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　ラグジュアリーな雰囲気とデザインセンスで本物志向
の女性たちを魅了し続ける「SOZO Hair Design」。扱う商
品にもこだわり、美容における最先端のプロダクトが
揃っている。同店おすすめの「OLAPLEX」は、米国の科学
者によって発明された、髪の「修復」を可能にする新しい
タイプのトリートメントだ。その効果は絶大で、ダメージ
ヘアに悩む女性から支持を得ている。

住所：3/F., World Wide Commercial Bldg., 34 Wyndham St., Central
電話：(852)2353-5025
ウェブ：www.sozohairdesign.com/
フェイスブック：www.facebook.com/SozoHairDesignHongKong/

SOZO HAIR DESIGN
ソーゾー・ヘア・デザイン

　銅鑼湾駅（コーズウェイベイ）を出てすぐという便利
な立地にもかかわらず、都会であることを忘れてしまう
ような落ち着いた静かな店内。窓から海が覗く心地良
い空間で、高い技術をもったスタイリストがあなたに
ぴったりのスタイルを提案してくれる。「ヘアスタイルを
通して自分自身をもっと好きになってほしい」、そんな願
いが込められたサロン。

住所：22/F., Shun Hei Causeway Bay Center, 
　　  492 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2573-1077 ※要予約
フェイスブック： www.facebook.com/luishairhk/

Lui's Hair Salon
ルイズヘアサロン

Beauty Salon
Information

　日本・海外合わせて280店舗
以上を展開する日系ヘアサ
ロン「REBEAUX」。香港では、紅
磡（ホンハム）と西湾河（サイ
ワンホー）に店舗を構えてお
り、確かな技術を持つ日本人ス
タイリストが在籍している。木
のぬくもりが感じられる店内
で、フレンドリーなスタイリス
トらと寛いだ時間を過ごすこと
ができる。日本のようにハイクオリティなカット、カラー、
トリートメントなどを受けられるが、日系サロンの中では
カット料金もシャンプー込みでHKD350と手頃。さらに、
キッズやメンズメニューも充実しているので、家族で定
期的にヘアメンテナンスできる。日本では感じなかった
ヘアストレスに悩まされる方々の救世主。アットホーム
なリラックス空間で、極上のキレイを手に入れよう。

実力派＆コスパ抜群の日系サロンで くつろぎ、楽しみながらヘアメンテナンス

レビュー

店内動画はこちらから

〈紅磡店〉
住所：Shop 25, G/F., Hung Hom Bay Ctr., 92-112 Baker St., Hung Hom
電話：(852)2303-0773
〈西湾河店〉
住所：Shop GD37, Lei King Wan, Site D, 25 Tai On St., Sai Wan Ho
電話：(852)2399-7898
ウェブ: www.ribis.net

HAIR SALON

　東京・青山の有名サロン出身で、雑誌やテレビで活躍した長谷川コウ
氏率いるヘアサロン「ボイボイラッカウス」は、中環(セントラル)と銅鑼
湾（コーズウェイベイ）に店を構える。実力のあるスタイリストが揃って
おり、なりたいスタイルになれると評判だ。肌色から似合うカラー剤を
選んで調合したオリジナルカラー提案も人気の高い理由のひとつだ。

〈中環店〉
住所：10/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2801-7755
フェイスブック：www.facebook.com/Voi-Voi-Rakkaus-Hair-salon-117266408377126/ 
〈銅鑼湾店〉
住所：3A, Prosperous Comm. Bldg., 54 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：(852)3565-0015

Voi Voi Rakkaus hair salon
ボイボイラッカウス
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香港

は、月に2回お届けしています。前回を見逃した
という方は、こちらから動画をご覧になれます。

Beauty Salon
Information

アンド

注
目
サ
ロ
ン

店
内
動
画

　ヘア、ネイル、アイラッシュ
の施術が一軒で受けられる
「Carte Blanche」。2フロアに
わたる同店では、いずれも世
界各地で経験を積んだ、実力
派の日本人プロフェッショナ
ルが揃う。幅広いスタイルに対応できる彼らの確かな技
術、行き届いた接客はもちろんのこと、同店で使われる
シャンプーやラッシュ、グルーなど施術に使われる商材
は髪や肌にやさしい日本の製品を使うなど、プロである
彼らの目と経験によって厳選されたものばかり。さらに、
専用の機材を導入し日本と同じ軟水を使うなど、常に高
いクオリティーを保っている。この日本と変わらぬクオリ
ティーを求めて、新界地区や深圳など広東省からも足を
運ぶ人も多いのだとか。「来る人を綺麗にしたい」という
シンプルで徹底した高いプロ意識に裏打ちされたCarte 
Blancheのサービスに身を委ねて、トータルな美しさを
手に入れてみては。

高いプロ意識の実力派トータルビューティーサロンで、ワンランク上の美を！

カルトブランシュ

住所：1/F. & 2/F. Mody House, 30 Mody Rd., TST
時間：10:30～20:00
電話：ヘア：(852)2739-1960　ネイル&ラッシュ：(852)2739-1966
ウェブ：www.carteblanche-hk.com
フェイスブック：CarteBlancheHKフェイスブックへはこちらから

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅C出口徒歩1分の好立地
に店を構える「PORTO」。経験・知識ともに豊富なスタイ
リストが5名在籍し、「人や笑顔が行き交う賑やかな大人
の集い場。」をコンセプトとする実力派サロンだ。店内は
明るくスタイリッシュな空間で、誰もが心地良く過ごすこ
とが出来る。最新の流行りを一早く察知し、ニーズに合
わせた技術力に定評がある。

PORTO Hair Designing
ポルト

住所：9/F., L`hart, No 487-489 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2834-5566
ウェブ： porto.com.hk
フェイスブック： www.facebook.com/porto.hk

