わせをしてみよう。

Aqua Plaza
相談窓口　公式LINE

IKUMIMAMA様 （ドーナツ）
平均月間売上3,000個

Roototo様 （トートバッグ）
平均月間売上500個

MOGU様 （クッション）
平均月間売上300点

Living Goods様 （栽培） 
平均月間売上げ500個

楽屋様 （駄菓子） 
平均月間売上30,000本（例としてうまい棒）

NAPO様 （化粧下地） 
2017年より出展

D2place茘枝角（ライチーコック）　 本店　「学生からバイヤーまで幅広い年齢層が来店」
約630平米（約190坪）のスペースに「カワイイ・楽しい・新発見」のコンセプトをもとに、現在約2,000種類のアイテムを販売。オ
フィスビルや住宅が密集している地域のため、日中は子ども連れの主婦層、お年寄りの来客が半分を占め、アパレルや雑貨、
食品、キャラクターアイテムの購入が多い。平日は特にオフィス勤務の20代前半～50代までのワーカーが休憩時間に買い物に
来たり、帰路に付く前の買い物客の来店も目立ち、スイーツや飲料品、日用品雑貨、駄菓子なども人気の商品となっている。

HANDショッピングモール　屯門（チュンムン）店　「人口約49万、香港最大のベッドタウン」
日本で今流行の雑貨ショップ＆カフェのコラボレーションショップとして運営。屯門（チュンムン）は香港最大級の住宅地で、
中国大陸に近い立地なのでの中国人観光客、香港へのローカル顧客への販売するのには好立地となる。屯門店には中に
カフェエリアがあるため、買い物してそのままランチ、コーヒーを楽しむお客様、子供連れの主婦層も多い。また、帰宅前の
学生やOLが来店し、スイーツやお菓子、アパレル雑貨、生活雑貨などの購入もよく見られる。

これまでの実例

お客様の作業は日本の指定倉庫に商品を送るだけ！
極限までにご負担いただく作業を軽減いたしました。

シンプルなワークフローアクアプラザ
香港出展・出品サービスについて

【STEP 1】

【STEP 2】

5店舗以上の店舗からお客様の商品に
マッチした店舗の棚を選択。
商品のターゲットに合わせた販売スポットを選んでいただけます。

商品を日本の指定倉庫に郵送。
商品を日本の指定倉庫に送るだけ！
手間もコストもかかる海外輸送を一から
手配して頂く必要はありません！

最短2週間で香港のお店に商品が並びます。
指定倉庫に商品到着から最短2週間で香港の希望店舗に商品が並び、
販売スタートできます！

ご指定の口座に毎月月末に売上を送金いたします。
香港に法人口座がなくても大丈夫！
日本の口座に売上を送金致します。

アクアプラザ香港出展・出品サービスは香港に商品を出品、
出店する際の「費用」「時間」「労力」を極限まで抑え、
将来的に香港で独立店舗展開から世界
展開していただくことを目的としたサービスです。
香港に商品を出品、出店するために必要な
「輸送」「店舗」「販促」「管理」すべてを一括してご手配、
ご提供いたします。

