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マリリンのぶらグル巡り

　バーやレストランが軒を
連ねる尖沙咀（チムサー
チョイ）に昨年オープンした
フレンチビストロワイン
バー「Scarlett Cafe & Wine 
bar」。同店は駅から少し離
れた場所にあるが、その穴
場的な場所と落ち着いて美
味しい料理とワインが楽し
める人気店で、香港在住フランス人をはじめとする外国人も
多く足を運ぶ。タイ・バンコクのプールマンホテルの最上階
に店を構える人気ワインバーの香港店で黒を基調にしたモ
ダンシックなインテリアでまるでパリの街角にあるビストロ
を思い浮かばせてくれる。尖沙咀で食事後またはワインやタ
パスにしっかり食事をされたい方にもおすすめ。

　同店の1番の魅力は、何
といってもワインの品揃
えとコストパフォーマン
ス。種類豊富なワインは、
ボトルHKD220～、グラス
HKD45～。安いからと言っ
て侮ってはいけない。しっ
かりソムリエがセレクトし

たワインが揃っているのでご
安心を。そして種類豊富なハ
ムやチーズはフランスやイ
タリアから直輸入しており、
その食材の品質と味はお墨
付き。コストパフォーマンス
良し、雰囲気良し、美味しい
と3拍子そろった魅力的な同
店。特にワイン好きにはぜひ一度足を運んでほしいお店だ。
　ワインはもちろんだが、フードにも注目したい。2～3人で
シェアできる「ハムとチーズの盛り合わせ」はワインのお供に
ちょこっとつまみたいときに最適。チーズは3種と5種の盛り合
わせもある。しっかり食事をしたいという人は、お店の人気メ
ニューのタルタルやパスタ、肉料理を試してみよう。さっそくお
ススメ料理をいくつか紹介しよう。

　フランス産の地鶏をじっくりグリ
ルした「Rottisserie　Chicken」。
クォーター、ハーフ、フルサイズと
サイズを選べるのでシェアして食
べるのにも1人でオーダーするの
も可。タルタルはサーモン、ツナ
のシーフードタルタルも人気だ
が、1番人気は様々なスパイスが絶

妙にミックスされた「Beef　Tarter」。サイドにはお好
みでフレンチフライまたはサラダを選択可。シェフ
おススメのフランスの伝統料理で外はカリッとそし
て中はジューシーにローストした鴨肉の「Duck 
Confit」は忘れずにオーダーしたい一品。
　ランチにはサンドイッチ、バーガー、ローストチ
キン、サラダ、パスタなどのランチセットも提供し
ており、2コースはHKD88、3コースはHKD98。ま

た、ハッピーアワーは1杯の注文
で1杯無料、木曜日はレディース
デイ、水曜日はオイスターナイト
で18時からフランス産フィンデク
レオイスター6個にハーフボトル
ワインセット（HKD158）など、毎
日異なったプロモーションも行っ
ているので事前にチェックして出
かけよう。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

Scarlett Cafe and Wine Bar
住所：G/F., 2 Austin Av., TST
電話：(852)3565-6513
時間：15:00～23:00
フェイスブック：scarletthk

毎日通いたい豊富な種類のワインとタパスが
気軽に味わえるお洒落なワインバー
「Scarlett Cafe and Wine Bar」

黒を基調にしたお洒落なインテリア

新鮮なフランス産のオイスター

ムール貝のワイン蒸し

ワインとのお供に食べたいチーズと生ハム
肉汁たっぷりにグリルチキン
「Rottisserie Chicken」

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。
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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）  
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

ゼロからスタート 第86回広東語♪
　　にぎやかなクリスマスや新暦の正月も終わり、次はいよいよ中国人にとっての最大イベント、旧正月

がやってきます。毎年この時期になると、目にも鮮やかな赤や金の装飾が街のいたるところに施され、

気分は一気に旧正月モードへと変わります。

　　「年宵」(nin4 siu1)／「花市」(fa1 si5) は、年末の「年廿四」(nin4 ya6 sei3) (旧暦の12月24日)

から元旦「初一」（cho1 yat1）早朝6時までの約一週間にかけて開催されます。香港で最も大規模

な花市は、銅鑼灣の「維園」(wai4 yün2)や旺角の「花墟」(fa1 höü1)でしょう。毎年歩けないくら

いの大勢の人でごった返します。一応花市という名前がついていますが、実際は花だけでなくお正月

関連やその年に流行した商品やグッズが数多く販売されます。旧暦の大晦日である年三十に家族

で「團年飯」（tün4 nin4 faan6）を食べてから、年越しで花市に出かけるのが多くの香港人の定番

で、最終日になると値段もかなり安くなります。

 

　　家の中に花を飾ると「花開富貴」(fa1 hoi1 fu3 gwai3) （花が開くように金が満ちあふれ、金持ち

になる）縁起が良いとされているので、新年には花が欠かせません。花にはそれぞれ意味があり、

「水仙」、「蘭花」は良い香りが幸運を運んでくる、「桃花」は、良縁を運んでくるとされています。また、

「吉」と「桔」の発音が同じであることから縁起が良いとされる「金桔」の鉢植えは、ビルやショッピング

センター、マンションなどによく置かれているので、一度は目にしたことのあるはずです。こちらは、金運

が上がると言われています。

　

