
香港

ゼロからスタート 第88回広東語♪
　　「糖水tong４　söü２」とは、主に食後にとる、甘いスープ状の中華デザートの事を指します。さらさら状と

ドロドロ状のものがあるので、「デザートを食べる」の広東語は「飲糖水yam２　tong４ söü２」ではなく、「食

糖水sik6　tong４　söü２」と言い、「糖水」を売っている店を「糖水舖tong４ söü２　pou２」と言います。

　　香港のデザート屋は、伝統的な中華デザート以外にも、日本、韓国、欧米等の影響を受けた様々な形式

のデザートも売っています。日式ワッフル、韓国式カキ氷、アメリカ式フォンダショコラ、イギリス式マカロンな

どが、その例です。主にこれらの西洋式デザートを売る店のことを「甜品舖tim２　ban2　pou2」と呼び、値

段は「糖水舖」より少々高くなります。

　　香港のデザート屋の特徴は「百搭baat3　daap3（なんでもあり）」。好みのフルーツを各種食材に合わ

せてオリジナルのデザートを作ることができます。例えばお店でよく使われるマンゴー、スイカ、バナナ、メ

ロン、パパイヤなどは、豆腐花、ココナッツミルク、おしるこ、仙草ゼリー、プリンなどに合わせて、スイカ入りコ

コナッツミルク、マンゴー入りおしるこ、黒ゴマしるこがけ豆腐花、などにすることができます。基本的にメ

ニュー上にある食材で自分好みのデザートをオーダーすることが可能なので、早速今晩にでもデザート屋

さんへ行ってみませんか？

広東語・発音・日本語

芝麻糊

zhi1 ma4 wu2
黒ごまの
おしるこ

紅/綠豆沙

hung4/luk6 
dau6 sa1 
あずき/緑豆の
おしるこ

腐竹雞蛋糖水

fu6 zhuk1 
gai1 daan2 
tong4 söü2
湯葉とたまごのスーツ

薑汁撞奶

göng1 zhap1 
zhong6 naai5
生姜牛乳プリン

西米露
sai1 mai5 lou6
タピオカ入り
ココナッツミルク

豆腐花

dau6 fu6 fa1
豆腐花

(甘い豆腐のデザート)

広東語・発音・日本語

木糠布甸

muk6 hong1 
bou3 din1
セラデューラ

雜果涼粉

zhaap6 gwo2 
löng4 fan2

ミックスフルーツ
仙草ゼリー

梳乎厘

So1 fu4 lei4
スフレ

椰皇燉鮮奶

ye4 wong4 
dan6 sin1 naai5
ココナッツと
卵白の蒸しプリン

楊枝甘露

yöng4 zhi1
gam1 lou6

楊枝甘露(マンゴー、
ポメロ、タピオカ入りスイーツ）

心太軟

sam1 taai3 yün5
フォンダンショコラ

心太軟

sam1 taai3 yün5
フォンダンショコラ

会話練習

山田小姐，你揀乜嘢糖水呀?

Saan1 tin4 siu2 zhe2, nei5 gaan2 mat1 ye5 tong4 söü2 a3?

山田さん、どのデザートにしますか？

唔⋯好多種類，好難揀呀，陳小姐你呢?

M2… hou2 do1 hung2 löü6, hou2 naan4 gaan2 a3, chan4 siu2 zhe2 nei5 ne1?

沢山種類があって迷いますね。陳さんは？

我食楊枝甘露，呢度嘅「七彩珍珠」好出名架，裡面有雜果、西米露、
涼粉同埋珍珠奶茶嗰啲珍珠，不如你試下吖!

Ngo5 sik6 yöng4 zhi1 gam1 lou6, ni1 dou6 ge3「chat1 choi2 zhan1 zhü1」hou2 chöt1 meng2, 
löü5 min6 yau5 zhaap6 gwo2、sai1 mai5 lou6、
löng4 fan2 tung4 maai4 zhan1 zhü1 naai5 cha4 go2 di1 zhan1 zhü1, bat1 yü2 nei5 si3 ha5 a1!

私は楊枝甘露にします。ここの「七彩珍珠」は有名ですよ。フルーツ、タピオカ、
仙草ゼリー、パールミルクティーのタピオカなどが入っています。試してみたらどうですか？

好吖，好似好好味咁，等我試下先。

Hou2 a1, hou2 chi5 hou2 hou2 mei6 gam2, dang2 ngo5 si3 ha5 sin1.