安く、気軽に、簡単に、
海外進出してみませんか？
商品の発送は？法律面は大丈夫？関税は？

スタートまでの様々な障害は全て我々がサポートします。

簡単に出品、出店できます
商品を日本の指定倉庫に送るだけ。
3週間後には商品が店頭に並びます。

すでに顧客が居る店舗に出品、出店
香港で5店舗以上展開する
日本規格商品専門店の「アクアプラザ」に
あなたの売りたいものをに出品、出店できます。

安心の日本語対応
英語や広東語が話せなくてもOK。
現地日本人スタッフがフルサポート。

Y
毎月の固定費が最小限 海外で店舗契約する

リスクが無い
法律的な問題は
全てクリア

店員の対応が
日本クオリティ

香港の高額な家賃では
考えられない低費用

店舗のレイアウトに
ゆとりがある

香港で売れるということは

香港で商品・サービスが流行れば中国13億人、台湾などに情報が瞬く間に拡散し、タイ、ベトナム、
ミャンマー、ラオスなどのASEAN地域への展開も見えてきます。

「香港365日エキシビジョン」
アクアプラザ香港出展・出品サービス

香港で実際に売れている売り場に出展・出品してみませんか？
御社商品の単発的な”発表会”ではなく継続した収益作りをアクアプラザがサポートいたします

「香港365日エキシビジョン」
アクアプラザ香港出展・出品サービス

香港で実際に売れている売り場に出展・出品してみませんか？
御社商品の単発的な”発表会”ではなく継続した収益作りをアクアプラザがサポートいたします

【STEP 3】



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！ 香港一アットホームなサッ
カーチームです！
活動内容は、毎週末の試合、練習、海外
遠征、飲み会、レクリエーションと幅広く
年間通じて活動しています！
サッカー経験問わず、チームの一員と
なり一緒に楽しく盛り上げてくれる方大
募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専修大学  OB会  香港、華南支部
開催日時：2017年11月24日（金）
場所：香港　
専修大学、石巻専修大学、専修大学付
属高等学校、専修大学松戸、北上、玉名
高等学校をご卒業の方または関係者の
皆様でご興味のある方はお気軽にご連
絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(担当：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

究極のモールガイド
香港版 香港には次から次へとモールができると言う人もいるが、たしかに数は多かれど、

各モールにはそれぞれに合った買い物や探索の仕方がある。
今回は香港にあるモールを楽しむポイントをご紹介しよう。

【1881 Heritage】【1881 Heritage】 【Harbour City】【Harbour City】
　かつて海洋警察本部の本拠地が
あった場所に建つエレガントな
ショッピングスペース、1881 Heritage。ラグジュアリーな
ショップと高級レストラン、クラッシックなホテル、文化ホー
ルを有するこの建物で一日を過ごすなら、その場所にまつ
わる120年におよぶストーリーにもぜひ触れてみて。尖沙
咀（チムシャーツイ）のスターフェリーピアから歩いてすぐ、
香港の歴史を感じるのに最適な場所だ。

　九龍島サイド、ビクトリアハーバー沿
いのハーバーシティは文字通り香港最
大級のモール。
　スターフェリー乗り場やアベニュー
オブスターなどの人気スポットに近く、
尖沙咀（チムシャーツイ）のみならず香
港の観光シーンにとって欠かせない存
在であり、グルメ、ショッピング、ホテル

と、香港での滞在を完璧なものにするための申し分ない拠
点になってくれる。ホリデーシーズンに訪れた際は、素晴ら
しいディスプレイの前で記念撮影をするのをお忘れなく。

　九龍島サイド、ビク
トリアハーバー沿いの

ハーバーシティは文字通り香港最大級のモール。
　スターフェリー乗り場やアベニューオブスターなどの人
気スポットに近く、尖沙咀（チムシャーツイ）のみならず香港
の観光シーンにとって欠かせない存在であり、グルメ、
ショッピング、ホテルと、香港での滞在を完璧なものにする
ための申し分ない拠点になってくれる。ホリデーシーズン

に訪れた際は、素晴らしいディスプレイの
前で記念撮影をするのをお忘れなく。

住所：Canton Rd.、TST

住所: Gloucester Rd., CWB

住所：3-27 Canton Rd., TST

【Fashion Walk】【Fashion Walk】
住所： Sha Tin

　沙田(シャーティン)の中心
部にあるニュータウンプラザ

は、友人、家族と買い物や食事のために訪れるのにも、競
馬の合間の時間を過ごすのにもピッタリの場所。ちょっと
ユニークなアクティビティをお望みなら3階の”Snoopy‘s 
World”を訪れてみてはいかがだろうか。スヌーピーや仲
間たちと、楽しいひとときを過ごすことができる。

