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　2013年上半期の訪日外国人数は、円安の影響で前年同期比23％増の495万5千人と過去最高を記
録。今年6月に富士山が世界遺産に登録されたことで、今後も海外からの旅行者増加が期待できる。
その中で気になるのは、外国人から見た富士山の存在価値だ。

　日本の象徴でもある富士山は、外国人からどう見られているのだろうか。

　今回、富士山エリアを完全ガイドするウェブサイト「フジヤマNAVI」は、株式会社ダイヤモンド・ビック
社の協力のもと、訪日外客数TOP3である韓国・台湾・中国の旅行者各200名、および日本人200名を対
象に世界遺産登録された富士山について調査した。

　富士山の世界遺産登録についての認知度を調べたところ、日本では97.5％に達した。また、中国も
86.0％という高い認知度を示している。一方、韓国の認知度は66.0％、台湾は59.5％と、日本や中国と
比較して低い数値となり、韓国と台湾においては、富士山が世界遺産登録されたことについての認知
が、まだ十分には広がってないことがわかった。

　また、富士山のイメージについても調査をし、全体的に多かったのは「美しい」という回答で、日本
17.8％、韓国28.3％、台湾22.2％、中国19.4％となった。台湾を除く3ヶ国でトップになっており、日本だ
けでなく海外でも富士山は「美しい」イメージがあるようだ。また、台湾では「美形」が28.2％とトップ
になっており、形の良さが印象として強いようだ。4ヶ国平均で2番目に多かったのが「荘厳」という回
答。中国では「美しい」とともに1位になったほか、各国で3位以内に入っており、共通したイメージで
あることが分かった。

　次に、「富士山に登る」と聞いてイメージする項目を選択してもらったところ、日本・韓国・台湾では
「険しい登山に挑戦する」が最も多かった。一方、中国は7.5％と極端に低い数値となった。これは、中
国がエベレスト山（8.848ｍ）などの富士山より険しい山を有していることが影響しているのかもしれ
ない。また、韓国では国土の70％が山岳地域に該当するほど山が多く、トレッキングを楽しむ人が多
いため、「トレッキング」をイメージした人が30.5％を占め、他の国に比べて高い数値を示している。

　では、実際に登山の意向はどうだろう。今後、富士山に登りたいかを尋ねると、訪日外国人全てが「思
う」もしくは「どちらかというと思う」と回答。特に中国は「思う」より積極的な意向を示した人が88.0％と
他と比べて非常に高い数値となっている。富士山に登ることについて「険しい登山に挑戦する」という
イメージが少ないことが、登山への意向にも繋がっているようだ。一方、日本は「思う」「どちらかという
と思う」を合わせて58.0％と訪日外国人に比べて低い数値を示す結果となった。
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－調査概要－
◆調査名： 富士山に関する訪日外国人と日本人の意識比較調査
◆調査対象者： ◇訪日外国人(日本へ訪れた中国人、台湾人、韓国人)の男・女、各200人
                                 日本人(全国、20～50代)の男・女、200人
◆調査方法：◇訪日外国人調査⇒TIC TOKYO（東京都千代田区）、
                            関西国際空港内外国人観光案内所での対面記述式アンケート調査
                        ○日本人調査⇒インターネットでの調査
◆調査機関：◇訪日外国人調査⇒株式会社ダイヤモンド・ビック社
                        ○日本人調査⇒オリコン・モニターリサーチ
◆調査期間：◇訪日外国人調査⇒2013年7月22日(月) ～ 8月16日(金)
                        ○日本人調査⇒2013年8月6日(火) ～ 8月8日(木)

　富士山では今年、7月から8月にかけて、登山者への1,000円の入山料を試験導入をしたが、この入
山料の使途として何が適切か聞いてみたところ、日本では「ごみ問題の解決」が最も多く、次いで「登
山道のトイレの整備」となった。

　中国も、「ごみ問題の解決」が1位となったが、「登山道の安全対策」「レスキュー体制の拡充」がほぼ
横並びとなっている。一方、韓国と台湾では「登山道の安全対策」が1位となっている。また、「レスキュー
体制の拡充」との答えも多く、安全対策へのニーズが高い結果となった。

　最後に、日本人だけを対象に、富士山が世界遺産になったことを外国の方にも知ってほしいと思う
かを尋ねた。その結果、「思う」「どちらかというと思う」を合わせて82.0％となり、多くの日本人が外国
人にも世界遺産登録を知ってほしいと考えていることが明らかになった。さらに、日本へ旅行に来た
外国人の方に富士山を訪れてほしいと思う人も、68.5％となった。理由は、「日本が誇る富士山を見て
ほしい」「日本の良さを知ってもらいたいから」など、日本を代表するものとして、見て感じてもらいた
いとの声が多くを占めた。