おいしそうですね、じゃあそれにします。

咁等我落單先⋯唔該，要一個楊枝甘露同埋七彩珍珠吖。

Gam2 dang2 ngo5 lok6 daa1 sin1...
m4 goi1, yiu3 yat1 go3 yöng4 zhi1 gam1 lou6 tung4 maai4 chat1 choi2 zhan1 zhü1 a1.

ではオーダーしましょう。すみません、楊枝甘露一つ、七彩珍珠を一つください。

加唔加奶呀?

Ga1 m4 ga1 naai5 a3?

ミルクはいれますか？

另上吖唔該。

Ling6 söng5 a1 m4 goi1.

はい、別に持ってきてください。

陳小姐
Chan4 siu2 zhe2

陳小姐
Chan4 siu2 zhe2

陳小姐
Chan4 siu2 zhe2

侍應
Si6 ying3

陳小姐
Chan4 siu2 zhe2

山田
Saan1 tin4

山田
Saan1 tin4

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

伝統的な糖水

新鋭デザート
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香港 香港

　香港国際空港と言えば、アジア最大の
ハブ空港の一つ。毎日、沢山の人々がアク
セスする空港として有名だが、空港内で
楽しめるグルメには限りがあった。まして
や空港買いと比べて割高になるのを考慮
に入れるとそのお得感とコストパフォー
マンスも気になってくる。そんな中、香港
で、湾仔（ワンチャイ）、中環（セントラル）、
赤柱（スタンリー）に店舗を構える良質価
格で質の高いハンバーガーを提供する
ハンバーガー店「Beef and Liberty」が空港内のターミナル1
に4月中旬オープン予定。

　同店は、良質のお肉を使
用しており、カジュアル価
格でボリュームのある美味
しいハンバーガーが楽し
める定評のあるお店。多店
舗と同様、同店自慢のハン
バーガーを提供するのに加えて、フライト前やトランジットの
合間にワインやビール、カクテルなどのドリンクを楽しめる

バーも併設される。
　さっそくそんな同店自
慢のメニューをご紹介し
よう。まずは、全店舗で人
気メニューの「Bacon 
Cheese Burger」。シンプ
ルにベーコンとチーズ、
ビーフパテをサンドし、

肉汁たっぷりで思いっきりかぶりついて味わいたい。「The 
Notorious　P.I.G」は、スコットランド産豚肉に酸味があり、パン
チの効いたお肉が絶妙にマッチした一品。青りんごのコール
スローはハンバーガーだけどあっさりと食べれるように工夫
されている。その他にも季節限定のハンバーガーもあるので、
新しいメニューを楽しむこともできる。空港店限定のメニュー
には、香港の味を融合し、焼豚を使用した何とも興味深い
「Chasuh Burger」も仲間入り。ぜひ試してみたいメニューだ。
　ハンバーガーがメインだがサラダやサイドメニューも豊
富に揃っている。メイン料理の前にドリンクのおつまみにも

最適なカリフラワーをローストし、パルメザン
チーズとパン粉をまぶして揚げ、ルッコラサラ
ダを添えた「Cauliflower & Cheese Bite」は美
味しくて罪悪感なしに楽しめる。ハンバーガー

のお供に欠かせないフレンチフライはポテトもいいが、
ちょっと違ったテイストを味わいたいならスイートポテトの
フライを頼んでみよう。塩気と甘さが
絶妙でビールもすすむ味。
　フードの他にも空港店では、香港
のクラフトビールとして注目を集め
ている「Moonzen　Brewery」や豊富
なカクテルメニューも揃っているの
で、フライト前にゆっくり一杯という
ときにもぴったりだ。
　さあ、さっそく次回旅行で香港国
際空港を利用の際は、同店自慢の
ハンバーガーやドリンクを味わって
みては。

マリリンのぶらグル巡り
大人気ハンバーガー店「Beef and Liberty」、
香港国際空港に4月中旬オープン予定！
大人気ハンバーガー店「Beef and Liberty」、
香港国際空港に4月中旬オープン予定！

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。

Beef and Liberty
住所：Unit 7E 138, Departures East Hall, Terminal 1, 
  　　Hong Kong International Airport
ウェブ：www.beef-liberty.com/hk同店の一番人気「Bacon Cheese Burger」