【New Town Plaza】【New Town Plaza】

住所: Diamond Hill

　ダイヤモンドヒルプラザハリウッド付近に
居住、もしくは勤務している人にとっては全て

のニーズを満たしてくれる特別なモール。家で料理をする気がおきない日も、モール内
には幅広いジャンルの飲食店があるので心配ご無用だ。エンターテイメントをお探しな
ら、プラザ・ハリウッド・シネマで、世界中の最新映画を鑑賞するのもいい。素晴らしい景
観を望むことができるお寺「Chi Lin Nunnery」からもすぐそば。

【Plaza Hollywood】【Plaza Hollywood】
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 ショッピング（香港・広東共通）



コラボ企画

チケットカウンターで
チケットを買う

（今回はコラボ企画の為、無料）

1

カップをデザインする3

スープと具材を選ぶ5

シュリンク包装をする7

手をきれいにする2

麺をセットする4

フタをする6

エアパッケージにポンプで
空気を入れる8

※⑥⑦の工程はスタッフが行います。

作り方を見てみよう!

さあ、君はどんな組み合わせで創る？？

スープは4種類の中から1つ、具材は12種類の中から4つお選びいただけます。(麺は1種類です)

麺

スープ

具材

麺
大豆、小麦

シーフード味
大豆、魚介類、
甲殻類、乳、小麦

スパイシーシーフード味
大豆、魚介類、
乳、小麦

カレーシーフード味
大豆、魚介類、
乳、小麦

チキン味
大豆、乳、
小麦

コーン エビ
甲殻類

ネギ キャベツ
乳類

イカ 人参 チキン
大豆

カニカマ
魚介類、甲殻類、小麦

牛肉
大豆、小麦

卵
卵、大豆、小麦

チーズ
大豆、乳類

豚肉
大豆、小麦、卵、乳類

12組
限定!

オリジナル「マイカップヌードル」を
自分で作っちゃおう！

「出前一丁」と、香港でひとつだけの

香港国際空港内にあるマイ
カップヌードルファクトリー
は、香港でひとつだけのオリジナル「マイカップヌードル」を作ることができる工房。自分でデザ
インしたカップに、4種類の中からお好みのスープと、12種類の具材の中から４つのトッピング
が選べて、味の組み合わせは、なんと合計5,460通り。「逆転の発想」の大切さを楽しみながら
体感できる日本語での企画を、今回日清食品と週刊PPWのコラボにて実現。しかも今回は特別
に、【出前一丁ファクトリー】での出前一丁製造体験と、【マイカップヌードルファクトリー】でのマ
イカップヌードル製造体験を同日に続けて体験できてしまう特典付きだ。お申込は定員になり次
第締め切りとなるので、お急ぎあれ！

コラボ企画 概要
日期： 2017年9月23日
時間： 13:45 集合 出前一丁ファクトリー (開始時間14:15、体験時間約90分)  マイカップヌードルファクトリー (開始時間16:00、体験時間約20分) 
場所： 出前一丁＆マイカップヌードルファクトリー / 出前一丁工作坊及我的合味道工作坊 (童夢城通識學園内)
 香港國際機場 2號客運大樓 6樓6P005
費用: HKD 100/2名 (必ず1名は成人、お子様は6才以上で参加する事。通常、上記２体験は総額HKD160です。当日はお釣りがないようにお願いします)
参考HP: www.mycupnoodles.com.hk
お申込方法：メールに、参加する２名の氏名・年齢、ご住所、
電話番号をご記入の上、zets_ppw@pocketpage.com.hkまでお送りください。
※定員となり次第、締め切りとなりますことをご承知おきください。
※参加の有無に関わらず、お申込頂いた方には後日DMやメルマガが届く事もございます。
※直前日の最終参加確認メールにご返信頂いた方のみ、ご参加可能となります。返信がない場合は参加できません。
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息子が幼い頃、私の理想の子供像は「クレヨンしん
ちゃん」でした笑笑

その頃、お母さんが見せたくないアニメ1位に輝いてお
りました。

世のお母さんが嫌うのは、
・子供のくせにませている
・好きなことばかりしていうことを聞かない
・いたずらばかりして手がかかる

こんなところでしょうか？

私がクレヨンしんちゃんを支持したいのは、
・生きる力がある
・自分で考えて行動できる
・自分の好きなことがわかっている
・周りを冷静に観察できる
・自分に自信がある
今の混沌とした世の中で「自分軸」で生きるしん
ちゃん。
生きる力があると思うのです。

