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香港ピックアップ
今週の香港ピックアップ

新しい発見がたくさん！
コクヨポップアップストア
「Campus ノートコレクション」
〜11月26日
魅力的な限定品と個性的な文具がたくさん！
日本の有名な文具ブランド、
コクヨ。そのコクヨがさらにファンを楽しませるべ

湖シリーズや日本のキャラ、
とび太シリーズと共に様々なカラーバリエーション

くポップアップストアが開催され、今年で発売42周年を迎えるCampusの限定コ

とデザインが用意されている。開催期間中は、フリーギフトや「デコキャンパス

レクションを提供する。今回、
コクヨと国営ひたち海浜公園とコラボした青く美し

ワークショップ」も用意され、あなただけのCampusを作成できる。また、古い

いネモフィラの花の海の写真は、
ノートカバーにも採用されている。他にも琵琶

キャンパスノートのスキャンサービスもあり、嬉しいことにあなたの思い出深い
ノートをデジタル画像にして保存してくれる。

The Commercial Press, Shop S39, 2/F., Kornhill Plaza, 1 Kornhill Rd., Quarry Bay
日〜木 11:00 〜21:00
金〜土 11:00〜21:30（祭日を含む）
(852)2560-0238

Trick or Run
ハロウィン・ストリートマラソン

KIRIN ICHIBAN
一番搾り

10月29日

ワイン＆ディナー
香港Wine&Dineフェスティバル
〜10月29日

ハロウィン仮装で九龍を練り
「走れ」
！

いつも景色を特別なものに

仮装して、
トリックオアトリート！・・・といういつものハロウィンはお腹

秋シーズンに味わいたい
贅沢なビール

いっぱい？ 今年は仮装して、
トリックオアラン！
！ ハロウィン仮装をしな

雑味・渋みをできる限り減らして

がら九龍東を走り回ろう。カー

一番搾り麦汁だけを使用した、上

雰囲気は最高だ。
もちろん18

ニバルやフェイス・ペインティン

品な麦の旨味が広がるビール。一

歳未満の人も入場できる。家

グのブースなどイベントも盛り

番搾りで使用する麦100％の「一番

族全員で、今宵は夜景のディ

沢山！

搾り」
。

ナーやワインとしゃれこもう。

ビクトリアハーバーの夜景を見ながら、
ワインとディナーを楽しもう。世
界中から集められた珠玉のワインと食事、
そこに生演奏の音楽が加わり、

濃厚な味わいの上質ビールを

Central Harbourfront Event Space, Lung Wo Rd., Central
10月27日・28日 12:00〜21:30、10月29日 12:00〜22:00
入場料
HKD30(65歳以上と3歳〜12歳の小人、障がい者、フルタイム学生はHKD15。3歳未満無料)
(入場チケットの販売はクローズ30分前に終了)

是非、
ご家庭やレストランでお楽し
みください。
Fly the Flyover 01, Hoi Bun Rd., Kwun Tong
13:00〜22:00
http://runourcity.org/en/Home/HalloweenStreetathon
HKD140〜HKD720(ハロウィン・カーニバルは無料)

香港
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ワインパス クラシックワインパス・ライト：HKD100
クラシックワインパス：HKD200
グランドワインパス：HKD600(グランド・ワイン・パビリオンへ入場可能)

kirinbeer.hk

香港

香港

Flora

名前

リクルート

会社名

年齢・出身

ム
趣味/マイブー
彼氏

25歳/香港

バレーボール
います

オーストラリア
のFloraさん、
ボールが趣味
ー
レ
バ
言
撮影者から一
に感じます！
女性は魅力的
る
き
で
が
ツ
ー
スポ

お気に入りの国

報
画
人
美
ン
ホンコ
紹介
美しい女性をご

香港の
街ですれ違った

etty
Snap Shot of Pr

香港

香港

香港

香港

ng Street

Girls in Hong Ko

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。
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ローカルニュース
プレゼンツ