ハンバーガーと
合わせて食べたい
スイートポテトフライ

味わい深いポークが魅力の「The Notorious P.I.G」

ヘルシーなベジタリアンバーガー
「Beeroot Burger」

グループ
エグゼクティブ
シェフの
Uwe Opocensky氏
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香港 香港

香港香港

香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！
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香港＆広東
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 御河堤 Royal City Center

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3LDK
（室　内） 家電家具が新しい、
 冷蔵庫が大きい、open式のkitchen
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
 華润万家スーパー 
（備　考） 地下鉄2号線（東角頭駅より徒步約10分）　
（月　額） 17,500元

（所在地） 紅嶺南路与東園路交匯処
（間取り） 2LDK
（室　内） 全室フローリング、リビング冷暖房付き
（環　境） 万象城、JUSCO、歳宝百貨、
 Citic City Plaza 
（備　考） 地下鉄1＆2号線
 （大劇院駅より徒歩約10分）
（月　額） 10,000元

宝能太古城

深圳

エイブル深圳店エイブル深圳店エイブル深圳店
深圳市羅湖区深南東路5002号

地王大厦主楼40-10単元
(86)755-8219-5546/

 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

深圳市羅湖区深南東路5002号
地王大厦主楼40-10単元

(86)755-8219-5546/
 (86)136-3285-3590 (代表 本間)

（所在地） 南山区中心路2233号宝能太古城
（間取り） 3LDK
（室　内） 内装が新しくて、家電家具も新品
（環　境） all city Shoppingmall、庭園、
 後海の海岸cityに近い、ジム無料
（備　考） 地下鉄2号線（海月駅より徒步約2分）
（月　額） 25,000元

 半島城邦　Peninsula Residences

H
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n
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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

ライフ（香港・広東共通）
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香港

　こんにちは!　さて、今年もイカ釣りの季節が近づ
いてきました!!　香港では5月下旬から6月上旬にか
けてイカが捕れるのは皆様ご存知でしょうか？　暑
すぎたり、寒すぎたりするのを嫌うイカは気温が落
ち着くこの季節にとても活発になります。この時期
は地元の香港人もクルーザーを貸し切ってイカ釣

りに繰り出すほどです！　パンダバスでは毎年イカ釣りツアーを企画しています!　
夕方19時頃からイカ釣りポイントへ出発。船内での夕食や飲み物をご用意して
いますので、美しい夕焼けを見ながらのお食事をお楽しみ頂けます！ 　
イカ釣りポイントに到着してからはイカの釣り方やコツをガイ
ドが分かりやすくお教えします。イカ釣りは針に餌を付ける必
要がございません。釣り針にサイリウムのような物を付けそ
れを水中に入れるだけ！　イカは光に集まるのでその糸を上
下に動かし引っ掛けます！掌より少し小ぶりなホタルイカ、運
が良ければスルメイカを釣ることも出来ます！毎年沢山のご家

族にご参加を頂きますが、糸を動かすだけなのでお子様でも安全にお楽しみ
頂けます。釣れたイカは勿論お持ち帰りOK!　翌日の夕食や、おつまみにも最適!

お食事や釣り道具はパンダがご用意するので手ぶらでの参加もOK♪
料金は大人・HKD535/子供(3～10歳以下)・HKD435!!
今年も香港在住の方限定、クラブパンダ会員のお客様はHKD40引きにてご案内！
☆詳しい詳細はWEBよりご確認ください☆

Panda Travel Agency Limited.
電話：(852)2724-4440 (9:00-18:00) 日本語でどうぞ
ウェブ：www.pandabus.com/hkg　メール：hkg@pandabus.com
住所：Rm. 507-508, 5/F., East Ocean Ctr., 98 Granville Rd., TST
LINEで気軽にお問い合わせください。（ID：@wcd7181u）
FACEBOOK、インスタグラムもチェック！！
フェイスブック：@PandabusHongkong　インスタグラム：pandabus_hongkong