　世界各国で20か国、店舗数500以上を展開する世界
的にも有名なヘアサロン「TONI & GUY」。世界で唯一美
容業界で”SuperBrand”や“Cool Brand”として称された
会社でロンドンのファッションウィークのヘアケアの公
式スポンサーも務める。高い技術と熟練の腕で実用性と
ファッション性を兼ね備えたヘアスタイルを提案する。

住所：G/F., 15 Wyndham St., Central
電話：(852)2801-7870
ウェブ：www.toniandguy.com.hk/
フェイスブック：www.facebook.com/toniandguyhongkong/

TONI & GUY
トニー・アンド・ガイ

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏に店
を構える「ベル・ジュバンス」。スタイリスト歴27年の経歴
を持つ菅尾さんが営む同店は、弱酸性美容法を基につ
くられた、髪や地肌に配慮された薬品を使用しているブ
ランド「ベル・ジュバンス」を香港内で唯一取り扱ってい
るサロンだ。

住所：6/F., 15A Matheson St., No. 2 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2881-0811
ウェブ：http://db.soknet.com.hk/thehk2000/living/belle/index.html

Belle Jouvence Beauty salon
ベル・ジュバンス
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マリリンのぶらグル巡り
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。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　中環（セントラル）のLKFタワーの9
階にオープンして8年、マカオやポル
トガルに行かずとも本格的なポルト
ガル料理が食べれるお店として長年
愛されてきた「Casa Lisboa」が賑やか
なウィンダムストリート（Wyndham 
Street）沿いの郵便局近くのビル2階
へ移転して、同店のコンセプトやシェ
フ、メニューを一新したコンテンポラ
リーなポルトガルレストランバー
「Casa Lisboa Portuguese Restaurant & Bar」として新装開
店した。爽やかな白と青を基調にした店内は落ち着いた雰
囲気で、ガラス張りの窓からは賑やかなウィンダムストリート
を行き交う人々や車を眺めることができる。オープンキッ
チンからはシェフが料理を作っているシーンを見て楽しむこ

とができる。フレンドリーなスタッフ
や温かみを感じる店内が料理
をさらに美味しくしてくれる。
　今、ポルトガルで主流と
なっているコンテンポラ
リーポルトガル料理。香港や
マカオでは伝統的な料理を提
供するレストランがほとんどだ
が、もっと気軽にポルトガル料理

とモダンに進化したポルトガル料理
を楽しんでほしい、という思いで香港初の

コンテンポラリーポルトガル料理店をオープン。

伝統料理に合わせて新鮮な食材を使用してひねりを効かせ
たポルトガル料理を紹介する。カクテルメニューには、ポル
トガルにインスパイアされた同店自慢のカクテルが並ぶ。ポ
ルトガル料理と一緒に試してみてほしい。
　グループシェフのJesus氏をはじめ、新たに数々のミシュ
ランレストランで勤務経験を持ち、レストランのコンサル
タントでもあるポルトガル料理の講師経験も持つFabio氏
をエグゼクティブシェフに迎え入れて、ワンランク上の新感

覚モダンポルト
ガル料理を紹介
する。
　まずは、前菜を
いくつか紹介しよ
う。鶏肉の代わり
にフランス産の
ウズラをグリルし
た「Piri Pri Quail」

はローズマリーのアロマの香りが食欲をそそる。甘口のモ
スカテルワインでインフューズした「Portuguese Octopus 
Confit」は食感が柔らかく、マスカットのほのかな甘みを感
じることができる。ポルトガル最南端のアルガヴェ地方で採
れた新鮮なアルガヴェ海老を様々な種類のトマトで煮詰め
たソースで絡めた「Algarve Shrimp」は海老の甘さとトマト
の酸味が絶妙なバランスの一品。
　もちろん伝統的なクラシックメニューも健在。ポルトガル
代表料理の鴨肉と出汁で炊いたご飯にポルトガル産ソー
セージをトッピングした「Duck Rice Lisboa Style」、表面はサ

クサク、お肉は柔らかく肉
の味をダイレクトに味わえる
「Suckling Pig Slow Roasted A 
Ba i r r ada」は不動の人気メ
ニュー。ポルトガルの国民食で
ある白身魚バカリャウ（タラの塩漬けの干物）のフィッシュ
ケーキ「Codfish Cakes」や蟹の甲羅に蟹の身とクリームで仕
上げた「Portuguese Brown Crab Sapateria」はポルトガル
産白ワインに合わせて楽しみたいメニュー。食事のお供に
はお手頃で美味しいコクのあるフルーティーなポルトガル
ワインを合わせるのを忘れずに。

Casa Lisboa Portuguese Restaurant & Bar
住所：2/F., Parekh House, 63 Wyndham St., Central
電話：(852)2905-1168
時間：ランチ 12:00～15:00、ディナー 18:30～24:00
ウェブ：www.casalisboa.com.hk

洗練された進化した
コンテンポラリーポルトガル料理店が中環にオープン！

エグゼクティブシェフの
Fabio氏

甘さと酸味が絶妙な味の
「Algarve Shrimp」

白と青を基調にした爽やかな
雰囲気の店内

同店自慢の
「Duck Rice Lisboa Style」

A5グレイドのBBQグリルドビーフ
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　鹿児島相互信用金庫が主催する「鹿児島県
産品の試食商談会」が8月18日、銅鑼湾（コー
ズウェイベイ）の「Sowelu Dining Bar」にて行
われ、同行と取引のある地元県産品を生産あ
るいは取り扱う企業10社と、香港の飲食店関
係者、香港のサプライヤーら総勢65名が参加
した。2回目ということもあり顔馴染みのメン
バーや初対面の方々がそれぞれの鹿児島特
産物を紹介し地元食材を使用した料理が振る
舞われた。
　同商談会は、毎年行われる香港最大級の国
際総合見本市「Food Expo」（17日～21日、香
港貿易発展局主催）に出展した鹿児島地元企