香港ローカルニュース
世界のベストバー2017 日本や香港のバーもランクイン
イギリスのDrinks Internationalが世界ベスト

上海蟹 例年供給量の90％減 台湾産からは有害物質
10月と11月は上海蟹のピークシーズンです

バーランキング「The Worldʼs 50 Best Bars 2017」

が、中国本土からの上海蟹が香港に輸入されて

をもとに選出されており、香港や日本のバーも

います。現在は、台湾、日本やヨーロッパなどか

を発表。世界55ヶ国、500人以上の専門家の意見
ランクインしていますのでご紹介します。

まず、ランキング1位に輝いたのはロンドン

の「 A M E R I C A N B A R 」、2 位 もロンドン で

いないことから、例年供給量の90％減となって

ら輸入された上海蟹が店頭やレストランに並ん
でいます。

中国本土の主要産地から上海蟹を輸入できな

「DANDELYAN」、3位はニューヨークの「THE

い理由は、香港食物及衛生局（以下：衛生局）が求

「MANHATTAN」
、10位に上海の「SPEAK LOW」が

めです。
また、台湾からの輸入されている上海蟹からもダイオキシンなどの発ガン性化学物質が検出さ

NOMAD」。アジア勢では7位にシンガポールの

トップ10入りを果たしました。

日本国内のバーでは、13位に銀座の「HIGH

FIVE（ハイファイブ）」、36位に西新宿の「BAR

BENFIDDICH
（ベンフィディック）」がランクインを

し、香港のバーでは、40位に中環の「QUINARY

（クイナリー）」、49位に金鐘の「LOBSTER BAR
（ロブスターバー）」がトップ50入りをしました。

香港のバーですが、40位の「QUINARY（クイナリー）」は「ミクソロジー」
と呼ばれる手法を用いて作

られるクリエイティブなカクテルの数々が高く評価されており、化学実験で使用するような機器により
カクテルが作られるユニークなバーとなっています。49位の「LOBSTER BAR（ロブスターバー）」は、
ラ

グジュアリー5つ星ホテル「アイランド・シャングリ・ラ」の中にあるレストランに併設されているバー
で、優れたサービスや伝統的なカクテルが高く評価されています。

「The Worldʼs 50 Best Bars 2017」は以下のウェブサイトから確認でき、2009年以降の年別ランキン

グも確認できます。

https://www.worlds50bestbars.com/ﬁfty-best-bars-list-2017/

素敵な空間で、美味しいお酒を楽しみたいという方は是非訪れてみてはいかがでしょうか？

香港
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める衛生証明書を中国側が提出できていないた

れたと報道が大きな話題となっており、多くのレストランが上海蟹をメニューから外しています。台湾産

の上海蟹について衛生局は、
「輸入された上海蟹の12サンプルを検査した結果、問題がみられたのは
桃園産のみだったが、香港市場には出回っていないので安心してもよい。輸入業者は桃園産からの輸
入は避けるように。
」
と発表をしました。

また香港の各メディアでは、昨年まで大量輸入されていた中国本土の上海蟹を話題に取り上げてお

り、
「中国側は今後も衛生証明書を香港に提出するとは思えないため、香港に輸入される日がいつにな

るか分からない。
」
とコメント。上海蟹の4大輸入業者の一つ老三陽の代表者も
「現在、多くのレストラン
が上海蟹の提供をあきらめた。仮に11月に中国産の上海蟹が輸入されたとしても遅すぎる。
日本産や