週末パンダ散歩♪週末パンダ散歩♪

LINE

発達障害と言われるものは大きく分けて3つあります。
①ASD(自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群)
・こだわりが強い。
・他人との関係を上手く築くことが難しい。
・多弁または寡黙
・感覚に鋭敏または鈍感
②ADHD(注意欠陥多動性障害)
・好奇心旺盛
・落ち着きがない、またはボーっとしている。
・活発で元気。着席は苦手で落ち着きがない。
・行動力がある。衝動性が抑えられず、突発的な行動が
多い。
③学習障害(LD)
・日常生活で理解力に不安はないが、勉強だけができ
ない。
・文字がぼやけて見えたり、反転して見えたりする。
・本を読むのは好きだが文字が全く書けない。
・暗記力はあるが数字に関することだけは覚えられない。

このどれか1つが色濃く出るのではなく、混ざり合うの
で、診断が難しく個人によって対処法がさまざまです。

ですから、これらの特徴のあるお子さんをもつお母様
は、前例がないので試行錯誤で子育てしていくことに
なります。

私自身、一つのことに熱中すると他のことを忘れてし
まったり、忘れ物は日常茶飯事の「ADHD」の特徴を持っ

ていますし、長男はこだわりが強く、人との関係を築くの
が苦手な「アスペルガー」の特徴を持っています。
次男は3歳児検診で「多動症の疑い」と診断されました。
その頃の私は「障害」という言葉が受け入れられず、療
育にも行かず1人で育ててきました。
 
おかげで、次男は、ローラーブレードごと川に突っ込ん
だり、お昼寝中にいなくなって大騒ぎになったり、軽ト
ラに轢かれたりもしました笑

今の彼はとても落ち着いていて、とても多動症には見
えません。

「9歳頃から、身体の多動から頭の多動に変わる」とも
言われていますが、確かにいつも同時進行で色んなこ
とを観察、思考していて時 「々天才か！？」と驚かされる
ことがあります。

そう。
発達障害はアメリカでは、スターチルドレン、レイン
ボーチルドレンと呼ばれ、1つのことに秀でた人たちだ
と言われています。

スティーブ・ジョブズやスティーブン・スピルバーグ、ア
インシュタインやエジソンもそうだと言われています。

私が自身で育ててみて、感じるのはこの特徴をもつお
子さんほど自己肯定感が必要だということです。
できないことは脳の回路が繋がっていない、または遺
伝子異常なのでできるようにはなりません。
そこをできるようにすることは、お母様にとってもお子
さんにとっても辛いだけ。
お子さんを全否定することに繋がります。

ではどうしたらいいのでしょうか？

お子さんの「好き」「得意」を伸ばすことです。
「好き」に没頭する子供は、極めるまでに様々な学問を
駆使します。

例えば、「折り紙」。
説明文を理解する「国語力」、平面を立体に作り上げる
「物理工学」、、といった具合に、色んな学問の回路が繋
がっていくのです。

ですから、できるだけ早く「好き」を見つけてあげましょう。
そこを突き抜けさせましょう。
この特徴をもつお子さんたちは総じてポジティブです。
「自己肯定感」さえつけることができれば「無敵」なのです。

発達障害は障害ではなく、今の混沌とした時代を生き
抜くための進化だといえるのではないでしょうか。

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73回 もしかして発達障害！？
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きらりのプロフィール
香港訪問7度目にして、初めての香港在住、1年目。好奇心旺盛でアク
ティブ派。家でゴロゴロより外に出て、いろいろな出会い、発見をしてい
たい。グーグルマップを見て、未知の世界を見る、行けるところをみつけ
て、いつか行きたいと想い巡らす、近くなら計画立てて実行するのが好
き！　インスタ「hananapple」でゆるゆる日々の写真をアップしています。

　ランニングにまつわる話を２回（次回は、５月４日・５月１週号）に分けてお送りします。

　ランニングマシーン、パークランも走りませんが、数年振りにハーフマラソンを今年1月
に開催された香港国際マラソンと、翌月の香港ストリートソン＠九龍を走りました。普段
ジムで有酸素運動とトレーニングをしていますが、ハーフマラソンは無茶振りかな・・と思
いましたが、香港生活の思い出に、景色を楽しみたいから、そして自分に対しての
フィットネスチャレンジを理由にチャレンジしました。今回は、香港国際マラソンに参加し
た話を書きます。