　　また新年と言えば「揮春」(fai1 chön1)も忘れて

はいけません。縁起のいい四字熟語を赤い紙に

書いて玄関や壁に貼ります。おめでたい言葉と

して、そのまま新年の挨拶にも使えますので、

皆様も是非覚えてくださいね。

広東語

心想事成

恭喜發財

萬事勝意

身體健康

龍馬精神

青春常駐

快高長大

學業進歩

発 音

sam1 söng2 si6 sing4

gung1 hei2 faat3 choi4

maan6 si6 sing3 yi3

san1 tai2 gin6 hong1

lung4 ma5 zhing1 san4

ching1 chön1 söng4 zhü3

faai3 gou1 zhöng2 daai6

hok6 yip6 zhön3 bou6

日本語

願い事がかないますように

お金が儲かりますように

万事うまくいきますように

身体が健康でありますように

竜馬のごとく、勢いがありますように

いつまでも若くいられますように

早く大きくなりますように

学業が進歩しますように

広東語

桃花

水仙

金桔

蘭花

五代同堂

串串金

銀柳

発 音

tou4 fa1

söü2 sin2

gam1 gat1

laan4 fa1

ng5 doi6 tung4 tong4

chün3 chün3 gam1

ngan4 lau5

日本語

桃の花の枝

スイセン

キンカン

ラン

フォックスフェイス、ツノナス

オウバイ

銀柳

28 Pocket Page Weekly 26 January 2018 No. 628
B

香港スクール



香港香港

自分に合った

   保湿アイテムの選び方
【フェースミスト】
　ビタミンや香りの成分を配合したウォーターベースのアイテム。これ一本でOK
というものでなく、日中の肌を爽やかに保ち、メイクの持ちを良くしてくれる効果
がある。機内が乾燥する飛行機に乗る際は、トラベルサイズのミストをポーチに
入れておけば安心。

【セラム】
　シワやしみ、くすみなど、あなたの肌の悩みはなんだろうか。自分の肌トラブル
に効いてくれるアイテムを見つけるには問題を明らかにすることも大切。セラム

は軽めで、浸透しやすいテクスチャーのアイテム。肌タイプによって
はこれだけで十分な人も。様々な効能のセラムが
あるので、皮膚科医にあなたの肌にどれが合う
かを相談してみて。

【ローション】
　クリームほど重くなく、お肌のタイプを選ばず効
果を発揮するアイテム。色々試してみてもしっくりく
るものが見つからない場合、毛穴を詰まらせないタ
イプを選ぶのがお勧め。塗った後テカリが残るもの
も多いので、仕上がりの状態も加味して選んで。

【クリーム】
　セラムやローションよりこってりとしていて乾燥肌

や、よりしっかりした保湿を求める人向き。水分やビタ

ミンB3、アミノペプチド、ヒアルロン酸などの有効成分を浸透さ
せる際のベースとして使用することもできる。乾燥した冬には肌の
水分量を最大限に保つものを使うとよい。

【ナイトクリーム】
　こってりとしたクリームで紫外線吸収剤や色味成分を含まず、よりつややかな
仕上がりになる。（ただし外出には向かないので注意。）加齢による肌の衰えが気
になる人には特に効果的。乾燥が気になる冬は就寝前に使うことで、翌朝の肌の
ハリとしなやかさが違ってくるはず。

【オイル】
　乾燥肌や敏感肌、加齢が気になる肌にはおすすめのアイテム。ニキビやテカリ
が気になる人にはおすすめできない。

【軟膏】
　重めの保湿アイテムで石油ベースのものが多く、湿度を保って肌を乾燥から守
る働きが高い。極度の乾燥や加齢、湿疹がある肌に効果的。夏には日焼けのダ
メージに使うのもOK。

　以上で保湿の基本的な情報をご理解いただけただろうか。このコラムを見な
がらアイテムを選べば、理想的な肌を育んでくれる、運命の保湿アイテムに出会え
るかもしれない。

世の中に、健康でハリのある肌になりたいと思わない人はいないはず。そのため
に必要なのは、なんといっても効果的な保湿だ。しかし、ただ保湿をすればいいと
いうわけではなく、自分の肌に合ったものを選ぶ必要がある。ライトなものから
しっかりしたタイプまで、それぞれの保湿アイテムの特徴をご紹介しよう。
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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：SozoHairDesignHongKong

SOZO HAIR DESIGN ソーゾー・ヘア・デザイン

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅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：luishairhk

Lui's Hair Salon ルイズヘアサロン

　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「TON I &GUY」。世界で唯一美容業界で
“SuperBrand”や“CoolBrand”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：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

　深圳蛇口で今年で8年目を迎えるPrimヘアサロンは、日本人スタイリスト1名（中島）、中国
人スタイリスト2名（阿新、Yang）で地下鉄「海上世界駅」C出口を出て徒歩3分の場所にある。
店内でシャンプーなどに使用する水は日本と同じ軟水にしており、パーマ、カラーなどで使
用する商品は「ミルボン」をはじめ、日本製のの製品を取り揃えている。ヘッドスパやトリート
メントなどのメニューもあり。中国で傷んだ髪を定期的にケアしてみてはいかがでしょうか。
日本で人気の「ミルボン」、「アジュバン」などのヘアケア製品も、購入することが可能です。