台湾産のものは中国産に比べて味が明らかに劣っているので代替にはならない。
」
と困った様子を訴え

ていました。

香港内で上海蟹を楽しみたい方は、事前に電話などで確認することをおすすめします。

法人税8.25％に引き下げ案 2017年施政報告
昨日、香港政府より
「2017年施政報告」
が発表され、法人税率の引き下げ案に注目が集まっています。

香港の法人税率は現在「16.5％」
ですが、2018年度内には2段階税率を採用し、利益200万香港ドル

（約2800万円）
までは「8.25％」
、200万香港ドルを超えた利益に対しては従来の「16.5％」の税率を適用

ローカルニュース

したいと香港政府が発表しています。

グループ企業の場合は、
グループ内の一社のみが対象となるなどの規制は

「将来、浮気はしそうですか？」
と

いう質問では男女ともに20％が「す

設けられるようですが、8.25％の法人税率の適用により、多くの中小企業が恩

ると思う」、
どこまでが浮気か？という

ちなみに施政報告は、香港の政策の方向性を示す年に一度の重要な発表

かった時」
と回答をしました。また男

恵を受け、海外からの香港進出企業も増えることでしょう。

であり、法人税率の引き下げ案の他にも、以下のような発表がありましたので

ご案内します。

・月間の交通費が400香港ドルを超える場合に

質問では約70％が「心と身体が向

性は、恋人が他の男性に身体を許し
た時点で、心も離れたと判断するよ

うです。

「どうして 浮 気 を する の でしょ

25％の補助金

う？」
という質問では43％が「恋人を

ス、
フェリー、
トラムなど）
を月間400香港ドルを超え

心」
と回答。また、全体の37％が「素敵な相手がいた場合は浮気をしてみたい」
と考えていることも分

香港の公共交通機関（MTR、バス、緑のミニバ

て利用する者へ25％の補助金を与えるという制
度。
オクトパス
（日本でいうSuica）
を利用することが

愛していないから」、52％が「好奇
かりました。

その他にも、
「恋人に裏切られた場合はどう対応する？」
という質問では、70％の女性は「別れる」、

条件となっており、2018年度内に実施する予定。

21％の男性は「情熱で恋人を感動させ引き留める」
と回答をおこなったようです。

ル利用した場合、1,000-400＝600香港ドルの25％、つまり150香港ドルの補助金が与えられる。

互いを尊重できる相手でないと長続きはしないと発言しています。

計算方法は、公共交通機関を月間1,000香港ド

・男性の育児休暇日数が5日間

現在の雇用条例では、男性の育児休暇日数は3日間である

今回この調査を請け負った「esync」は、多くの人が好奇心から関係が始まっているが、価値観やお

ちなみに日本の婚活サイト
「マッチアラーム」の2015年度の調査によると、
日本人男性は21.7％、
日

本人女性の24.7％が浮気をしたことがあると回答をおこなったようです。

が、5日間へ増やす案が発表。女性の育児休暇日数は検討中で

あるが、現在の10週間から国際基準に合わせた14週間にする
べきではないかと議論されている。

今回発表された「2017年施政報告」の全ては以下URLより確

認することができます。

https://www.policyaddress.gov.hk/2017/eng/policy.html

香港人の浮気事情調査2017
男女の出会いを提供するサイト
「esync」が、香港人の男女330名に浮気についての意識調査をおこ

なったところ、
「浮気をしたことがある」
と答えた男性は18％、女性は24％と女性が男性を上回る結果と
なりました。

香港進出サポートなら香港BS

ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

香港
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香港

香港の
ポテサラに
出会える
皿
日本料理店を探しまわって美味しいポテサラに出会いました！

今回︑ＰＰＷ編集部は香港島と九龍島に点在している

香港にもお店ご自慢のポテサラを楽しめるレストランがあります︒

日本料理店に入ったらついついお酒と一緒に注文するポテサラ︒

20

ポテサラの歴史は
旧ソビエト連邦から
始まった
今週号はポテサラ特集ということで、歴史を辿って
みることにした。
ポテサラが誕生したのは1860年代の
帝政ロシア時代。モスクワにレストランを持っていた
フランス人シェフのオリビエ・リッチェ氏によって生み
出されたという。
オリビエ氏によって生み出されたの
で“オリビエサラダ”と呼ばれる。庶民でも食べられる
ように食材は市場で簡単に手に入るものを使用して
いるので、徐々に広まっていって家庭でも作られるよ
うになった。
香港にも中国風ポテサラはないかと探し回ったと
ころ、尖沙咀（チムシャーツイ）に中華料理店“北京老
家”を見つけた。試しにオーダーしてみると茹でた

じゃがいもの千切りを発見！こちらもシャキシャキし
ていてとてもヘルシー。
本家ポテサラは後に世界中へ広まっていき、1919
年にはニシンを使用したポテサラ“Fur Coat”も誕
生。1991年12月にソビエト連邦はウクライナ独立を
受けて事実上、崩壊した。
その後、各地方では新たな
ポテサラが生まれた。日本にも伝わったポテサラは
家庭料理として食卓に並ぶようになり、パンに挟ん
だり、独自のポテサラ食文化が生まれた。
ちなみにマカロニとりんごの角切りは我が家のポ
テサラには欠かせない食材である。皆さんの家庭で
はどのようなポテサラを作っていますか？