「蟻とキリギリス」というイソップ童話がありますね。
世の中では、コツコツ休まず勤勉に働く蟻が賞賛され
ます。
自分の好きなことばかりして、将来のために蓄えなかっ
たキリギリスは、罰が当たって当たり前の存在。
本当にそうでしょうか？
好きなことも我慢して、ただただ毎日ルーティンで働い
てる人が幸せでしょうか？
人生の大半を世の中のルールに従って生きている大
人たちは笑っていますか？
常識やルールは生きる時代、生きる場所によって、新し
い発見、新しい知識によって容易に変わるものです。
常識やルールに従って生きていても幸せにはなれな
いことに多くの大人たちは気づいています。
けれど、これまで信じてきた生き方を変えることは難
しい。
本当は自分らしく生きたいけれど、周りの目や自分の
中の「べき」が邪魔して社会に適応するために頑張っ
てしまいます。
すると、自分の気持ちを無視しているので、心が満たさ
れません。
満たされない心は、自分勝手に生きている人を攻撃し
始めます。

本当は自分らしく自由に生きたかった。
そんな風に生きている人が羨ましい。
そんな気持ちが「妬み」や「憎しみ」に変わることもあり
ます。

理想の「蟻とキリギリス」はこうです。
歌うことが喜びだったキリギリスは、一生懸命働いてい

る蟻たちに心地よいBGMを届けました。
蟻はそれを聴きながら、同じく喜びに満ちてせっせと
働き続けることができました。そして、夏のお礼にとキ
リギリスに喜んで食料を分けてあげました。
めでたしめでたし笑

この世の生きとし生けるものすべてに、生きる意味が
ある。
それぞれの得意な分野、それぞれの魂が喜ぶことをし
ながら共存して生きていける社会になればいいなと思
うのです。

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43回 しんちゃんと蟻とキリギリス

今回は、男女が考える「結婚後の生活スタイル」について探って
みした。夫婦別姓や別居婚、週末婚などが話題になっています
が、実際のところはどう考えているのでしょうか。

○よりよい生活のために、夫婦共働き希望！
　「あなたは結婚後、どのような生活を送りたいですか？」の質問
に、男性は半数、女性は4割の方が「夫婦共働き」と回答している。
　以前は、「女性は家庭に入って専業主婦」というイメージがあり
ましたが女性の社会進出の影響もあり、それに伴い管理職など
社内でも重要な位置に置かれる人が増えてきた。したがって、結
婚後も共働きを希望する女性が増えたと考えられる。

　上記の結果を見ると、「特にこだわりはない」と回答した男性が
45%でした。その理由として「お相手の意志を尊重したい」や「自
由に選択し、ケースバイケースで決める」といった意見が多数
あった。一方で女性は23％の方が専業主婦を希望している。経済
的な理由はもちろん、男性は女性を尊重し女性は時代に沿った
生き方ができるのではないでしょうか。

以下は、共働きと回答した方の声。

　この他にも将来のために、子供ができるまでは働いていてほ
しいという男性の意見とよりよい生活のために子供ができるま
では働きたいという女性の意見が多数あった。「子供の出産」を
区切りに考えているよう。

○男性は保守的！ 女性は・・・？
　結婚はしている安心感とひとり暮らしの気楽さの両方が味わ
える「別居婚」。女性の生活手続きが楽になる「夫婦別姓」。どちら
もメリット、デメリットがありますがみなさんはどう考えているの
でしょうか。

　男性より、女性の方が「賛成派」が多い結果に。賛成派女性の
声に多かったのは、仕事関係でした。女性も社会に出て、バリバ
リ働く時代。会社での立場もあり、名前が変わることで支障が出
てくる場合もある。