業のビジネスマッ
チングを同行が支援
する目的で今年で2回
目の開催となった。同
イベントは香港内で
一大イベントでもあり
毎年足を運ぶ人も少
なくない。産地特産の
料理の数々が並び、美

味しい料理やお酒に舌鼓を打ちながら、参加
者は交流を深めた。

　今後は同県
産品を鹿児島
県や香港ヤマト
運輸の物流協力
の下、小ロット（5～10キロ）からの注文に対応
予定。また同行の種子田営業開発副部長は
「今回で2回目なので継続して試食懇談会を
開催したい」と今後の発展に意欲をのぞかせ
ていた。Sowelu Dining Barの中村さんは「次
回もまた、当店を利用して頂き、Soweluを通
じて今後も鹿児島の美味しい食材を紹介して
いけたら」と語った。

Sowelu Dining Bar
住所：5/F., Chung Wai Commercial Bldg., 
  　　447-449 Lockhart Rd., CWB
時間：月～土 18:00～26:00 (日定休)
電話：(852)2766-1171
フェイスブック：sowelu.hk
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Sagrantino
Italian Restaurant

S G
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　この度、中環で10周年を迎えたサグランティーノのオー
ナーシェフ安田氏にお話しを伺った。

PPW：まずは、10周年おめでとうございます。率直なご感
想をお願いいたします。
安田氏：正直、10年も続くとは思いませんでした。10年間
お店に足を運んでいただいたお客様に大変感謝しており
ます。

PPW：中環のLKF付近で、レストランを10年続けるという事
は、御店の周りのお店が入れ替わっている事からも良く分
かるように並大抵の事でないかと存じます。香港で10年続
く秘訣はなんでしょうか？
安田氏：今の物件を探すのに半年をかけました。毎日約３
時間、自分の足で納得いく場所を探し続けました。レストラ
ン経営学で最も有名な言葉に「Location、Location、
Location」というのがあります。経営の成否の80％は場所
で決まるということを学びました。ここでいいかと妥協する
ことがありましたが、目を閉じてふっと来ていただくお客様
の層を想像してみるとやはり納得のいく場所でないという
ケースが多々ありました。
探しはじめてから半年後、不動産会社の方からの推薦も
あってLKFという場所周辺の飲食店舗とその客層をチェッ
クするようになりました。自分の勘ではありましたがこの周
辺に店を出すのが今まで自分がやってきたものが出せる
のではないかと数日間で確証しました。
この10年で家賃の値上がりが激しく周辺のいろいろなお
店が開いたり閉じたりしてきましたが、続いているお店で
共通していることが1つだけあります。そのお店に行かな
いと絶対食べられないおいしい1つのものを持っているこ
とです。自分の店でそれがどれにあてはまるかは月末の売
り上げを見れば一目瞭然です。これはお客様が決めること
なのでその絶対的に他にはない1つの商品を持てたこと
に本当に感謝しております。

PPW：10年で変わったことはなんでしょうか？（環境、ご自
身） また、逆に変わらないものはなんでしょうか？
安田氏：変わったことは、店の家賃が倍になったこととメ
ニュー品目が倍になったこと。前者は自分の意図的なもの
ではなく止む無く変わったことで、後者は自分が意図的に

変えていったものです。家賃のことは話出すとキリがない
ので割愛しますが、メニューについてはかなり努力をしま
した。開店当初は前菜からデザートを含めてまでも30品目
足らずでしたが、現在はランチのメニューも含めると100
品目あります。これは自分が3年以内に100品目にする目標
を掲げていたので目標通りだと思います。なぜ、100品目
にこだわったのか？リピーター客を飽きさせないのが最大
の理由です。開店前に香港内の自分の店の価格帯のお店
はほぼ全て食べ歩きました。クオリティーと価格はほぼ似
たり寄ったりだったので品数に目をつけました。そこで100
という数字が見えてきたのです。「Sagrantinoに行ったら
絶対あるよ！」とお客様に言ってもらいたかったのと、「もう
全部食べたし飽きた」と言ってもらいたくなかったことが
100品目という数字に現れました。
変わらないことは、美味しいと言ってもらいたい自分の気
持ちです。この10年間小さなことではありますが、やり続け
てきたことがあります。それが《本日のおすすめの一品》で
す。メニューを試行錯誤しているときから100品目を作り上
げてから以降も続けてきました。そのおかげで今年そのレ
シピ本を出版することまでできました。誰に言われること
もなくただ黙々と続けてこれたのは本当に料理が好きな
だけでなく、お客様を喜ばせたいというもとから持った本
性だと思います。これは親に感謝しなくてはなりません。

PPW：10年間で一番辛かったことは何でしょうか？また、そ
れをどのように克服されましたか？そして、一番うれしかっ
たことは何でしょうか？
安田氏：辛かったことは、スタッフとの信頼関係が一度崩
れたことです。レストラン経営は3つの信頼関係で成り立っ
ていると思います。お客様、スタッフ、業者。この３つの信
頼関係がうまくいっていればほぼ経営は安定するのです
が、1つでも崩れるとなかなかうまく回りません。その１つ
がスタッフとの信頼関係でした。
自分の料理に対する理想とサービスに対する理想がス
タッフと共有化されていなかったのです。何度となく料理
の作り方やサービスのやり方で衝突することがありまし
た。異国の地で異国の人を雇うのだからと自分に言い聞
かせてきました。決定的だったのは同じお客様に同じク
レームを言われて、それを直そうとする姿勢を全く見せな
かったことでした。しばらく考えましたが、自分で城を持っ
た限りは自分のやり方でやる決心をしてスタッフを大幅に
入れ替えました。苦渋の決断でしたが、それが転機となり
店全体の雰囲気のみならず停滞していた売り上げも大幅
に上昇しました。
うれしかったことは数限りなくあるのですが、一番最初に
来ていただいたお客様が今でも月に何度かご来店してい
ただいているということです。10年間途切れることなく。自
分は10年前にそのお客様に何をお出ししたかまで鮮明に
覚えております。その“カルボナーラ”をそのお客様は10年
経た今でも食べに来ていただいているのです。沢山食べ
ていただいて高いワインを何本も開けていただいたお客
様ももちろん経営者的には嬉しいことなのですが、経営者