オリビエサラダ（Ivan The Kozakにて撮影）

恵みの大地から
インスピレーションされた
創作ポテサラ
Naka s Potato Salad
ェフ
シ
人
日本
サラ
テ
ポ
ご自慢 大公開！
を
レシピ

今年2月にオープンした上環（シェンワン）エリアにあるイタリアンレストラン

“NAKA”が今回の特集企画だけのためにプロデュースした新感覚のポテサラ。
メ

ニューにはないポテサラは畑から収穫したお芋さんをイメージ。
まるで地中から

収穫したように、土をイメージして乾燥させた粉末状のマッシュルームをスコッ

プに敷いて丸々としたポテサラを添えたインスピレーション溢れる一品。

JAPANESE x ITALIAN CUISINE NAKA
住所：G/F., Hing Loong Bldg, 6A Winf Lok St., Sheung Wan
電話：(852)2446-0488
メール：nakaitalian@gmail.com
NAKA
naka̲atsushi

材料（１人前）
キュウリの皮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
粉末状のベーコン・・・・・・・・・・・・・・適量
粉末状のマッシュルーム・・・・・・・・・適量
※すべて乾燥させた状態の材料を用意

じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１個
サツマイモの葉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量
塩コショウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適量

④③を十分にまぜた後は自家製マヨネーズを
適量入れて、
さらにまぜる

①ふかしたじゃがいもをスプーンで細かくつ

②塩コショウを適量ふりかける

⑤④をペースト状になるまでまぜる

⑥サツマイモの葉はカリカリに素揚げして、塩

ぶす（じゃがいもがゴロっとした形にする）
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を軽くふる

③キュウリの皮、粉末状のベーコンを入れて

まぜる

⑦粉末状のマッシュルームの上に丸くこねたポ

テサラと素揚げしたサツマイモの葉を盛り付け
たら完成！

旧ソビエト連邦発祥ポテサラ
Fur Coat

ケーキのように重なったレイヤーに初めて食べる人は「デザート」
と勘違いするほど、
見た目も美しく、ボリューム感たっぷりの食べ応えのある美味しいポテサラ。”Fur

Coat”は1919年に旧ソビエト社会主義共和国で生み出された地元のサラダ。当時は

出身の
ナ
イ
ラ
ウク
テサラ
ポ
慢
自
ご
シェフが
大公開！
を
ピ
シ
レ

ニシンが一番食べられている魚だったので、喫茶店のマスターがお酒を飲む人々が

酔わないようにマヨネーズたっぷりのカロリーの高いポテサラを生み出した。ポテサ

ラは地元料理店でも食べられたが、食材のニシンは市場でも安く手に入れることが

できたので家庭の食卓にも並ぶ庶民のための料理でもあった。結構、ボリュームがあ

るので、ポテサラと伝統的なスープ“ボルシチ”を一緒にディナーでオーダーする人も
少なくない。
ちなみにビーツのカラーは社会共産党を象徴しているという。

材料（3人前）
ニシン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5枚
じゃがいも・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２個
にんじん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １個
ビーツ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １個
ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
パセリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

③すりおろしたじゃがいもにマヨネーズをかけ

ていく

⑦茹でたにんじんをすりおろして⑥の上に満
遍なくちらす

①茹でたじゃがいもを間口の広い金おろしで

②すりおろしたじゃがいもを平らになるよう、

すりおろす（すりおろした後は細長い）

ステンレス容器に満遍なくちらしていく

④ニシンをキュービック状に切る

⑤キュービック状に切ったニシンを③の上に

⑥細かく刻んだねぎを⑤の上に満遍なくちらす

⑧すりおろしたにんじんにマヨネーズをかけ

⑨茹でたビーツをすりおろして⑧の上に満遍

⑩丸形になるようにきれいにすくいあげて皿に

満遍なくちらしていく

ていく

なくちらす

盛り付けたら完成！

オススメメニュー「Russian Salad」
旧ロシア帝国で生み出されたお洒落で伝統的なポテサラ
1860年代の帝政ロシア時代、モスクワにレストランを持っていたフランス人シェフ、
オリビ