訪日外国人から見た富士山
日本人の意識とどう違う？？
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広州香港

（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK  (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグレー

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓
楽海岸

（備　考） 2013年の建築物件で、高級サービスア
パート、ジム、屋外プール

（月　額） RMB27,000～

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK 103㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い
（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ
（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  78㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 紫荊城ショッピングモール、花園城中心、蛇口体

育センター、四海公園、蛇口病院など，娯楽、生活
便利、Wal-mart、深圳湾口岸、日本人学校近く

（備　考） ジム、Wifi環境、24時間コンビニ
（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産

一間公寓  Apartment One
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

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., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 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
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
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
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205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 
広州カジワ不動産 TEL (86) 20-3880-5837
広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
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
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
深圳カジワ不動産 TEL (86) 755-2391-7261
深圳市福田区彩田南路3069号星河世紀大廈A座2411室  
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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www.pocketpage.info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。）

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネイ
ルレッスンを始めました。セルフネイルに
ご興味がある方、好きな時間に無理なく個
人レッスンを受けてみませんか？ジェルネ
イル初心者の方、大歓迎です。自宅サロン
ですので、静かな場所＆ゆったりとした雰
囲気でレッスンを楽しんで頂けます！また
、通常のジェルネイルのご予約も承ってお
ります。 お気軽にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日
（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思ってい
る方は、どなたでもご参加頂ける会となっ
ております。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。奇数月の隔月開催です。お気軽
にお問い合わせください！宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「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、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日本人ビートルズバンド、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プ レスランゲージセンター
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホールス
タッフを大募集しております。どんな国
籍でも歓迎。パートタイムからフルタイ
ムまで、勤務地や給料等は応相談です。
お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解を深めること。
丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国人
に教えた経験を持ち、教師資格とビザを
お持ちの方を募集しています。詳細は面
談にて。まずは履歴書を下記までお送り
ください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河 お気軽
にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

らーめんチャンピオン
ジョーダンMTR地下のらーめんチャンピ
オンにて、ホールスタッフ、マネジャー。その
他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ
の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
急募！営業・管理職を探しています！

炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近くの
香港オフィスで、商品の仕入れや日本へ
の輸出業務を行っております。①フルタ
イム：2～3年以上の職歴。英会話(日本
語)能力。
上記を満たしていれば男女問わず大歓迎！
やる気を重視致します！
＊報酬：面談の上決定
①パートタイム：2～3年の職歴。ビジネ
スレベルの英会話力。
明るくて真面目な性格の方。
＊時給HKD60～。
履歴書送付頂き、スカイプで面接を行
いますので、
まずはお気軽にお問合せください。
(81)439-71-0066
ohno@lifis.co.jp(大野)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）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)2777-1171(18時以降)

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語能
力がある方。土、日勤務不要。ビザサポー
ト不要の方。ご興味ある方は履歴書を以
下まで。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/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
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
セントラル（中環）の日本料理店枡では
フルタイムで入れるホールスタッフを募
集しています。日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:(852)2537-7787（Ms. Rabina）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刺身・寿司職人募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。刺身・寿
司職人募集中。香港在住の方。北京語、
広東語少し。刺身・寿司もこなす。勤務時
間：11:00～15:00、18:00～23:00（日曜定
休）。毎日2食付。給料相談可 。まずはお

気軽にメールにてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。フルタイ
ムスタッフ人募集中。日本語コミュニケー
ション程度。勤務時間：11:00～15:00、
18:00～23:00（日曜定休）。毎日2食付。給
料HKD12,000～。まずはお気軽にメール
にてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド
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花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.46 ＜加倍奉還（倍返し！）＞