　香港国際マラソンは、今年で２２回目の開催で、アジア最大級のマラソンイベントで
す。今年も約７万４０００人がエントリー。約１万人が不参加だったという報道がありま
すが。東京マラソンよりも約２倍の規模で、それだけのランナーをホストされていること
に驚きます。第１回目は、１０００人の参加者でスタートし、当時は、香港から深圳方面
のコースだったそうで時代の流れに応じて変化したようです。

　香港国際マラソンは、尖沙咀からスタート。ランニング
するには、ちょうどいい天候でした。私は、ゆるゆるラン
ナーのため、開始時刻が遅めでした。ネイザンストリート
を走り抜け、オリンピック付近から高速道路に入ります。
久々のランのため、ゆるく走り始めました。荔枝角の方へ
向かい折り返して、西側の海底トンネルを走って九龍側
から香港島へ渡ります。普段バスで通るトンネルを自分
の足で走るのは貴重な体験でした。トンネルを入った辺り
では、ランナーが大声を出して、こだまするのを楽しんで
いましたが、後半はみんな無口だったような気がします。

トンネルは自分の足で走ると長く、空調がいまいちでトンネル
の後半は、苦しかったです。そしてトンネルを抜けて坂道を
上がると、さらに高速道路へ上がる坂道があって、心が折
れかけました。コースのアップダウンは、九龍側から香港島
へ抜けた後半の残り１０ｋｍもなかったコースに幾度かあり
ました。ここからは、中山記念公園の方（上環）から銅鑼灣
のビクトリア公園を目指して走ります。普段ＭＴＲなどを利用
して移動するけれど、徒歩でも走ってもたいした距離では
ないことを実感。街めぐりをしながら歩ける距離ですよね？！
湾仔辺りからゴールまで一般道を走りました。中心街をラン
ナーが占有できるのは、気分がいいですね。銅鑼灣付近の
沿道の応援が多くなり、盛り上がっていました。「加油！」の
声が飛び交っていました。給水所は随所にあり、給水に困
ることはありませんでした。食事系は、バナナ、チョコレートな
どがありました。ボランティア、警察官の多さにさすがに国際
マラソンだなと感心しつつ、サポートに感謝、感謝でした。

　久々のハーフマラソンは、カラダに応えて翌日にひびいていましたが、、、無事に完走
できて爽快感がありました。

Vol. 100ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong Kong Daily Life香港在住日本人主婦が綴るリレー     エッセイミニ

香港を歩いて、プチ幸福感に浸る
       新しい発見、出会いは楽しい！Vol.3

気
紛
れ
に
ラ
ン
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ン
グ
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第73期・順位表

チーム名
サンダース

オオゼキ

カイザース

ドリームス

コンポードー

ベアーズ

ツナーズ

パイレーツ

ロイヤルズ

サクラ

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

0.9

0.818

0.667

0.600

0.500

0.500

0.500

0.455

0.400

0.333

0.273

0.200

0.083

差
0.0

0.0

0.5

2.5

3.0

4.0

4.0

4.0

4.5

5.0

6.0

6.5

7.0

9.0

第73期　第21節　3月25日

     勝ち組コメント
　優勝候補オオゼキ戦。シーズン勝ち越しに向け負けられない一戦。
初回の攻撃、青木のショート強襲ヒットをきっかけに相手の失策を絡
め、丸山、村山のタイムリー、とどめの向井のツーランでなんと9点先
取のビッグイニング。その後、強打オオゼキ打線の粘りをなんとかし
のぎ、最後は6（小山）4（野嵜）3（木俣）のゲッツーが鮮やかに決まり
ゲームセット。残り2戦、必勝です。

     負け組コメント
　開幕9連勝中の大関軍、10戦目はロイヤルズとの対戦。初回ロイヤ
ルズに9点を許すと大関もマロ、キャプテンマグのHRなどで8点を返
すも11-8の苦敗。これからの強豪チームとの対戦に向け心機一転挑
戦者として戦っていこう。

ロイヤルズ
オオゼキ

勝利投手：丸山
敗戦投手：赤沼

HR：向井

HR：久下兄、山田

9
4
0
1
2
3
0
0

11
8

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　南さん、谷さんの送別試合はイーグルス戦。期待に応えて南は2打数2
安打2打点、谷も1本塁打を含む2打数2安打3打点と大活躍！打線も盛り上
がり2本塁打を含む21安打24得点と圧勝のゲーム、今期一番の大量得点
で二人を気持ちよく送れるナイスゲームでした。これで勝率を5分に戻し
たので残り試合2人の分まで全員一致団結して勝ち越しを目指しましょう！