である前に料理人である自分にとっては、好きな料理を愛
し続けていただけるお客様がいることほど嬉しいものは
ないんです。

PPW：今後の展開・目標・抱負をお願いします。
安田氏：1店舗目が成功すると2店舗目はとよく聞かれるの
ですが、同じ形態のお店をまた持とうとは全く考えていま
せん。ここで出せる味は、ここの店に来ないと味わえないと
思っていただきたいのが正直な気持ちです。２号店がで
きて、「味、違うよね？」とか「サービス悪くない？」とか自分
の見えない所で言われることが万一あったとしたら、とて
も耐えられないのです。自分の性格かもしれません。イタリ
ア時代にローマに行ったときあの有名店「Ristorante　
Sabatini」にお邪魔しました。生ハムを注文した際、なんと
80歳は越えているあのオーナーが自ら手切りでサーブし
に来てくれました。日本に支店を出すほどですから片言で
「どうぞ」と日本語で出していただいたのです。自分の脳裏
にはそれが鮮明に焼きついていて、一生自分も店に立とう
と思った瞬間でもあったわけです。2店舗目という発想が
ないのはそこから来ているかもしれません。
但し、お客様によく言われるのが「食事の後、もう一杯ワイ
ンを飲める場所が欲しい」ということです。これは開店以
来、沢山のお客様に言われ続けて来たので、昨年から自分
でも真剣に考えるようになりました。もう一杯ワインの飲
める場所。自分はワインではなく料理が専門なので、せっ
かくならワインに合うおつまみでお客様にもう1回喜んで
もらおうと、最近考えるようになりました。香港の家賃事情
にもよりますが、近い将来違う形態で“２店舗目”が実現で
きたらと考えております。

PPW：御店のお得意さん・弊紙読者・まだ来店された事が
ない方へ一言お願いします。
安田氏：実は、私は脱サラです。10年程勤めた金融機関を
経てこの世界に飛び込みました。最初は不安だらけで、私
がこの世界を目指すと言ったときは、周りからも相当馬鹿
にされました。ただ、幼少のときから料理が好きでいろい
ろな場面で料理を提供する場があったのでレストランとい
う目標を持つことには何ら抵抗ありませんでした。ただお
店を持つということは、お客様に来てもらわなければ商売
として成り立ちません。開店する直前の10年前にある占い
師のところに行きました。「今は不安だらけでしょう。顔が
暗いですよ。でも、あなたはお客様に助けられる。」とはっ
きり言われました。そして昨年の夏に全く同じ占い師のと
ころを訪れました。「自信に満ちてますよ。顔が明るい。お
客様に感謝しなさい。」と。顔に出ているということが何を
隠そう本当にお客様から支えられてきた自信によるもの
だと思っています。
これからもスタッフ一丸となって皆様に喜ばれるお店を目
指してまいりますので宜しくお願いいたします。 
PPW：ありがとうございました。
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周年記念

特集

2016 2017
香港においてジャパニーズ イタリアン
というひとつのジャンルを確立された
安田さんは、私にとっては兄貴分のよ
うな存在です。安田さんや他の飲食業
の方々とBBQやボートトリップ等で休
みの日は一緒に過ごしたりもします。
そんな時でも飲食業の情報交換をす
るのですが、「業者から、サンマが入り
だしましたねとか、白子が出回りだしま
したね。」なんて話をしたりすると、勉

強熱心な安田さんはそれを翌週には
メニューに取り入れてらっしゃるんで
すよね。私も彼の料理からヒントを得
て、当店のメニューに組み込んだりし
ております。そのひとつに、鮮魚のカル
パッチョや、和牛のカルパッチョがある
のですが、安田さんの料理から、私自
身の和食のエッセンスを取り入れて、
お客様にお出ししております。安田さ
んには「貴様ぁ～パクるな！」なんて冗

飲食同業者 日本料理の職人
吉川大将から見た安田氏とSagrantino

談半分に言われますが、お客様にはこ
のメニュー、結構人気があります。本当
は安田さんのステーキのソースのレシ
ピも教えてほしいのですが、「これだけ
は教えん！」と言われております。（笑）
　また、中環で10年もレストランを経
営されているのに、全然天狗にならな
い謙虚さも彼の魅力ですね。

取材協力： 日本料理職人 吉川大将

日本の雑誌から取材を受けて、シェフ
TAKASHI YASUDAの名を一気に世
界へ押し上げた逸品。和と伊の融合
されたエッセンスがここに凝縮。食
材卸業者曰く、「マグロの仕入れ量
が通常の日本料理屋より多い。」とい
う事からも、その人気が伺える。海苔
とワサビの風味と和のソースでマリネ
された漬けマグロが、カッペリー二の細
麺と実に良く合う。

マグロの冷製漬けパスタ
シンプルながらも、ボラの卵の
こってりした旨味がアツアツの
パスタと絡み手が止まらなく
なる一品。お皿からはみ出るく
らいに贅沢に散りばめられた
オレンジ色のカラスミに、風味
を添えるのが千切りにされたレ
モンの皮。柑橘系の香りが完成度
を更に高める。

