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1.　「niji kitchen」オープンに際し、率直な感想を
お願いします。

　「聾唖者の方々に働ける場を！」という構想は
3年以上前からありました。だから、「やっと」と
か「念願叶って」という気持ちです。

2.　どのような経緯で、聾唖者の方々を採用するこ
とになったのですか？
　私が飲食業を始めた当
初、洗い場に聾唖者の方が
いました。とても真面目でよ
く働いてくれたのですが、仕事内容に制限がある
ため、なかなかお給料を上げることができない。
そこに心苦しさを感じ、聾唖者でも幅広く働ける
仕組みを作りたいと思ったのがきっかけです。

3.　一番大変だったことは何ですか？
　物件探しですね。ご存じの通り、香港は家賃
が高い。この（スタイリッシュな）雰囲気を出すこ
とができ、かつ、家賃のバランスがよい場所を見
つけるのに、一番時間がかかりました。

4.　「niji bistro」と「niji kitchen」のお客様層の違
いはありますか？

　どちらもローカルのお客様がメインになりま
すが、結果的には、bistroは20～40代のOLの
方々、kitchenはお子様のいらっしゃるご家族と
いう客層となりました。

5.　今後の展開をお聞かせください。
　今後は香港以外のアジア諸国にもFC展開して
いきたいと考えています。従業員を聾唖者にし、
オムライスという、アジアではまだポピュラーで
ない日本の食べ物を広げていきたいです。

※聾唖者（ろうあしゃ）・・・聴覚に障害がある（耳が不自
由な）人のこと

niji kitchen
住所：Shop 310, 3/F., 15 Cheung Shun St., Lai Chi Kok
電話：(852)3586-8103
フェイスブック：niji Kitchen

荔枝角にあるD2 Place TWOに
グランドオープン！

」、「

　オムライスで有名な「niji　bistro」が、荔枝角
（ライチーコック）にあるD2　Place　TWOに
「niji　kitchen」をオープンした。オムライス・
自家製ピクルス・スープ・ドリンクのセットメ

ニューで提供される。もちろん食器はNoritakeを
使用。non　MSGで動物性油を使用していないカレー

ソースを日本から直送するなど、食材にはかなりのこだわりが見ら
れる。一口（ひとくち）口にすると、そのことがよくわかるほど、とても優しい味がする。
　なお、スタッフの7割が聾唖者（ろうあしゃ）だというから
驚きだ。言葉を介するコミュニケーションは難しいが、画
像で注文指示がいくようなシステムを利用し、スムーズに
オーダーが通る仕組みになっている。「ビジネスと社会貢
献が同時にできることが嬉しい」と話してくれたのはniji　
Concept　Limited代表の高橋氏。身体にも社会にも優しい
「niji kitchen」のようなお店こそ、広く長く愛されて欲しい。

今回、PPW編集部はniji Concept Limited代表の高橋延行氏にインタビューを行い、お話を伺った。
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TaKorea
　香港でも韓国カル
チャーは大人気。
TaKo reaはメキシ
カン・コリアンのテイ
クアウトショップで、昔ながらの韓国の家庭料
理をベースに、モダンなアクセントを加えた
味を提供している。タコスかブリトー、丼もの
かを選び、ビーフカルビ(HKD80)やナス

(HKD75)などの主菜を選んで
組み合わせよう。

住所：45A Graham St., Central
電話：(852)2488-8024
フェイスブック：TaKoreaHK

Nagahama No.1 Ramen
　香港のベスト・オ
ブ・ラーメン店との
呼び声高い長浜
No.1ラーメンが案
外お手頃なのは嬉
しい限り。濃厚な豚骨スープと日本のこだわ
りが随所に光る一杯は、ラーメン好きならず
とも虜になる味わいだ。スタンダードなとん

こつラーメンはHKD78、お
店の看板ラーメン、No.1 
ラーメンはHKD98。

住所：G/F., 14 Kau U Fong, Central District
電話：(852)2323-6115
フェイスブック：nagahama.no1.ramen.hk