エ・リッチェ氏によって生み出されたポテサラ。茹でたじゃがいも、にんじん、たまご、鶏肉、

きゅうり、ハムをキュービック状に切ってしゃきしゃきした食感が楽しめる。マヨネーズの酸

味が効いていて、ポテサラ全体の味は甘酸っぱい仕上がりになっている。
きゅうりの代わり

にピクルス、ハムの代わりにソーセージを使用することもある

という。鶏肉は当時から使用されている食材で、添えられて
いる赤かぶの薄切りはお口直しにも相性抜群。
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同氏

ウクライナ＆ロシア料理店
Ivan The Kozak
住所：1/F., Parekh House,
63 Wyndham St., Central
電話：(852)2851-1193
メール：ivanthekozak@yahoo.com.hk
フェイスブック：ivan the kozak
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ポテトサラダ
北海道炉端 悦蔵

一風堂

じゃがいもは半分ふか

水木

シンガポール

しておいて、オーダーが

厳選された北海道産

で開発されたポテ

入ってからもう一度ふか

のじゃがいもを蒸し

サラ。茹でたじゃがい

あ げ 、人 参 と ハ

サ ラ。きゅうり、に ん

しめるようにきゅうりやにん

食感を楽しめるよう

た後、ホワイトペッパーと特製マヨ

ブする直前にコーンとコリアンダーを添え

る前にスィートコーン、
ミックスサラダとプチトマトを添

セントをつけ、フレッシュな食感に仕上げ、料理人の気

ドなテイストに仕上げた一品。

すというこだわりのポテ

もをマッシュし、食感を楽

じん、たまねぎを加えてつぶし

ム、それぞれの

じんを加えマヨネーズで和え、サー

に白身と黄身を分けたゆで卵を加えている。サーブされ

ネーズを加えて松の実とドライパセリを最後にトッピン

る。健康のため、塩は加えず、ほんの少量の胡椒でアク

一品。お好みでピリ辛ウォッカペッパー。

持ちをグラスジャーに詰め合わせた、
まるでお宝物を開

グ。器は春巻きの皮なので最後までパリッといただける

けるような一品。

住所：52 Gage St., Central
電話：(852)2885-8212

住所：中環（セントラル）店を含む６店舗

昭和食堂
がいもをマヨネーズ

じんが食感を更に高める。サイドディッシュまたはメ
イン料理の前にぜひ楽しみたい一品。

じんときゅうりの

味。お 店 の 名 前でもある、現 在シンガ

ポールのオーナーシェフ山下哲平氏の出身が九州であ

り、仕上がりは甘めの味付け。そこにとんかつソースを
別添えし、2種類の味を楽しめる。

を大切にしているポ

テサラ。材料は茹で

上がったじゃがいも

が熱いうちに塩コショウを加えて、
コーン、
グリーンピー

ス、にんじんとゆで卵を加えて宮島杓子で粗潰しにす

る。酸味控えめのマヨネーズで合えたじゃがいもに
コーンなどのツブツブした食感が楽しめる。

住所：Shop B2, G/F., 6B Heard St., Wan Chai
電話：(852)3706-5180

大戸屋

2014年1月にオープン

変わらない家庭の味

クスな日本の味を再現した

住所：Shop A, G/F., Times Tower, 391-407 Jaffe Rd., Wan Chai
電話：(852)2988-8382

串揚＆酒処 秀殿

2003年以来、ずっと

ポテサラ。オーソドッ

ジャガイモの味を引き立

味全体を調和させている。サーブ

天勝

具材はにん

で 和え、マスタードが

する前に先ずよく冷やされ、加えられたきゅうりとにん

住所：2/F., Mirage Tower, 13-15 Thomson Rd., Wan Chai
電話：(852)2411-0499

哲平食堂

丁 寧 に蒸したじゃ

たせている。程よい塩加減が

えているのでボリュームもあって彩りも鮮やか。マイル

住所：2/F., Henry House, 42 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2807-3500