カラスミのパスタ

同店の前菜と言えばコレ。新鮮な生の牛肉を厚
めにスライスし、オリーブオイルとバルサミコ酢
でマリネし、みじん切りのニンニクで味を引き締
める。上に盛られたルッコラの葉の苦さと、チー
ズの甘味とコクが、バルサミコ酢の酸味をまろや
かにして、牛肉に上手くマッチ。一緒に供されるビ
スケットと共に食べるとなお良し。

牛肉のカルパッチョ

軽めにフライをしたソフトシェルを白ワイ
ンソースで頂く一皿。その香ばしさがアルデ
ンテのパスタを口へ進ませる。

5 ソフトシェルのパスタ

刺身でも食べられるホタテの旨味と
フレッシュなトマトの甘味が見事に調
和。プロセッコや白ワインと共に食べた
い一皿。

6 ホタテの冷製パスタ

じっくりと赤ワイン特製ソースに漬け込ん
で良く寝かせたハラミの肉汁を逃がさな
いように周りをしっかりと焼き上げ、中は
ジューシー。まさにこれぞ【The 肉塊】。フィ
レンツェで修行中にヒントを得たグリルに
は、ポルチーニのリゾットと四角いフレンチフ
ライが添えられてボリューム満点。

4 ハラミのグリル

人気メニュー

海老とキャビアのトマトクリームソースパスタはトマトソースの酸味とク
リームソースの甘味が融合した【良い所どり】なパスタ。海老から出る魚
介のエキスを吸ったパスタと、まろやかなソースに感服。

編集部のイチオシ!番外! 

2017年1月には10年間生み出し続けてきたその季節の食材を使っての
料理をまとめたレシピ本を自費出版。現在店頭で好評発売中だ。今後
はアマゾンなどにも出品予定。限定版なので、欲しい方はお早めに。

店頭で好評販売中！
Sagrantinoのレシピ本

お酒で稼ぐよりも、料理を食べに来ててほ
しい。そんな想いから、なんとひとテーブ
ル5本までワインの持込が可能。店舗付近
のワイン専門店で、好みのワインを購入し
てくる常連客も。

HK$100でひとスタンプ押してくれるポイ
ントカードは、たったの15ポイントでワイ
ンを1本無料サービスという太っ腹ぶり。
4、5名の来店で一気にポイントカードが貯
まってしまい、次回はワインが無料なんて
光景も。

安田氏曰く、赤がラッキーカラーとの事。漫
画ルパン三世の次元大介が、黒い帽子を
何個も所有しており、その帽子を被らない
と、射撃の腕が落ちるエピソードと同様
に、安田氏も数着の赤いパンツを所有。ク
リーニング屋に一度なくされた時は大騒
ぎだったと言う。

Sagrantinoの　 知識豆
豆知識その1：
ワイン持込OK！

豆知識その2：
すぐに貯まるポイントカードで、

ワイン1本GET！

豆知識その3：
なぜ、安田氏は、いつも

赤いパンツをはいているのか？！
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　取材が早く退けた夕刻に、僕の足は中環にあ
るイタリアン『Sagrantino』に向かっていた。そう、
今日は何だか無性にイタリアンが食べたい気
分。しかもイタリアンでも、一般的なメニューが
食べたかった。日本人のオーナーシェフ安田さん
が切り盛りするこのお店には、セントラルという
立地もあってか来店客の人種も様々だ。恋人や
友人と、そして家族や顧客と来る人もいれば、僕
の様に独りで、ふらっと寄ってはグラスワインと
お気に入りのパスタをあっさりと平らげて帰路
につく人もいる。ローマに良くあるタイプの内装
をイメージした店内には赤レンガが積まれ、
ちょっぴり暖かみがある雰囲気を醸し出すのだ
が、これが安田さんの人柄から来るものなのか、
どうなのか。テーブルにつきグラスワインを注文
し、時計を見れば時刻は18:58。ピーク時ともなれ
ば、厨房で鍋を忙しく振るう安田さんだが、この
時はまだ早い時間ともあって、僕と話をする余裕
があるようだった。大きなガラス窓を背に立つ
と、ガラス窓が鏡の様に安田さんの背中を映し
出す。Tシャツの背中にはプリントされた
『Sagrantino』の文字。ツマミも注文せずに煽って
いたワインが回りだしたのか、その背中の文字
を見つめながら、僕はふと安田さんに質問を投
げかけていた。Sagrantinoを始めた背景には何
があったんだろうか・・・。

　「そう言えば、どうしてイタリアンのレストラン
を始めようと思ったんですか？」一瞬の間を置
き、安田さんが答える。「実は脱サラした後、ラス
ベガスに渡り、現地の大学で飲食やサービス業
に関わる事を学んでいたんです。」へ～意外。で
も何でイタリアではなく、アメリカなんだろう。も
しかして、リトルイタリーで修行したとか？「少し
でも学費と生活費を稼ごうと、学課が終われば、
近くのレストランでアルバイトに明け暮れまし
た。始めはお寿司屋の皿洗いとか、マックの店員
とか・・・。そして、最後に行き着いたのはヒルトン
ホテルの中にあるイタリアンレストランだったん
ですよ。」　おっ。ちょっと物語の兆しが見えてき
た。ラスベガスということもあり、出稼ぎとして働
くメキシコ人がレストランでも多く見受けられ、
そのレストランにおいて安田さんも例外ではな
く皿洗いの日々が続いたそうだ。トップのシェフ
はイタリア人のアントニオ。その下に４人のアシ
スタントシェフ。そして、その下に仕込みやら、盛
り付けやらと業務的には何でも屋の『スーシェ
フ』10名と、見習い達がいたらしい。「まあ、私が
居た所は中級のレストランで、チームとしてスー
シェフだろうが、トップシェフだろうが、空いてい
たらみんなで手伝うという雰囲気があったんで
すけどね。メキシコ人は、ちょっと注意されただ
けで、すぐに辞めちゃうんですよ。そんな中で私
はいつかレストランを開きたいという想いが
あったもんだから、ちょっと理不尽な事を言われ
ても無我夢中で続けていたんです。お皿を洗い
ながら、盛り付けを盗み見て、目に焼け付けた
り、メモをしたり。不思議ですね。そんな日が続く
と人って信用が付いてくるものなんですよね。