　とにかく栄養バ
ランスの取れた食事
を手頃な価格で食
べたいならこのお店
へ。ランチボックス
（HKD78）は炭水化
物1種類、タンパク質

のおかず1種類、温野菜1品、
冷たい野菜料理1品と、好みの
ふりかけをチョイスできて大
満足。

住所：G/F., 182 Wellington St., Central
電話：(852)9772-4531
ウェブ：www.feteup.com

Fete Up Mana! Fast Slow Food
　野菜食を愛す
る人達に大きな
支持を受けてお
り、食器にもこだ
わるなど、環境と

健康に配慮したメニューが自慢。Mana!　Box 
(HKD80)や、自分好みにカスタマイズできる

Zaatar Flat with a choice of 30 toppings 
(ハーフラップHKD50、フルラプHKD90)など

でヘルシーなファーストフー
ドを体験してみてほしい。

住所：92 Wellington St., Central
電話：(852)2851-1611
ウェブ：www.mana.hk

Mak Mak
　毎週2種類の持ち
帰りランチ（HKD88）
を提供している。焼き
そばやチャーハン、も
しくは炒めたタンパ
ク源に卵とご飯を添
えたものの中から選

ぶ仕組みで、メニュー
はKhaao Phat Bpuu (蟹
チャーハン)、Gra　Pao 
Moo (豚肉とバジルの炒め物)など魅惑的。

住所：Shop 217A 2/F., Landmark Atrium, 
  　　15 Queen’s Rd., Central
電話：(852)2983-1003

　海事博物館の最
上階にあるこのこ
じんまりとした素

敵なカフェを知らないなら、ぜひ訪れてみ
るべき。絶景を眺めなが
らランチを楽しむことが
できる穴場スポットで、

Baked Potato Filling of the Day (HKD75)、 
Feta Cheese Salad with Tomato, Olives, 
Cucumber and Mixed leaves (HKD70)など
ヘルシーなメニューも人気。

住所：Roof, Central Pier No. 8, 
  　　Hong Kong Maritime Museum, Central
電話：(852)2850-5967

Café 8

世界で最も人口密度が高く物価の高い香港。都市部、特にセントラルで、ランチを手頃な価格
で食べるなんて不可能だと思う方もいるかもしれない。今回はそんな悩みを払拭すべく、セント
ラル（SOHOを除く）のお財布に優しいランチをご紹介しよう。

世界で最も人口密度が高く物価の高い香港。都市部、特にセントラルで、ランチを手頃な価格
で食べるなんて不可能だと思う方もいるかもしれない。今回はそんな悩みを払拭すべく、セント
ラル（SOHOを除く）のお財布に優しいランチをご紹介しよう。

第2回セントラルで100ドル以下の
美味しいランチを提供しているお店
セントラルで100ドル以下の

美味しいランチを提供しているお店

　話題のレストランが集まるグルメスポット、SOHO（ソー
ホー）に店舗を構えるカジュアルステーキレストラン「La 
Vache」。同店は香港で数多くのレストランを展開している
「Black Sheep Restaurant」のお店でもグループ初の九龍サ
イドで展開している。同店はカジュアルでシンプルな雰囲気
の中、コストパフォーマンスも良く、美味しいステーキを楽し
めるとあって話題を集めている。
　店内の壁にはパリの街のイラストが描かれており、ポップ
かつカジュアルで落ち着いた雰囲気がある。白と赤のチェッ
クのテーブルクロスがお洒落なビストロを感じさせてくれ
る。同店のコンセプトはシンプル。パリジャンスタイルのス
テーキハウスでメニューはなしでシンプルだけれどおいしい
マスタードとくるみのドレッシングを和えたサラダ。食べ放題
のフレンチフライ、そしてステーキがセットになったメニュー
のみ。予約は取っておらずウォークインのみ。予約をしてあれ
これメニューを見てオーダーすることに慣れている人には多
少抵抗を感じるかもしれませんが、シンプルなオーダーシス

テムに魅力を感じると
思います。まずは肉の
焼き加減を伝えて、あ
とは心配せずにドリン
クを楽しみながらメ
インのお肉が運ばれて
くるまでサラダとフ
レンチフライで楽しも
う。フライドポテトはお