     負け組コメント
　まず、最初に、試合開始時間調整をご快諾頂いたパイレーツの皆様、
本当に有難うございました。心よりお礼申し上げます。今期2勝目を目指
して臨んだ対パイレーツ戦。まさに今期のイーグルスを象徴する最悪の
試合結果となってしまった。投手は相変わらず制球が定まらず、たまに
入ったストライクは痛打される。攻撃面では、満塁のチャンスで、あと一
本が・・・。泣いても笑っても今期残り1試合、明るく楽しく、頑張りましょう。

イーグルス
パイレーツ

勝利投手：志賀
敗戦投手：吉富

HR：

HR：谷、SAM

2
8
0
12

0
4

2
24

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　速球派投手を攻略するための徹底した右打ちで重ねた11単打と北
浦の2本の2塁打、二村、吉川には気合のヘッスラが飛び出し、15対4
で強豪カイザースを圧倒し、ジャイアントキリングを達成！　これで6勝6
敗の5割に戻し次節、シーズン勝ち越しを賭けて最終戦に挑みます！
頑張れベアーズ！！！

     負け組コメント
　優勝争いに残るためにも大事な一戦でしたが、見事に完敗でした。
最後まで勝負の流れをつかめず、ベアーズさんの好打は見習わなけ
ればなりません。

カイザース
ベアーズ

勝利投手：北浦
敗戦投手：戸崎

HR：強瀬

HR：

2
4
0
6
0
5
2
0

4
15

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　ますけん産婆(増田)の最終戦は、ますけん産婆の猛打賞もありブレー
ブスさん相手に17－2と快勝です。本日のヒーローは満場一致でます
けん産婆！！！ 夢をありがとう、ますけん！！また日本で会おう！！

     負け組コメント
　またまた、あわや試合棄権の危機、朝5時半で参加7名となってしま
い2名足らない。急きょ体調不良で休む予定だった選手に来てもら
い、また秋山キャプテンの会社の同僚になんとか参加してもらって、
試合開始。試合内容よりも今日試合が出来たことに感謝です。

ブレーブス
ドリームス

勝利投手：藤原
敗戦投手：

HR：

HR：

0
8
0
1
1
0
1
6
0
2

2
17

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)

深圳
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小学生サッカー部員大募集！
香港ドラゴンシューターズでは、一緒に
サッカーをする仲間を大募集中です。
毎週土曜日の午後、幼稚園生から小学
6年生までが一緒に練習しています。
まずは、お気軽にトライアル（無料）に
ご参加ください！　お問い合わせ
メール：dragon_s_f_c@yahoo.co.jp（伊藤）
ウェブ：http://dragonshooters.typepad.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【JFC】発足！　少年少女メンバー募集!!
少年少女サッカーチームJFC発足！　各
年代にJFA公認 C級コーチ多数在籍。定
期的に対外試合あり、PLAYERS FIRSTを
合言葉に子供達の成長を共に楽しみま
しょう！　随時トライアル受付中
場所：香港島、九龍のグラウンド　                                                                                          
活動日：毎週土曜日午前中
対象：年長～小学生
連絡先:jfchk@googlegroups.com　
ウェブ：www.c-sqr.net/c/jfc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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、会社経営、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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！
転勤の為、部屋を中途解約する事にな
り、急ぎ次期入居者を探しています。入
居可能時期は5月中旬。
家賃HKD37,000  間取り 3LDK
家具・家電付き、クラブハウス完備。
MTR太古駅、AEONに近接した、
とても便利なマンションです。
部屋の内覧は前日までに要連絡。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
新築マンション入居予約受付中！

西湾河の完成間近の単身者向きマン
ション 「 ISLAND RESIDENCE 」
Studio-1LDK 面積net238-393sqf
家賃HKD14,000-19,000
クラブハウス、プールも完備。
MTR西湾河駅近接、トラム通り
沿いの立地です。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