トップシェフのアントニオが、『ジャポネーゼ（日
本人）は、まじめに働く』って言うようになったん
です。

　転機が訪れたのはそんなある日の事。ベネチ
アンかどこかの大きなホテルのレストランで働
いていたアメリカ人シェフが入店した時だった。
『スーシェフ』として入ったそのアメリカ人のシェ
フは、「野菜や材料を刻んだりするのは、俺様が
やる仕事じゃない！」と言い出したのだ。チーム
ワークを大切にするトップシェフのアントニオは
それを聞いて激怒し、「お前なんて、いらん！辞め
てしまえ！明日からタッカァ～シ（安田さんの名
前：たかし）が『スーシェフ』だ！」とみんなの前で
公言してしまったのだそうだ。「ヨーロッパ人は、
アメリカ人の事が嫌いだから・・・。」と謙遜する安
田さんだが、皿洗いの時に得た信用があったか
らこそ、安田さんが『スーシェフ』になれた事は明
白だった。

　それから数ヵ月後、アントニオの下で経験を積
んだ安田さんは、イタリアへの航空チケットとア
ントニオの推薦状を手にしていた。アントニオの
紹介で初めて訪れたのは、ボローニャ地区のレ
ストラン。だが、ここでは「今は職に空きがないか
ら、ダイアナという店に行け」と言われてしまう。
その後、ボローニャ駅の直ぐ裏手にあるリストラ
ンテ・ダイアナで入店を許されるが、皿洗いの
日々が続いたそうな。「でも、ここでも皿を洗いな
がら、料理をじっくり観察して研究していました。
皿を洗っている横を料理がバンバン出て行って
ましたから勉強になりました。」との事。

　そして、3軒目もアントニオの紹介として入店
に成功。ボローニャのすぐ隣エマリオロマー
ニャ地区にある家族経営のトラットリア『イル
ポッツォ』がそのお店。「ここでは、いろいろやら
せてもらえて、鍋も振らしてもらいました。『給料
は要らないから住込みで働かせてくれ！』って真
剣に取り組んでいたら、本場のボロネーゼの作
り方を伝授してくれたんです。」照れ臭そうに言う
安田さん。でも、給料要らないって姿勢がすご
い！何でも、その店のシェフ達はみんな中華包丁
くらい大きな包丁を両手に持たされて牛肉の塊
をミンチにしていたそうな。機械にかけてミンチ

にするよりも、不揃の挽肉の方がソースが良く絡
む。そうか！サグランティーノのボロネーゼの美
味しさの秘密はここにあったんだ。確かに濃厚
で奥深い味わいが後を引く。初めてサグラン
ティーノのボロネーゼを食べた時に思ったのだ
が、自分で作る挽肉を使用したパスタや他店の
パスタに比べて、サグランティーノの挽肉は
ちょっと不揃で尚且つ大振りだ。「じゃあ、挽肉に
するところから、仕込んでいるんですか？」包丁を
二刀流で振るう仕草をする安田さんに聞いてみ
る。「実は、今でもボロネーゼの仕込みだけは誰
にもやらせていないんです。イタリア人ってベー
シックの中で違いを出していくんですよね。『俺
のボロネーゼはこうだ！』とか、『俺のカルボナー
ラはここをこうするんだ！とかって具合にです。」
そして、決め手はソース。イルポッツォ直伝の作
り方は、まず鍋にはオイルもバターも何も入れ
ずにいきなり挽肉を投入するんだそうな。そし
て、カラッカラになるまで水分を飛ばして挽肉の
中に旨みが凝縮するまで待つらしい。その次に
野菜を入れて、ここでもまた水分を完全に飛ばし
て、それからようやく赤ワインを入れる。既に３
工程目で手間が掛かっているのだが、ここで香り
を嗅いでみて、ワインの風味が完全に無くなった
のを確認してから、ようやくトマトソースを入れ
る。この全工程が約２時間ほど。うわ～、これは
美味しいはずだわ。そんな逸話を聞いていると、
エレベータの音が鳴り、２組のお客さんが同時
に入店してきた。お客様の方に振り返り、僕には
右手を上げて出迎えに行く安田さん。僕はその
光景を見ながら、メニューに視線を落とし、ホー
ルスタッフにイルポッツォ直伝のパスタを注文
していた。何も知らずにいつも食べていた逸品
の味が、10年という時を経て、より深みが出てき
ているのは気のせいではないだろう。

　※この文章は過去に掲載された記事に大幅
な加筆をしたものです。
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鳥丸雄樹（Torimaru Yuki）
香港を拠点に活動するフリーラ
イター。ロスの日刊サンへの寄稿
を経て今に至る。自身がベース
ボーカルを担当したオルタナティ
ブなハードコアバンドを引き連れ
て90年代は、ロンドンのコヴェン
トガーデンにてライブ活動を行
う。現在、随筆風フェイスブックも
更新しお友達も募集中。

文：鳥丸雄樹
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エマリオロマーニャ地区にある家族経営のトラットリア『イルポッツォ』直伝のボロネーゼ
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中村 智子さん
ペリエ香港総代理店代表