かわり自由なので、食いしん坊
さんも大満足！お肉はカジュア
ル価格だけどもこだわりの質
の高いお肉を使用し、十分に
満足できる味。おススメはお肉
の味が十分に楽しめるメディア
ムレアですが、お好みでリクエ
ストして好みのお肉の味を楽し
むことができます。
　食事の締めくくりには、ボ
リューム感たっぷりのパリ
ジャンスタイルの食後のお腹
を満たしてくれるデザートを忘れずにオーダーしよう。デ
ザートは可愛らしいカートに乗せられて各テーブルに運ば
れてくるので、目で見て選ぶこともできます。おススメはサク
サクとした食感が魅力のミルフィーユ「millefeuille」。キャラ
メルと甘すぎないなクリームと共に幾層に重ねられた、甘す
ぎない上品なクリームとの組み合わせで上質な味を演出し

ている。フランスス
イーツのクラシック
なキャラメルエクレ
アやナポレオンもお
ススメ。他にも様々
な味を楽しむことが
できるので、スイー
ツ愛好家は必見だ。

　他でもあまり試すことのできないフランスのお酒を使った
カクテルもぜひ一緒に。更には、同店オリジナルの赤ワイン
をステーキと一緒に楽しんでみるのもおススメ。

マリリンのぶらグル巡り
お財布に優しい価格で上質のフランス伝統ステーキ店が楽しめる
「La Vache」がTSTにオープン！！

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

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9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9年の日本人女性ライター。

シンプルなパリジャンスタイルのインテリア

メニューのサラダ、
フライドフライドポテト、ステーキ

ワゴンで提供するデザート

同店自慢の良質なお肉

同店の人気デザートのミルフィーユ

La VacheTST
住所：G/F., 12-14 Hart Avenue, TST
電話：(852)2366-7588
時間：18:00～深夜
フェイスブック：La Vache TST
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香港＆広東

香港

香港

香港 香港＆広州
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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

高徳置地マンション（ジュメイラ）

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-2511-4770
深圳市南山区海岸城東座225号

（所在地） 広州市珠江新城華成路
（間取り） 1LDK 86㎡
（環　境） 3、5号線珠江新城駅から徒歩6分、
 スーパー、日本料理店が周りに多くあり
（室　内） 家具家電完備、冷暖房、
 バスタブ、バルコニー付き
（備　考） 高層階、地域人気物件、家賃が安い
（月　額） 10,000元～ 

（所在地） 広州市珠江新城花城大道
（間取り） 3LDK 136㎡
（環　境） 5号線猟徳駅から徒歩6分、
 買い物便利、外国人多い
（室　内） 家具家電完備、冷暖房、
 バスタブ、バルコニー付き
（備　考） 高層階、広州タワーが見える、
 日本人学校バスストップあり
（月　額） 12,000元～ 

（所在地） 広州市天河区林和東路
（間取り） 4LDK 260㎡
（環　境） 1号広州東駅から徒歩6分、
 買い物至便、子供遊び場あり
（室　内） 1号広州東駅から徒歩6分、
 買い物至便、子供遊び場あり
（備　考） 天河人気物件、新築棟完成物件
（月　額） 30,000元～ 

ライフ（香港・広東共通）
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深圳香港

私は褒めて育てることは推奨していません。
あ、決してけなして育てなさいと言っているのではあり
ません笑

「褒める」には3つの段階があります。
一つ目は、【子供の行動を褒める】
「テストで100点を取って偉いね。」と褒めると、子供は
どう感じるでしょうか？
「100点は素晴らしいことなんだ！また100点取りたい！」
と思いますね。

2つめは【子供の能力を褒める】
「100点取れるなんてあなたは頭がいいね。」と褒める
といかがでしょう？
「嬉しい！！ほかの科目も100点取るぞ！！」と思います。

素晴らしいじゃないですか。何が悪いの？と思いますよ
ね笑

実は、この「褒める」は繰り返しを促す言葉なのです。
褒めることで実は調教しているのです。
「調教」と聞くと驚かれるかもしれません。
ですが、「褒める」ということは「それを繰り返してほし

い」という気持ちが必ず裏にあるものです。
誰しも、褒められると嬉しい！
承認されると嬉しい！ので、もっともっとと頑張るように
できているのです。

けれども、人間は弱い生き物です。いつも100点が取
れるわけではありません。
時に体調が悪かったり、モチベーションが上がらな
かったり、
苦手な科目だったりします。