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。）

　この日は、中国で行われる全国大会前、最後の強化試
合だった。初戦は今年のチャンピオン・アテネオ大学と長
年のライバル関係にあるデ・ラサール大学。今年は決勝で
破れ2位だったそうだが、フィリピン野球関係者はどちら
も大差のない実力があるとのことだった。私たちは、昨日
の反省から「環境に作用されず、香港の野球をやろう」と
テーマを設定していた。
　初回、ヒットと長打で香港代表が先制し、幸先のいいス
タートを切った。今回の遠征を通して「アグレッシブな先制
パンチ」は、香港野球の新たな武器として定着しつつあっ
た。問題は、ここから投手陣及び守備で如何にアグレッシブ
なチャレンジを出来るかであった。その裏の相手の攻撃、
ランナーは出すものの何とかゼロで抑え好発進をしたか

に見えた。しかし、現実はそこまで甘くはなかった。
　2回の裏、エラーからランナーを出すと、その後もミスを
重ね長打で逆転を許してしまった。私は、選手たちへ「ここ
からが成長を見せる時だ」と円陣を組んだが、4回、5回と
徐々に離され最終的には4-9で敗北した。自分たちのスタ
イル（香港野球）に自信をつけていく一方で、勝ちきれな
い歯がゆさと悔しさが残る試合になった。
　フィリピンでの最後の試合は、今年のフィリピン大学野
球選手権で3位になったサント・トーマス大学だった。今年
の選手権予選でアテネオ大学をも破ったサント・トーマス
大学との試合、私たちは気持ちを入れ直し戦いへ向かっ
た。再び先攻をとった香港代表は、ヒットと長打で3点を先
制した。初回から先発投手のパッとしない立ち上がりで2点
を許すも、香港代表が得点をし続け11-3で勝利した。

　また、最終戦ということもあり香港代表としては試した
い選手等もいたが、8回に相手監督の申し出により試合は
急遽幕を閉じることになった。試合前、審判から10点差が
離れた時点でコールドゲームという説明があったのだ
が、相手監督の強硬な態度に試合は幕を閉じることに
なった。
　私は今回の遠征を通して、香港野球をより深く知ること
ができた。香港の選手は環境の変化に敏感で、慎重に、着
実に物事を進めようとするタイプの選手が多い。なので、
環境や状況の変化へ適応するのにも時間が必要になる。
しかし、一国の代表チームである以上、母国の慣れた環境
よりもアウェイでの戦いの方が確実に多くなることを念頭
に練習をしていかなくてはならない。私が選手へ伝えてい
るのは、環境の変化に適応していく方法論よりも自分自身
に集中することである。日頃から自分がコントロールでき
ることを理解し、コントロールできるものに集中できるよ
うになれば、環境に左右されない選手になる。
　試合終了後、私たちはフィリピンレストランで食事をし、
その後に反省会を開いた。改めて、私の想いを選手と共
有した上で、この3ヶ月間、私の練習に付いてきてくれたこ
とに感謝を伝えた。そして、強化合宿の個人成績を発表
し、一人一人へ将来の展望について話をした。目標にして
きた中国の全国大会まで10日、3勝3敗で最後の強化合宿
を締めくくった。

（次号4月20日は「私がみた中国野球」）

強化合宿最終日

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.19

photo by ©松橋 隆樹
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香港

シャンプーの前にブラッシングを
　シャンプーの前のブラッシングは頭皮に溜まった汚れを
取り除くだけではなく、シャンプーの際に起こりがちな髪の
摩擦や、もつれに起因する脱毛を減らすことができます。頭
皮の保護のためには、あまり目の詰まっていない、尚且つ
先端は丸みのあるブラシを用い優しくおこないます。

シャンプーの前に髪をしっかりお湯ですすぐ
　シャンプー剤を使用する前に、お湯で充分にすすぎ、全
体の汚れを取り除くことをお勧めします。また、頭皮は繊細

なので爪を立てて洗うのは避
けます。
　その後、適切な量のシャン
プーを手のひらにとり、お湯で
薄め両手で泡立て、髪に均一に
広げます。 AKFS PLUSのシャンプーは泡立ちに優れ、細か
な弾力のある泡で頭皮や髪を保護し、刺激や摩擦により傷
づくのを防ぐことができます。

指の腹を使い優しくマッサージ
　指の腹を使いシャンプーの泡を均一にいきわたらせ、頭
皮を軽くマッサージします。これは毛穴を洗浄し、より健康
な発毛を促すと共に栄養成分を深く内部まで届ける効果
があります。AKFS PLUSシリーズは高麗人参やヨクイニン
などの栄養成分を配合しており、更に日本の最新ナノテク
ノロジー技術の採用により頭皮や髪に浸透しやすくなって
います。