この度は、Sagrantino創業10周年、
心よりお祝い申し上げます。長くの
間多くの方々に愛され続けるのは、
オーナー安田さんのお料理に対す
る愛情、技術、人柄、経営手腕、全てが揃っているからだと改め
て実感しています。安田さんが作るイタリア料理の世界は、日本
人が作る繊細さとアイデアの融合で、本当に驚く美味さ！ 多くの
Sagrantinoファンを魅了し続けています。ウニパスタ、漬けパス
タ、ハラミのステーキ、ビーフカルパッチョ、アスパラ生ハム巻き
…大好きなお料理が沢山!! 今後、さらに20年目指して！ これから
もずっと通わせていただきますね！ますますのご繁栄を祈念し
ております。

坂根 正敏さん
日本食品海外プロモーションセンター

親愛なる赤パン先生へSagrantino 
10周年、誠におめでとうございま
す！ 営業後に、吟のカウンターで、あ
ゆちさんと静かに言葉を交わす姿
を度々拝見していましたが、TVドラマ『時間ですよ』の藤竜也と篠
ひろ子みたいでカッコ良かったっす。これからもSAGRANTINO
の隆盛はもちろん、ボートパーティや、BBQパーティ、誰かの誕
生日記念のトラムパーティ大盛り上がりで主役より目立つご活
躍ぶりを期待しています。でもそんなノリノリの貴殿が、誰より
も、材料調達や仕込み、パーティの進行含め一番尽力してること
も皆んな知ってますから。では、また!!

陳 日華さん
INFORICH ASIA CO LTD/ CEO

競争の激しい香港の中の一等地で
10周年を迎えられたこと心から最敬
礼を申し上げます！研究熱心に年の
1/4をヨーロッパで過ごしながら時
流に合わせて味とスタイルを学ぶストイックさは、その身体の
鍛え方が物語ってる通りだと思います！笑。 こんな諸々のエッセ
ンスから生まれる安心安定の味とクオリティー、温かい雰囲気
に、友人を連れて、また家族を連れていつも楽しく食べに行か
せて頂いております。益々のご発展を心からお祈り申し上げ、お
祝いの言葉とさせて頂きます。Congratulations on your 10th 
Year Anniversary Sagrantino!!!!

根間 尚志さん
銀行マン

10周年おめでとうございます！めま
ぐるしく店舗が入れ替わる香港、し
かもセントラル地区での10周年、素
晴らしい！ 定番に加えて遊び心のあ
る和風なメニュー。多過ぎる！とクレームしたくなる程のボ
リュームなのに手頃な料金。機嫌が良いと教えてくれる怪しげ
な歴史裏話や、突然やってくるラストオーダータイムのドキドキ
感も最高です。20周年、30周年もお祝いしましょう！！

百瀬 あゆちさん
Sake Bar GINNオーナー

安田さん、Sagurantino10周年おめ
でとうございます！この変化の激し
い香港で10年間、本当に素晴らしい
功績です。この10年間、大変なことも
沢山あった事と思います。継続は力なり、10年間本当にお疲れ
様でした。また、20周年のお祝いも一緒に出来きます様、今後も
ますのご活躍とご繁盛をお祈りしています。そしていつも本当に
有難うございます。これからもご指導のほど、宜しくお願い致し
ます。

タカシさん、サグランティーノ10周年
おめでとうございます！いつも友人
達や家族と一緒にお伺いさせてもら
ってありがとうございます。美味しい
料理にプロセッコにグラッパに（笑）タカシさんとの絡みもいつ
も楽しみにしています。これからもタカシさんの素敵なキャラクタ
ーと味に魅了されてもっともっとたくさんの人に愛されるお店に
なって下さいね。10年後にまた20周年記念パーティーを楽しみ
にしています。その時は、また家族で参加出来たら嬉しいですね。
これからもカラダには気をつけてバリバリ頑張って下さいね！

坂本さん一家
常連客

林さん一家
常連客

たかしさんサグランティーノ10周年
誠におめでとうございます。たかし
さんのホスピタリティとお料理への
情熱と、ご人徳がなせる業だと思い
ます。日本にいらっしゃることがありましたら、ぜひご連絡くださ
い。おいしいものを食べにいきましょう！香港にも行きたいと
思っているので、また家族3人で遊びに行かせて下さい！！

荻野 文花さん
元スタッフ

たかしさん、10周年おめでとうござ
います。サグランティーノで働いて、
たかしさんと出会ったおかげで沢山
の人と知り合うことができました。本
当に感謝してます！ 何年もたった今でもよくして下さる優しいボ
ス、スタッフにもお客様にも愛されるわけですね。早くZUKE食
べにいきたーい！！

安田さん、10周年おめでとうござい
ます。いつも美味しいパスタを作っ
てくれてありがとうございます。ステ
ーキのポテトとオレンジジュースも
最高です。20周年を目指すと共に、いつの日かオーベルジュの
オープンも楽しみにしております。これからも良いお店づくりを
頑張ってください。

原 佑騏君 
ちびっこ常連客

菊池 真由さん
ポリネシアンダンサー

サグランティーノ10周年おめでとう
ございます‼
香港に来た当初、まだお気に入りの
お店など無く転々と彷徨っていた頃
に、初めてサグランティーノのお食事を頂いた時の感動を今で
も覚えています。それからすっかり虜です。これからも益々のご
活躍楽しみにしております‼

藤川 夫妻
常連客

遠くインドの地からサグランティー
ノの10周年をお祝いします!
来年の春は筍と蛍烏賊のパスタ楽
しみにしてます。それから、新たな1
ページも…(⌒▽⌒)