 去る8月、半沢直樹現象まっただなかの日本に行ってまいりま
した。新聞を見ても雑誌を見ても、どこもかしこも「倍返し！」。し
かしもっと驚いたのは9月に香港に戻ったとき、なんと香港の
メディアも半沢直樹を大きく取り上げていたことです。「やられ
たらやり返す」は「以牙還牙」、「倍返し」は「加倍奉還」。早くも
この訳で定着していました。福山雅治の「ガリレオ」の決まり文
句「さっぱりわからない」と「実に面白い」は訳が一定せず3種
類ぐらいあったのに比べると、恐るべき差ですね。そもそもま
だ放送されないうちから外国のドラマがこれだけ話題になる
というのは前代未聞。これも動画サイトのなせるワザなので
しょうが、きっと香港にも、上司に不満があってストレスがた
まってる人が多いのでしょう。
　映画やドラマの名文句は香港で「金句」とか「口頭禅」といわ
れます。そして最近はほとんどテレビドラマから生まれます。 
現在の香港では「視帝」「視后」（テレビの男性スター、女性ス
ター）は次々と生産されますが「影帝」「影后」（映画の男性ス
ター、女性スター）のほうはさっぱりですから。TVBの「巾幗梟
雄」（2009年）で視帝に登りつめた黎耀祥の「人生有幾多個十
年？」（人生には十年がいくつある）が恐らくこの10年で最も当
たった金句でありましょう。ちなみに黎耀祥というこの大ス
ターを往年の日本の香港映画ファンにわかるように説明する
となると、レオン・ライ主演の「愛您愛到殺死您」（殺したいほ
ど愛してる）（1997年）でストーカーを演じた人、と言うしかあり
ません。過去に映画で脇役だった、たたきあげの俳優たちが
現在、金句をひっさげてテレビで大活躍しているのですよ。
　かつて「亞洲影帝」（アジアの映画の帝王）と呼ばれたチョ
ウ・ユンファ。日本のファ ンにもよく知られている「秋天的童話」
（誰かがあなたを愛してる）（1987年）での金句は「女人真係茶

煲」（女はほんとに「trouble」だ）。英語の「トラブル」（アメリ
カっぽく発音すれば、チャーボウ）と広東語の「茶煲」（チャーポ
ウ、やかん）を掛けたのだと解説付きで日本に紹介されまし
た。が、更にもうひとつ掛けられています、福建や台湾の言葉、
閩南語で「女性」のことを「チャーボー」と言うのです。このこと
は往年のマニアもほとんど知らずじまい。閩南語では本当に
「女はチャーボー」なのですが、おそらく香港でも広くは知られ
ていないことなのだろうと察します。
　台湾での半沢人気は香港以上で、すでに10月7日から放送
していて、台湾のメディアによると「半沢見たか？」が朝のあい
さつ代わりになったとのこと。元AKB48の秋元才加が台北で
開いたファンイベントのタイトルも半沢にあやかって「秋元才
加LOVE百倍奉還」。百倍は縁起がいいのです、「精神百倍」と
いう四字成語があります。秋元さんは閩南語であいさつして好
評だったようですが、本人は特別なサービスのつもりなどな
く、ただ、おおやけの場では北京語を使うという台湾の言語事
情を知らずに閩南語の学習書を買ってしまっただけのこと、な
のだとか。台湾に行く日本の芸能人は普通は北京語で「ニー
ハオ」。香港はおおやけの場でも広東語ですから福山雅治も
広東語で「大家好（ターイカーホウ）！」（みなさんこんにちは）。
　さて、日本語では通常、「倍」というと「2倍」の意味になりま
す。「2倍にする」は漢語で「加倍」あるいは「加一倍」。「倍の大
きさ＝2倍大きい」は「大一倍」。そうすると3倍は「（加）兩倍」
（二倍）、4倍は「（加）三倍」…となって、ときに混乱が生じます。
半沢の「百倍返し」は「99倍奉還」、「101倍返し」が「百倍奉還」
ではないか…となりそうですが、「二的五倍」（2の5倍）は間違
いなく10なので、通訳翻訳に注意が必要なのです。商談で「A
社より二倍高く買ってやる」などと言うと3倍の額の請求書が
返ってくるかもしれません。よもやこれも、倍返し？

　数詞の「101」は日本語で「百一」ですが、これも要注意。広東
語で101は「一百零一」で、「零」を抜いて「一百一」と言ったら
110（一百一十）を意味します。「三百五」（350） 香港ドルを305
香港ドルと間違えたり、「一千一」（1100）香港ドルを1001香港
ドルと間違えたりする人はけっこういます。ディズニーの「101
匹 わんちゃん」は「101（一零一）斑點狗」。一百一では110匹に
なってしまいます。中国で人気の「101次求婚」は武田鉄也の
「101回目のプロポーズ」（1991年）のリメイク、このドラマの名
セリフ「僕は死にましぇん！」は同年の流行語（金賞）でした。今
年の流行語大賞は「あまちゃん」で決まりだろうと思われてい
ましたが、今の勢いで半沢に持っていかれたらNHKの人はこ
う叫ぶのでしょうか。…じぇじぇじぇ！

 大沢さとし
（香港・欧州・日本を行ったり来たり）

香港 香港

香港 香港
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意外と知らない「秋バテ」
今すぐ対策を！
　「血めぐり研究会supported by Kao」が実施した調査による