毛根への悪影響を与える
シリコン配合ヘアコンディショナー
　シャンプーを含むヘアケア製品の中には、一時的に髪に
滑らかな感触を与えるためにシリコンが配合されているも
のもあり、毛穴が開くシャンプー時には、これらの成分が毛

穴を塞ぎ、脱毛の問題を引き起こします。AKFS PLUSは、こ
れらの成分を一切含まず、ヒアルロン酸、セラミドなどのス
キンケアに用いられる美容成分を配合することで皮膚であ
る頭皮にも効果を発揮し内側から弾力溢れるしなやかな
髪を育てます。

髪をきちんと乾かしてから寝ましょう
シャンプーのあとはキューティクルが開いた状態で、髪は
非常に弱い状態です。髪を乾かさず、半乾きのまま寝てし
まうと、ケラチンがダメージを受け、髪本来の水分が失わ
れて髪を傷つけます。また頭皮には嫌な臭いが発生し、エ
チケット面にも影響します。

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

もし、健康で美しい髪を望むなら、
洗髪方法を見直そう

AKFS PLUSのヘアラインで

適切ではないシャンプーは頭皮や髪を痛める可能性も。
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香港

香港 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

　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

　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。

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

TO.KIO HAIR DESIGNING トキオヘア・デザイニング

　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
before after

　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。

Bellus Salon ベラス・サロン

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
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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 ～

　この春やわらかなウェーブと優しいカラーで日常にHAPPINESS
を呼び込みませんか？　「ステキなスタイル作りは頭皮から」と
HEADSPAでヒーリング効果も期待でき癒されることで至福の時
間を提供。お客様一人一人の髪質に合わせてカウンセリングしス
タイルのイメージをしっかり共有できるので初めてのお客様や香
港にきて間もない方でも安心して通える。

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

　「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。温かみのある居心地の良
い空間となっており、常連さんも多い。柔らかい雰囲気
の岡本氏は15年のキャリアを持ち安心感抜群。加えて、
日本人スタイリストならではの細やかな心遣いがある
のも人気の理由の1つだ。そんな2DOのおすすめがト
リートメントのセットメニュー。単品で頼むよりも
HKD360～HKD460もお得になってしまうから驚き。選
べる5つのセットメニューから好みに合わせたコースが
選択可能だ。さらに、使用しているトリートメントがこれ
からの季節にぴったりなIAU。こちらは乾燥しやすい冬
でも、しっとり潤い
のあるヘアスタイ
ルが実現できると
大人気のアイテ
ム。LINEやWhats 
Appでのお手軽予
約も可能なので、
是非お試しあれ。

住所：Rm. D, 2/F., Cleveland mansion, 5-7 Cleveland St., CWB
電話：(852)9081-0219 Yumiko
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

　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
しやすい時期は、マットカラーがおすすめだ。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。

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

Ciel Hair Salon シエル・ヘアサロン

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅A出
口から徒歩1分の好立地に構える

「Salon ar」は、香港歴10年のデイレ
クター伊藤氏と大輔氏が率いる日
系サロン。ヒーリングミュージックの
流れる陽の光に満ちた店内に入る
と、スタッフの優しい笑顔に癒され
る。同店の強みはズバリ「確かな技

術」。香港人含めスタッフは約10人常駐しているが、カッ
ト・カラー・トリートメントなど、それぞれがそれぞれの分
野専属となっている。当然技術はピカイチ。「技術でもて
なす接客」では香港でトップクラスだろう。カラーは約50
種から選択可能、「なりたい」を実現させられる。施術後の
マッサージに瞼を閉じるお客様も
少なくない。休日に家族で足を運ん
でみても良し、一人の時間を楽しみ
たい方もオススメのサロンだ。

スタイリストは分野専属！ハイクオリティな技術を堪能

サロン・エ―アール

住所：Rm. A, 16/F., Emperor Watch & Jewellery Centre, 
  　　8 Russell St., CWB
電話：(852)2241-4600 
ウェブ：http://ugroup.hk/salon-ar---contact-us.html
メール：hairsalonar@yahoo.co.jp
フェイスブック：ar salon Japanese Hair

　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
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