「行動」や「能力」を褒められてそれに応えてきた子供
は、思わしくない結果になったときに激しく落ち込み
ます。
自分はダメだと自分を責めます。
また、周りでみている兄弟姉妹にもその影響は波及し
ます。

いつもいい成績を褒められる兄弟がいた場合、勝手に
比べて、勝手にコンプレックスを持ちます。

我が家も、長男、次男が絵が上手く、入賞したり、貼り出
されたりするたびに褒めていました。
すると三男が絵を描きたがらなくなった時期がありま
した。
『「入賞する絵」「貼り出される絵」が価値のあるものだ』
という価値観を知らず知らずのうちに彼に植え付けて
いたのだと思います。

ではどうすれば良かったのか？

3つめの「褒める」は【子供の価値観を褒める】です。
「今回100点が取れたのはあなたがこの教科を楽しん

で一生懸命取り組んできた結果だね。」
その子供も、周りで聞いている兄弟も「楽しんで一生懸
命取り組めば、どんなことでも叶えることができる。」と
いうメッセージを受け取るでしょう。

大切なのは「行動、能力、結果」の裏にある子供の「価
値観」に注目してあげること。

子供自身、自分の「価値観」が分かれば、どんなことに
も応用でき、自分で自分を認め、信じることができるよ
うになります。
それが後に大きな成果を上げるのだと思います。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
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」

「
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連載 第71回 褒めるということ

ライフ（香港・広東共通）
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香港＆深圳 香港

Sayaのプロフィール
香港でカメラマンとして活動し、主に家族写真の撮影を行なっている。香港
が大好きで、街歩きをしているときが至福の時間。趣味は、カラオケ、ヨガ、
そして、もちろんカメラ。みつ子とにゃんこ先生の飼い主。つまりは、大の猫
好き。主人の転勤により、2016年より香港で生活。在住歴も3年目に突入。
Instagram（@photogenic_hk）でもおすすめスポットをご紹介しています。

　みなさま、こんにちは！　Sayaです。職業カメラマンかつ趣味カメラを活かして、写真に関する
お役立ち情報をお届けしております。

　これから迎える香港の祝日といえば、3月30日の耶穌受難節（レント）、4月1日の復活節（イー
スター）ですね。祝日が続くので、日本のゴールデンウィーク同様、大型連休を取られる方も多い
のではないでしょうか。海外旅行をするという方もいらっしゃるとは思いますが、香港で連休を
過ごされる方におすすめのスポットをご紹介します。

　レントもイースターも、キリスト教にちなんだ祭日です。ということで、今回は、香港にある素敵な
教会をご紹介。前回はお寺、今回は教会と、さすが無宗教の日本人ならではの連載ではありま
すが、お付き合いいただけましたら幸いです。

　と、その前に、これらの祭日がどのようなものなのかわからないという方のために簡単にご説明を。

　まずは、イースター！
　イースターは、春分後の最初の満月の次の日曜日（ややこしやー）。キリストが死後3日目にし
て甦ったことを記念し、春の自然の甦りと共に祝うお祭り。生命誕生の象徴である卵を食べた
り、ペインティングした卵を贈り合ったりして、盛大に祝う。
　そして、レント！
　レントは、イースターの前の46日間のこと。イースターの前に、キリストの受難と死を思い返し、
悔い改め、試練・修養・祈りの時として過ごす期間。キリストが40日間荒野で断食をしたことにち
なみ、この期間は肉・卵・乳製品・油などを断ち、祈りに励む。日曜日は「復活記念日」として40日
間に含まれないため、実際には46日間となる。

　祭日の意味をご理解いただいたところで、早速、私的にときめいた教会のご紹介です。これ
をきっかけにぜひ足をお運びいただけたら嬉しい限り。ただ、訪問の際は、くれぐれも静粛に♡

① Rosary Church（尖沙咀）
　まるでディズニーの世界に迷い込んだような、ピン
ク色の屋根が特徴的なカトリック教会。尖沙咀の端っ
こに位置する（香港歴史博物館の向かい）。敷地
いっぱいに建物が建っており、敷地内では外観の写
真が撮りにくいため、向かいの歩道から撮影するの
がおすすめ。