住所：深圳市南山区蛇口太子路33号
  　　振興大厦A座2階A5
電話：(86)186-2038-6781（中島）
予約はWechatからも便利です！

Prim hair salon プリムヘアサロン
深圳

　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

今
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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

　日本人ヘア、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、香港島はも
ちろん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 Blabche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。

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：porto.hk

PORTO Hair Designing ポルト

　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。

Voi Voi Rakkaus hair salon ボイボイラッカウス

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

　銅鑼湾（コーズウェイ
ベイ）駅E出口から徒歩3
分の同店は、日本で140
店舗、海外で10店舗を運
営するAUBE Hair group
の香港1号店。薬剤や店
内の家具や椅子等も全
て日本製にこだわり、東
京と変わらないクオリ
ティを香港で提供する。スタイリストがシャンプーから仕
上げのスタイリングまでを1人のお客様につき1人の担
当制で対応し、きめ細やかな要望も叶えてくれる。落ち着
いた雰囲気の中、癒しの一時を過ごせる環境が整えられ
ている。日本でも流行中のイルミナカラーも取り扱って
います。イメージ通りのヘアスタイルが可能！

最高級薬剤(MILBON,TOKIOetc)使用、衝撃のロープライスでハイクォリティを可能に！

オーブ

住所：Flat B, 1st floor, Haywood Mansion, 
  　　57 Paterson St., HK 
時間：10:00～21:00
電話： (852)2577-6663
Facebook：AUBEhairhongkong
Instagram：aubehair_hongkongサロン紹介動画はこちらから！

白を基調とした広 と々した店内

フルフラットのラグジュアリーなシャンプー台

LADIES’ CUT 250HKD/MEN’S CUT 200HKD

31Pocket Page Weekly 26 January 2018 No. 628
B

香港ヘルス＆ビューティー



香港

第30回 

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

美
味
し
く
キ
レ
イ
を
手
に
入
れ
よ
う

                      

〜
野
菜
だ
し
レ
シ
ピ

　普段お料理で野菜の下ごしらえをしていると必然的に出てくる、皮や根、ヘ
タといった野菜くず。皆さんはどうされていますか？
　そのままゴミ箱へ…とされている方は、ちょっと待って！実はお野菜の皮や
根の部分には、栄養がたっぷり。
　薬膳では「一物全体」という「生命の全てのものは、全体をもって一つとな
る」という考えがあります。全てを使用することでその食物本来の栄養が得ら
れ、バランスよく取り込むことができる、といったものです。
　しかし皮も根も、そのまま食べるのは中々難しいですよね。
　そんなとき活躍するのが、「ベジブロス」という調理法。

　「ベジブロス」とは、ベジタブル(野菜)とブロス(だし)の略で、野菜で作るだ
しのこと。
　野菜の皮や根にはファイトケミカルという抗酸化作用があり、お料理の
ベースにすることで、普段は捨ててしまっている野菜の栄養素を余すことなく
摂れるというものなんです。

　今回はベジブロス（野菜だし）の基本の作り方と、アレンジのお味噌汁レシ
ピをご紹介します。

❶野菜の切れ端はしっかりと洗う。
❷お鍋に水と酒、①を入れ、弱火で30分煮る（アクは気になるなら多少取って

も良いが、栄養となるので控えめに）。
❸ボウルの上にザルとリードペーパーを置いてこす。
❹2カップを鍋に戻し、残りは冷凍保存しておく。
❺油揚げは熱湯をかけ油抜きし、細切りにする。カブは皮をむきくし形に切る。
❻ベジブロスを火にかけ、煮立ったら油揚げとカブを入れ軽く火を通す。味

噌を溶き入れ、一煮立ちさせる。好みでカイワレなど色味を添える。

　野菜の優しい、まろやかな甘みが味わえる野菜だし。使用するお野菜に
よって、味が変わるのも面白いところ。
　ちなみにブロッコリーやカリフラワー、キャベツの芯、山菜などは、臭いや
アク、苦味が出やすく、あまり向かないので注意してくださいね。
　スープとして利用する以外にも、普段出汁やお水を使用する部分をベジブ
ロスに変えるだけで、少ない材料のメニューでも色々な野菜の旨味も取り入
れることができますよ。
　捨ててしまうその前に、ぜひ一度試してみてくださいね。

〈ベジブロス〉 
 ●水 

1300ml

 ●料理酒  

小さじ1

 ●野菜の切れ端 　 
両手一杯程度

 　（タマネギ、人参の皮とヘタ・
 　長ネギの青い部分・セロリの葉部分・

 　しいたけの軸 など）

〈味噌汁 具材〉 
 ●ベジブロス 

２カップ

 ●味噌 

大さじ２

 ●油揚げ　 

１枚

 ●カブ 

２個

 　カイワレ（紫キャベツ）お好みで
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