賛成派

こちらは反対派の意見。意外と男性は保守的な意見が多いよう。

反対派

　夫婦の一体感が損なわれるという意見もあるが、同性でも離
婚する夫婦や別姓でも強い絆で結ばれている夫婦もいる。
　現在、日本では結婚をする際に夫婦どちらかの姓を選び、名乗
ることが定められている。しかし、この制度を見直す動きが法務
省で行われている。
　「選択的夫婦別姓制度」といい、別姓を希望する場合は男女そ
れぞれ結婚する前の名字を名乗れる制度。「選択的」なので、別
姓を強制するわけではない。世界に目を向けてみても、同じアジ
アの韓国や中国は文化的に夫婦別姓の国。多様化する家族の形
に対応するため、いずれ日本でも広まっていくかもしれない。
　まだまだ男性の方が保守的で、昔の文化にとらわれているの
ではないでしょうか。男性の意識改革こそが、少子化・未婚化の
解決の糸口となるかもしれない。 

～未婚の男女867名にお聞きしました～
理想の結婚後の生活スタイルは？

株式会社IBJ（東一：6071)は、婚活サービスを利用中の未婚男女867名(男性：448名,女性419名)に
「理想の結婚後の生活スタイル」についてアンケート調査した。

あなたは結婚後、どのような生活スタイルを送りたいですか？

男性 女性

夫が働き、妻は専業主婦

夫婦共働き
50％

夫婦共働き
50％

夫婦共働き
45％

夫婦共働き
45％

5% 夫が働き、妻は専業主婦

23%
特にこだわりはない

45%

特にこだわりはない

32%

夫婦別姓、別居婚など結婚しても自由な関係についてどう思いますか？

男性 女性

賛成

反対
50％
反対
50％

賛成
35％
賛成
35％

10%

反対
20%

20%

20%
分からない分からない

どちらでもないどちらでもない

15%

30%

男性の声
◆二人とも働いて家事もした方が
経済的に豊かかつ快適な家で暮
らせる

女性の声
◆ちゃんと家族の形を整えて旦那
さまを支えられる環境を作ってか
らですが、家庭以外でも輝ける場
所があると生活も楽しくなりそう

◆お互いの趣味やプチ贅沢や子供
の学費などの貯金を早めにして
おきたい

◆ダブルインカムで選択肢がふえる

◆専業主婦(夫)は世間の感覚を掴
めなくなると思うため

◆妻に社会と繋がって欲しいから

◆お相手の身に何か起こったとき
に精神的経済的な負担を少なく
させてあげたいと思う

◆働きながらお互いを支えて行き
たいから

◆生活にメリハリをつけたい

◆将来のために貯めておきたい。子ど
もが産まれたらその資金にしたい。

男性の声
◆結婚の形態が多様化しているの
が現状だから

◆当事者同士の問題だが選択する
自由であるべき

◆仕事・結婚生活など効率的に回
せる可能性が高まる

女性の声
◆結婚すると姓が変わるのは不便。
同居の為だけに仕事を辞めるの
はもったいない

◆銀行、クレカ、印鑑証明、動産不動
産の名前変更など苗字の変更手
続きが大変だから

◆これまでのキャリアがリセットさ
れてしまう恐れがあるため

男性の声
◆他人から家族になるのに、別姓、
別居するなら同棲か友人でよい

◆夫婦の関係が薄れるから

◆昔的な考えになるけど、同じ家に
住んで同じ名字で生活をするの
が結婚だと思うから

女性の声
◆夫婦で共有しないと結婚する意
味がないから

◆毎日、顔を合わせ挨拶をしたい

◆結婚するということは同じ籍に入
り家族になることと思うから

ライフ（香港・広東共通）
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（所在地） 珠江新城

（間取り） 3LDK　148m²

（環　境） 地下鉄5号線　　

（備　考） 生活便利、バスタブあり

（月　額） 15,000元

朱美拉　　高徳マンション

林和苑　　林和マンション

（所在地） 越秀区

（間取り） 2LDK　75m²

（環　境） 地下鉄1号線　　

（備　考） 全部屋内装、電気付き

（月　額） 5,500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

広州

H
o
n
g
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o
n
g
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g
 D
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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 
エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352
広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室 
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)136-3285-3590
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