 

② St. Mary’s Church（銅鑼湾）
　銅鑼湾駅F出口から徒歩約10分のところにある、教会にしては珍
しい中国テイストの建物。ザ・教会という西洋の建物ももちろん素敵で
すが、ここは香港！上手に東洋がミックスされているところに魅力を感
じます。内装も見事に東西が融合されていて、独特の迫力があるの
で、外観だけでなく、内装の魅力にも触れてみて欲しい。
 

③ St. Margaret’s Church（跳馬地）
　「楽活道」というトラム駅から、少し坂を上った場所にあ
る教会。アップダウンがあり少々大変ではありますが、個
人的にはトラム駅側からではなく、逆側（連道を上ってか
ら楽活道を下るルート）から向かってみて欲しい。坂を上
りきった後に目にする、教会のステンドグラスの美しさに感
動します。
 

※それぞれの歴史については、ぜひ香港在住25年目のYukikoさんが綴るブログ「もっと知りたい香港」をご
覧くださいませ。Yukikoさんのおかげで、背景を知ることによって、ものの見え方も随分と変わるものだなと実
感できました。
http://mottohongkong.blog.fc2.com
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第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

サンダース

カイザース

コンポードー

ドリームス

ベアーズ

ツナーズ

サクラ

パイレーツ

ロイヤルズ

ブレーブス

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

0.889

0.667

0.571

0.455

0.444

0.444

0.444

0.400

0.364

0.300

0.222

0.091

差
0.0

1.0

1.0

3.0

4.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

9.0

第73期　第20節　3月11日

     勝ち組コメント
　開幕8連勝中の大関軍、9戦目はエンジェルスとの対戦。初回マロの
2点タイムリー、キャプテンマグの満塁HR、新加入バブの2点タイム
リーなどで大量33得点とし試合を優位とする。2番手投手DGMが2回
表を3三振で抑え9連勝！　この後強豪との試合が続くがチャレンジャー
として戦っていきましょう！

     負け組コメント
　初回、チャンスで主砲木原がしっかり適時打で先制。しかしその裏、
先発木原の制球が乱れる。初登板の田川も流れを止めきれず、初回
に33失点で勝負あり。崎川は救援で安定した投球を見せたが、次節こ
そは投打が噛み合った試合を。

エンジェルス
オオゼキ

勝利投手：久下（兄)
敗戦投手：木原

HR：

HR：山田

1
33

3
0

4
33

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　前節の勝利から連勝と行きたい今節。初回に5点を先取された後の2
回表の攻撃、四球を織り交ぜ、山田、村山のタイムリー、塁を埋めたところ
で向井の左中間奥への満塁弾！　一挙7点で逆転。圧巻は4回表、先頭野嵜
の三遊間を抜くクリーンヒットを足掛かりに、中島、向井、赤石、山中、村
山のヒットで小刻みに加点。極め付けは向井の今日2本目、計8打点とな
るスリーラン！　でこの回13点を奪取。投げては中島、丸山の豪華両エース
の継投で強豪アタッカーズを9点に抑えて気持ちの良い勝利です！

     負け組コメント
　今回も打線が繋がり、3番天野、4番矢部が共に3打数3安打の大暴れ。
一度は逆転を許すも途中までは8対7のシーソーゲーム。久し振りの連勝
かと思いきや、最終回に13点を取られThe End。助っ人で来てくれた古川
の甥っ子「ゆうすけ君」（24歳）の若さだけが印象に残る試合でした。

ロイヤルズ
アタッカーズ

勝利投手：中島
敗戦投手：矢部

HR：向井

HR：
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     勝ち組コメント
　強豪ツナーズ相手に今期初先発の志賀が打って投げての大活躍！
3回表に味方エラーもあり、大量7失点とピンチもあったが、志賀の初
回2ラン、3回にも2打席連続3ラン本塁打、最終回に同点2点タイム
リーで計7打点と恐るべき活躍。最後は谷のサヨナラ犠飛（？）で今ま
で勝った記憶がないツナーズさんにサヨナラ勝ち！この勢いで残り４
戦頑張ります！