A-1 Bakery

蒸したじゃがいも

伝統的なフランス

した「秀殿」のポテサラは

は あ た た か いうち

パンにガーリックと

じゃがいもは蒸してマッシュし

小 のじゃ が い も が

ラダをたっぷり詰め込

北海道産の馬鈴薯を使用。

につぶしている、大

た後、温かい状態で寿司酢と塩

ベーコンのポテトサ

入った特徴のポテサラ。

を少々。きゅうりとたまねぎはスライ

ス、塩もみして卵は大きめにカット、ハムは四方形に

み 、お い し く仕 上 げ た

千 切りした にんじんとたまね

ぎ、半月切りのきゅうりを酢と塩で漬け込んでいるので、

カット。マヨネーズは控えめなので、酸味は控えめだが

じゃがいもと混ぜたときの味のバランスが絶妙。
ブラッ

再現したポテサラ。

が食欲をそそる一品。

じゃがいも本来の甘みが引き出されている家庭の味を

住所：太古（タイクー）店を含む4店舗

兎に角

居酒屋 八海山

じゃがいもをつぶ

じゃが いもは 少

していながら、本来

しマッシュしているが

の形を残しつつ、
じゃ

ムが多めのポテサラ。千切り

Bread」は味と手軽さが大人気！

クペッパーにマヨネーズを混ぜた、酸味の効いた風味

住所：Rm. D, 3/F., Prosperous Comm Bldg,
54 Jardineʼs Bazaar, CWB
電話：(852)2504-1511

がいも全体のボリュー

「Garlic Potato Salad French

じゃが いも本 来 の 程 良

い固さにきゅうりとたまねぎ、

ゆで卵が入っているポテサラ。塩胡椒と砂糖を加えてい

住所：A-1 Bakery、Das Gute、La Creation店舗で販売
ウェブ：www.a-1bakery.com.hk/en
フェイスブック：A-1 Bakery Group
インスタグラム：a1bakeryhk

三笠屋
日本産じゃがい

もを使用した滑ら

かなサラダベースに、

ぴりっとアクセントになる粒

マスタードと少量のにんにくが食欲をそそる。
トッピン

したきゅうり、にんじん、たまねぎは塩コショウをして熱

るので、少しだけ甘めのテイストにブラックペッパーで

グの燻製玉子は、桜、胡桃、ヒッコリーの燻製チップを調

シャキシャキ感を楽しむことができる。お好みでとんか

が食欲をそそる。

わっと薫る燻製の風味を楽しみつつ、
とろっととろける

を冷ましたじゃがいもを絡めながら潰していく。野菜の

つソースをかける人も多い、幅広い年齢層に愛されて

スパイスを効かせた日本の食卓に出てくる素朴な風味

いる一品。

住所：3/F., 10 Prat Avenue, TST
電話：(852)3422-8885
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合し店内で燻し上げるこだわりぶり。口元に運べばふ

黄身とポテサラのマッチングを味わって。豪快さの中に

日本料理屋ならでは繊細な味付けが際立つ逸品。
住所：Shop1-4, G/F., Wah Po Bldg., 26-36 Prat Avenue, TST
電話：(852)3426-9960