中怡　　コンコルディア

（所在地） 天河区

（間取り） 1LDK　85m²

（環　境） 地下鉄1、３号線

（備　考） 全部屋内装付き

（月　額） 8,500元

ライフ（香港・広東共通）
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深圳

◆ビジュアル系スイーツ登場！◆ 
　先日、日本のテレビ番組で、ホテルのスイーツバイキングが紹
介されていました。
　このスイーツバイキングのテーマは「マリーアントワネット
の結婚」。古き良きフランスの華やかな時代をイメージさせる
ようなスイーツが大人気で、女性客を中心に長蛇の列をなして
いました。並んででも必ず行きたいスイーツバイキングなのだ
そうです。
　SNS時代は食べ放題より撮り放題。
　抜群の美味しさが求められる一方
で、ビジュアル的に可愛いスイーツと
一緒に過ごせる空間を楽しみ、それを
自分流に並べ、写真に納めて楽しみ、
そしてFacebookやインスタグラムで
紹介して楽しむという時代になりまし
た。こうした願望を満たすかのように、
様々なスイーツが登場しています。

　さて、風水では第九運（先天：2017-2043年・後天：2024-2043
年）になると、綺麗で可愛くキラキラしたものが注目されます。ビ
ジュアル系のスイーツが大人気なのはその一つの現れなのだ
と言えます。

◆風水で美を取り入れる方法◆　　　 　 　　　 　　 
　ビジュアル的な美が求められる時代、何をすれば美しさを取
り入れることができるのでしょうか？
　もちろんお肌のお手入れや美しさを磨くための運動や食生活
に気をつけることが大前提でしょうが、比較的簡単な風水の方
法として「住まいに水を取り入れること」が挙げられます。
　例えば、皆さんのお住まいの付近にきれいな清水や美しい海
があれば、そのお住まいやそのエリアに住んでいる人々は自然
と美しくなっていきます。目の輝きや肌のツヤ感にも影響してい
きます。付近に川や海がなければ、あるスキンケアメーカーが実
践しているように室内に水槽を設置するのも一つの方法といえ
ます。北の方位に水がある、これがポイントです。
　また、清らかな水がお住まいの付近にあるのに、それを妨げ
るような大きな棚を室内に置いてしまえば逆効果になってしま
います。そして、付近にある川や海が濁っていたり悪臭がするよ
うな水であれば、これも逆効果です。
　風水用語の「金白水清」は典型的な美しい人のことです。五行
の金エネルギーと水エネルギーを軸に持つ方は清らかな美し
さを持っています。それはまるで目元からあふれてくる喜びの涙
のようなクリアな美しさです。例外ももちろんありますが、綺麗に
なるためには金エネルギーと水エネルギーが必要なのです。

◆孟意堂風水的水に関わる奥義◆ 
　では、なぜ水が人の美しさに影響するのでしょうか？
　その理由はきっと人体の約60％以上が水分でできているから
でしょう。人のカラダはその地域の水に呼応しているはずです。
だから、中国であれどこであれ、きれいな水がある地域からは美
男美女が生まれるのだと思います。
　では、清らかな水さえあれば誰でも美しくなれるのでしょうか？

　水は「知恵」や「知性」も意味します。自分自身に水エネルギー
のある方は賢く、知的好奇心や高い感度のアンテナを常に働か
せています。内面にある知性が磨かれ鍛えているからこそ、それ
が自然と表面にあふれ、美しく見えるのではないでしょうか？
　孟意堂風水では、水などのリアルなものが何かと関わりを持
つこと、つまり「呼応すること」を重視しています。「呼応」、大事な
キーワードです。
　風水は目に見えない「陰陽五行」というエネルギーを扱うた
め、風水そのものが非科学的で根拠のない邪道なものだと思割
れる場合もあるようです。しかし、非科学的なのではなく、科学と
は違った視点から分析する学問です。邪道なものでは決してな
いのです。

風水の奥義を行く！ 第67回  風水で美しさを磨く、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
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