     負け組コメント
　11名全員出塁と試合を盛り上げるが、あと一歩及ばず敗戦を喫す。連
敗となったが非常にいい雰囲気での試合ができており、次回に期待。

ツナーズ
パイレーツ

勝利投手：志賀
敗戦投手：後藤

HR：

HR：志賀（2本)
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     勝ち組コメント
　前節快勝し、勢いに乗るコンポードー。今節はこの勢いを維持でき
るのかを図るにふさわしい櫻さんと対戦。ピッチャー広瀬のテンポの
良い投球と、杉本光、Hoimin、西村を中心とした堅守で快勝！　この勢
いを持続し、上位に喰らいついていきます！

     負け組コメント
　負けられない櫻戦士、本日は強豪コンポードーさん。先攻の櫻、1番
西山、愛用の黒バット見つからず白バットで凡退。2番マイクがサード
ベースを強襲してレフトに抜ける良い当たりで出塁し幸先よく1点先
制。櫻のピッチャーは本日初先発の大谷、ホームランだけの2点で抑
えるまずまずの出足。3回の1番西山からの好打順、愛用の黒バット見
つかりきっちりヒットで出塁、2番好調マイクのセンターへの2塁打で
得点。その裏の大谷、圧巻の投球で0に抑える。すると、大谷、バッ
ティングでもセンターへ抜ける好打で得点、まさに二刀流の活躍。

サクラ
コンポードー

勝利投手：広瀬
敗戦投手：大谷

HR：増山

HR：杉本（光)（2本）
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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)

広・北・英語生徒大募集中
プライベートレッスンで、経験豊かな
教師が丁寧に教えます。生徒様のご要
望にあわせ日本語で教える事ができま
す。まず無料体験をしてみませんか。
詳細はホームページをご覧ください。
又は日本語でお気軽にお問い合わせ
ください。
電話：8100-0514
  　　（電話のみです、SMSができません）
メール：info@wdllanguage.com
ウェブ：www.wdllanguage.com　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカー部員大募集！
ドラゴンシューターズ、部員大募集！
幼稚園～小６までの少年少女サッカー
チームです。毎週土曜日午後、一緒に
サッカーを練習しませんか？
問い合わせ：
dragon_s_f_c@yahoo.co.jp
ウェブ：http://dragonshooters.typepad.jp
お気軽にご連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人ドラゴンボート倶楽部は、
男女数十名のメンバーで毎週末海上
練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港長崎県人会
香港長崎県人会は九州の他の県人会
の皆様とご一緒に、九州人会を年に２
度ほど開催している中で、最近は長崎
県上海事務所の御支援も頂く事が出
来、活動を活発としたいと考えていま
す。長崎御出身、長崎の学校で学ばれ
た皆様、長崎にゆかりのある方々、是非
ご連絡を頂ければ幸いです。
連絡先：npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com
  　　  （担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会で、
奇数月の8日前後に約20名で勉強会をして
います。お昼の時間に各業界から1名、ビジ
ネスで役立つ香港・華南の最新状況のス
ピーチを頂き、会社経營、管理、自分開発
に役に立てて頂きたいと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日
本人ママたちによるプレイグループで
す。友達をつくりたい、子供が時間をも
てあましているなど、一緒に皆で遊び
ましょう！ 2つの姉妹クラスで活動して
います。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00
場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)

連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山県人会メンバー募集！

定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山
県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
メール：toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！ 香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！
メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
香港和僑会は、海外で組織のリーダーを
目指す人達の交流を促進し、成功を応援
するNPO法人です。毎月開催の定例会、
業種別の分科会、起業＆経営相談会、商
談会や展示会のアレンジ、貸会議室な
ど、様々なサービスを提供しております。
経営者や起業家に限らず、駐在員や学
生、主婦の方も、お気軽にご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
看護師、臨床検査技師募集

セントラルのクリニックにて通訳ができ
る医療スタッフ(パート)を募集していま
す。臨床検査技師は採血業務ができる
方を希望。私達と一緒に海外で活躍す
る邦人の皆さんの健康をサポートしま