住所：Unit B, 2/F., Cameton Plaza, 23-25A, Cameron Rd., TST
電話：(852)2301-3555

PPW編集部が選りすぐりの20皿を大公開！
香港・九龍エリアにあるポテサラをご紹介！
貴方も愛しのポテサラに出会えるかも？！
京笹

写真映えするポテサラを撮って、
キリンビールをゲット！

大阪
マリネされたきゅ

1986年創業以来、変わ

らない味を提供している

うりとたまねぎ、蒸し

いもに 塩 味 の 効 い た

マスタードのポテサラ。

たじゃがいも、卵白、

ポテサラ。大きなじゃが

すべてを混 ぜ 合わ せ、一

きゅうりとにんじん、そして

旦、冷蔵庫でよく冷やす。提供

すりおろしたたまねぎを加え

ているので、口の中でまろやかに

する直前にミックス野菜、ゆで卵のスライスとプチトマ

なる味わい。お好みで粗挽き胡椒と塩を小皿に入れて

トをオリーブオイルで和えたものを添える。野菜も摂れ

住所：1/F., Bo Fung Bldg., 34 Haiphong Rd., TST
電話：(852)2376-1888

住所：G/F., Ashley Bldg, 14 Ashley Rd., TST
電話：(852)2376-3323

提供しているので、1回で2度楽しめる。

てサイドの一品としてオススメ。

とん勝

鶏ジロー

じゃが い もと

ご ろっとし た

にんじんをゆで

じゃがいもの食感

て、マッシュし

と、粗 め に 刻 ん だ

た ポ テ サ ラ。

日 本 から取り

寄せた食感プチプチのワサビ飛子を添えているので、

ベーコンと玉ねぎで抜

群 の 食 べご た え。具 材 は

シンプルながら、粒マスタードとブラックペッパーのア

和 風 ピリ辛と甘さ控えめ の ポ テ サラのコンビ ネ ー

クセントで全体がピリッと引き締まる。一口ほお張れ

の一品。

鳥と一緒に楽しもう。

ションは普段違うポテサラを食べたい人にもオススメ

住所：Basement, The Hart, No.4 Hart Avenue, TST
電話：(852)3106-3308

稲庭養助

わい。濃厚なうま味と爽快な後味を併

せ持った、
ごくごく飲める「のどごし」を
“ポテサラ”と一緒にお楽しみください！

アルコール : 5%

スペ のどご
シャ し
ル
500 タイム
ml

ば、
ぐいっとビールが進む。看板メニューの日本産焼き

住所：Shop A, G/F., Minden House,
13-15 Minden Avenue and 3 Blenheim Avenue, TST
電話：(852) 2191-3570

6缶パックを抽選で
12名様にプレゼント！

酒の一滴は血の一滴
涙こぼしても酒こぼすな

じゃがいものゴロゴロ感を残しながら、人参、

塩もみしたキュウリ、みじん切りゆで卵をマヨ

イベントへの
アクセスは
こちらから！

広州在住以来、変わ

ネーズベースで和え、隠し味として洋がらしを

加えている。トッピングにはあまりお目にかかることのできない九州産鶏
の生ハムのスライス、そして秋田名産のいぶりがっこがちりばめられてい

る。生ハムは小さく刻んでいるのではなく、スライスなのでしっかりと味わ

うことができる。いぶりがっこは複雑な工程を経て作られ、そのスモー

キーな風味と絶秒な味つけがポテトサラダ本来の美味しさを引き立てて
いる。サーブされる前に日本産の味が濃い温泉卵がトッピングされる。

尖沙咀店
住所：17/F., Prince Tower,
12A Peking Rd., TST
電話：(852)2555-6606

“麦100％”の丁寧に造られた上質な味

紅磡店
住所：Shop A1, 27 Man Tai St.,
Whampoa Estate, Hung Hom
電話：(852)2393-8355

らない味を守りながら
もマッシュしたじゃ

がいもに半熟卵を添えた品のあるポテサラは香港で生
み出された一品。
日本より取り寄せた塩昆布と千切りた

まねぎの甘い香りが口の中にひろがる。半熟卵とマッ
シュポテトを混ぜて食べてみるのも通。

キャンペーン期間

2017年10月27日（金）〜2017年11月9日（木）

（香港時間で10月27日10時〜11月9日23時まで
のFacebook投稿分有効）

住所：14/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)6089-1803

応募資格

・期間中に掲載店舗が提供しているポテサラの

酔いしょ
ペースト状のポテ

ちょっと恋
ママの気まぐれで

トとまだ固い部分が

お通しとしてたまに

るポテサラ。材料はポテ

ハーブのディル、玉

混在して食感が楽しめ

ト、鯖、たくあん、マヨネー

ズ、ネギ。鯖の旨味とたくあんの

硬さと甘味が後を引く。味の変化球でブルドックソース

を後半にかけて食べるのもオススメ。

住所：16/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)5336-8036

出る西洋ポテサラ。
ねぎ、セロリ、ゆで卵

が入っている。香味野菜とハーブの香りが箸を止めさせ

てくれない逸品で、ウイスキーなどの洋酒によく合うと
評判だ。11月13日〜18日の間は色々な種類のポテサラ

をお通しとして提供するポテサラフェアを開催予定。

写真を弊社が運営するFacebookイベントにご
投稿いただいた方（複数店舗可）

・香港在住の20歳以上の方、且つ賞品発送先の
住所及び連絡先をご提供いただける方

注意事項

・当選された読者の方には弊社よりFacebook
Messengerにて別途、
ご連絡を差し上げます

・景品発送は2017年11月下旬を予定しており
ますが、諸事情により多少前後する場合もご
ざいます

住所：8/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)5402-5705
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