赤パン先生、10年、一つの区切りとも
いえる10年。まずはおめでとうござ
います！ 思い出します、お店をオープ
ンする前は、場所の選定とメニュー
の開発に全力投球をされていた、赤パン先生。彼の夢、願望、欲
望にほんの少しだけ、お手伝いさせていただきました。何時も問
題にぶつかっていましたね（笑）仕入れ先、従業員、お客さんの
動向、等等、問題は尽きませんでした。でもそれを何なりとこなす、
赤パン先生がいました。一瞬の出来事に思える10年、これからも
羽ばたいてください！

傅 旭華さん
友人

これからもスタッフ一同、オーナーシェフの安田が考案したイタリアンを忠実に皆さまにお届けできるように頑張ります。
アツアツの料理は熱いうちに、また香港の暑さに最高のコールドパスタは最適な温度でご提供できるように愛情込めてお創りいたします。
また、ホールスタッフも元気に笑顔で皆さまの快適なお食事の演出に努めてまいりますので、よろしくお願いします。
ネパールの祝日などで、スタッフの多くがネパールへ一時帰国する際などはお客さんにもご迷惑をお掛けする事もございますが、
どうぞよろしくお願いいたします。これからも、当店サグランティーノをどうぞよろしくお願い申し上げます。
まだ一度もご来店されていない方のご来店も心よりお待ち申し上げます。Sto aspettando la tua visita!!!! Chao!!!
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ベストなシャンプーを
選ぶための３つのポイント
世の中の市場には何百という種類のシャンプーとコンディショナーが出ているが、どのようにして最適なものを選べばよいだろうか。
購入する前には下記のキーポイントを確認しよう。

❶ラベルを読んでみる
　ボトルに書いてある成分はやや
こしいものが多い。しかし正しい成
分が入ったものを使うことによって、
髪に効果が現れるのも事実だ。製品
の名前よりもむしろ、成分に注意を
払ってみてほしい。
　髪質に関わらず、貴方がオーガニックのライフスタイルを実践
しているのなら、多くのオーガニックの識者達が言うように、
シャンプーを泡立たせる成分、サルフェート（硫酸塩）フリーの
シャンプーを選ぶのがいいだろう。手に取った製品がサルフェー
トフリーを謳っていないなら、ボトル裏の成分リストを見て、ラウレ
ス硫酸ナトリウムのような洗浄成分や、より高い洗浄力を持つラウ
リル硫酸アンモニウムが含まれていないかどうかを確認しよう。

❷髪質に合ったシャンプーを選ぶ
　きちんと髪質に合ったシャンプーを選
べるかどうかは、貴方の髪の仕上がりを
大きく左右する。シャンプーは皮脂や汚
れなど、髪からの老廃物の除去を目的と
しているが、シャンプーにも多くのメー
カーがあり、同じメーカーでも油性肌向
け、ドライヘア、ノーマルヘア、癖っ毛、ダ
メージヘア用など、様々な髪質に向けた

製品を出している。
　細い髪質の人は大抵、オイリーな皮膚や髪質の人が多い。ク
リーミーなシャンプーは避け、透明でサラッとした、マイルドな
シャンプーを選ぶのがベターだ。
　乾燥してゴワゴワした髪、癖っ毛の人はクリーミーなシャンプー
を使い、シャンプーの後は必ずきちんとコンディショナーを使お
う。また、週に一度はホットオイルトリートメントを。

❸カラーヘアには専用のシャンプーを
　髪をカラーリングしているのなら、髪に優しく、カラーを保つよ
う作られた、カラーヘア用のものを選ぶ必要がある。カラーリング
やパーマ、日光などにダ
メージを受けた髪の軸
部分を強化してくれる、
小麦や大豆のエキス、シ
ルクアミノ酸などの成分
を含んだ、タンパク質
ベースのシャンプーが
お勧めだ。
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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にご連絡ください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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SAGRANT INO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。）
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香港 香港

     勝ち組コメント
　73期初勝利を目指し13人で試合に臨むツナメン。先発の杉
山から松倉への継投で相手打線を8点に抑え、攻撃では5本の
ホームランが飛び出すなど打撃好調で25対8とリーグ戦初勝利
を飾る。

     負け組コメント
　帰任したOBが香港出張の機会に飛び入り参加してくれまし
た。ツナーズさんの強力打線の前に試合は25-8で敗れましたが、
OBのタイムリーあり、4番打者のホームランありと、楽しくプレー
できました。

     勝ち組コメント
　新戦力民田が加入。初回いきなり2本のホームランを打たれ
るも、フォアボールのランナーを長打で返す効率的な攻撃で
エンゼルスさんの追い上げを振り切り勝利。次節はムードメー
カー太郎の最終戦。必ず勝ちます！

     負け組コメント
　中込、木原の連続本塁打で幸先よく先制に成功。しかし、強豪
コンポードーさん、すぐに逆転を許す。エンジェルスも前川、吐
田の長打などで追いすがるも、一歩及ばず。リーグ戦2連敗ス
タートとなってしまった。

香
港
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
速
報
！

第73期・順位表

チーム名
サンダース

コンポードー

カイザース

ブレーブス

オオゼキ

サクラ

ツナーズ

ベアーズ

ドリームス

エンジェルス

アタッカーズ

ロイヤルズ

パイレーツ

イーグルス

勝率
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

0.500

0.500

0.500

0.500

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

差
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

第73期　第4節　9月10日

ツナーズ

アタッカーズ

勝利投手：杉山
敗戦投手：田原

HR：松倉、Joe、武藤
　    砂永、Owen

HR：矢部

5

2

7

2

0

0

3

0

0

1

10

3

25

8

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

エンジェルス
コンポードー

勝利投手：長谷川B
敗戦投手：木原

HR：中込　木原

HR：

2
5
2
3
0
1
4
2
1
0

9
11

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

入団に関するお問い合わせはHKSA Men’s AA League広報
深田まで(masami.fukada.j@gmail.com)

ライフ（香港・広東共通）
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