せんか？詳細に関しましては、メール
または電話でメディポートの堀までご
連絡ください。
メディポート電話：25771568　　 
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人入居者募集！
銅鑼湾のElizabeth House
超便利な立地のマンションです。
春には大規模修繕工事も完了！
2LDK 実用面積 540sqf
家賃 HKD19,500（管・税込み）
ウォシュレット設置済み、家具・家電応
談。弊社管理物件の為、入居中のトラ
ブルも迅速対応！不動産仲介料も不
要です！
お問合せは三宝不動産まで。
電話：2566-0155
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

ライフ（香港・広東共通）
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 AKFS PLUS Hair Styling Gel (Natural) 120g
　世のスタイリング剤のほとんどは、髪の健康ではなく、ヘ
アスタイルの成形にのみ焦点を当てているが、こちらのス
タイリングジェルにはシャクヤクの保湿成分を配合。味は
苦・辛、性は微寒のシャクヤクは、血液に栄養を与えて陰陽
を調整し、肝臓機能を改善するなどの働きがあるという。美
しいスタイリングを保ちながら、頭皮の血液循環を促して、
発疹等のトラブルを防ぐことができるスタイリングジェル。

血

AKFS PLUS Hair Styling Gel (Super Hard) 120g
　日本古来の薬草である十薬（どくだみ）を配合。どく
だみには夏のほてりやマラリアに効果があるほか、皮
膚のアレルギー症状を軽減し、沈静化する作用があ
る。十薬の強力な作用で、スタイリングしながら頭皮と
髪に栄養を与えてくれる優秀なアイテム。

気

AKFS PLUS Refreshing Treatment 400ml
　配合成分のイチョウエキスの味は甘・苦・渋、性は
平。血液の循環を促進し、皮脂の生成を時間の経過と
ともに管理して、髪を蘇らせるトリートメント。

血

AKFS PLUS Refreshing Shampoo 400ml
　オイリーな頭皮や髪質は、汚染された空気や埃を
引き付けてしまいがち。髪質に合ったシャンプーを使
わないと、匂いに悩むことになるかもしれない。芳香
性があり温性のシソを配合したこのシャンプーを使え
ば、頭皮は健康を取り戻し、皮脂の過剰な生産を抑え
て髪を根本から立ち上げて、柔らかく艶のある健康的
なヘアにしてくれる。

気

AKFS PLUS Nourishing Shampoo 400ml
　代謝を促進し、頭皮と髪に栄養を与えてくれる
シャンプー。配合成分のオタネニンジンエキスは中医
学では温性であり、味は甘・微苦。保湿効果だけでな
く、経絡を健やかに保つと共に、頭皮の血液循環を促
進してくれる。

血

AKFS PLUS Nourishing Treatment 400ml
　微寒の性質、甘、淡の味を持つヨクイニンを配合。ヨクイ
ニンには脾臓、胃、肺経の治療作用があり、体液の再分配の
促進、水分の排出、脾臓の活性化等様々な効能があるとさ
れる。このトリートメントのメリットは頭皮の水分や有毒物
質のスムーズな放出を助け、代謝を促進して、毛髪に潤いを
蘇らせてくれること。良い水分の循環サイクルを保つことで、
髪はより多くの栄養を吸収し、健康的な状態を維持できる。

水

MiLOC Pharmaceutical (HK) Limited
住所：萬寧, 華潤堂各店舗まで　　ウェブ：www.akfsplus.com

輝く健康ヘアに変身
AKFS PLUSのヘアラインで

漢方医学では、体の中を「気・血・水」が巡り、健康な体を保っています。健康な
髪や頭皮にも巡りが重要なポイントとなります。AKFS　PLUSは、中国医学で
何世紀にも渡って使用されている希少な漢方薬を、ヘアケアラインに贅沢に
使用している。健康な頭皮と髪の毛を手に入れるための製品ラインナップを
早速チェックしてみて。中医師周正峰教授
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　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

　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。地肌や髪を傷め
ず、刺激臭もないイタリアからのオーガニックカラーや、ニュー
ヨークの綺麗なアッシュカラーも入荷！ぜひ一度お試しを。

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

　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

　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
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は、毎週お届けしています。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 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）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
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