と、半数以上（55.7%）の女性が、夏に「身体の不調」を感じてい

ることが分かった。また、不調の種類として、「だるさ・倦怠感」、

「疲労（疲れが取れない）」、「睡眠不調」などの症状を挙げてお

り、原因として「暑さ」に続いて「屋内と屋外の気温差」、「冷房に

よる冷え」、「冷たい飲食物の摂り過ぎ」などの、暑さ回避の弊

害としての「冷え」によっても多いことが分かる。

　この結果について、血めぐり研究会 主任研究員の渡邉賀子先

生は、「『夏バテ』とは、夏の暑さで、体力や食欲が低下すること

により、疲れやだるさなどの不調が現れる、いわゆる『暑気あた

り』で、通常は暑さが一段落して、過ごしやすくなる秋口には不

調の症状は回復します。しかし近年、夏の間に冷房や冷たい物

の摂り過ぎで身体を冷やすことにより、自律神経のバランスが

乱れ、秋になって不調が出てくる、いわゆる『秋バテ』を訴える

人が増加しています」と述べている。

　近年の「秋バテ」は、夏の生活習慣により、2つのタイプに分

類される。1つ目は、記録的な猛暑により、社会問題にも上った

熱中症対策のため、冷たいものを摂りすぎた「内臓冷え」タイ

プ。2つ目は、連日のうだる様な暑さを避けるため、冷房の効い

た室内で長時間過ごした「冷房冷え」タイプだ。暑いはずの夏

に身体を内外から冷やしてしまった結果、全身の血めぐりが悪

くなることで「秋バテ」が起こりやすくなり、2つのタイプが同時

に起こることも多い。

香港

 ●秋バテ対策①：「じんわり温め」で、身体をリセット
 　「秋バテ」の症状である疲れやだるさ、肩こりを軽減するため

には、ぬるめのお湯（38℃～40℃くらい）にゆっくり入り、全身を

温め、血めぐりを良くすることが大切。入浴の際は、身体の芯まで

温め、炭酸入りの入浴剤を活用すると、ぬるめのお湯でも血めぐり

を良くすることができる。

　また、首から肩は「こり」が出やすい部位であるとともに、血管や

つぼが密集しているため、効率的に血めぐりアップができる「温め

ポイント」でもある。肌に直接貼れる温熱シートを肩に貼れば、「こ

り」を簡単にほぐすことができる。

　夏バテはよく聞くが「秋バテ」は聞きなれない。しかし、猛暑の後には「秋バテ」に注意しなければならないという。
長く暑い香港の夏が終盤にさしかかっている今、秋バテにならないようにするためにはどうしたらいいのか。

              タイプ

このタイプはこんな人

メカニズムと症状

       ①「内臓冷え」タイプ

節電による暑さ対策のため、
冷たいものを摂り続けた人

対策のため、
冷たい飲食物の過剰摂取
↓
胃腸が冷えて、機能が低下
↓
全身の血めぐりが悪化
↓
疲れやだるさ／胃腸の不調

               ②「冷房冷え」タイプ

冷房の効いた室内で
過ごす時間が多かった人

冷房の効いた室内で、身体を冷やす
↓
外気温との差に適応しようとするため、
自律神経バランスが崩れる。
↓
全身の血めぐりが悪化
↓
疲れやだるさ／肩こり

調査概要：【調査方法】インターネット調査　【調査期間】2013年6月【調査対象】首都圏（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県）在住の20～50代の女性400（各年代100名）

●秋バテ対策②：「ゆったりリラックス」で、心と身体をリセット
　ストレスで不調がさらに悪化している場合には、リラックスモー

ド時に優位になる副交感神経を「オン」にし、ストレスを和らげるこ

とが大切。ぬるめのお湯の湯船につかったり、自分の好きな香りの

入浴剤を入れるなどして、バスタイムでリラックスすることがお奨

め。また、蒸気が出るタイプのアイマスクを利用し、目と目元を温

めると、緊張が和らぎ、リラックスできる。休憩時間や寝る前に活用

しよう。

　夏の体調不良を秋まで持ち越さないように、今のうちから対策を
しておこう！
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その実力はお墨付き！アニメキャラクターから実用的なネイルまで対応！ 

NAIL MEチムサーチョイ店
住所：1/F., 46 Haiphong Rd., TST.
電話：(852)2311-0337

THE NAIL GALLERY
住所：Shop 99, UG/F., Olympian City 3,
      　 1 Hoi Wang Rd., West Kowloon 
電話：(852)2758-0090

NAILME金鐘店　新オープン！
11月20日まで全サービス20%オフ！（初回のみ）
住所：1/F., 1 Wing Fung St., Admiralty
電話：(852)2529-8166

的にお客さまの日常生活に支障を与えず、様々な場面にも対応できる実用的な
ネイルデザインを提案しています。多くのお客さまはシンプルなデザインが好
きなので、私たちもそのニーズにきちんと応えます。安心してネイルを楽しん
で頂けるのでリピーターの方も多いです。今シーズン一番おススメしたいのは
メタリック感のあるレーザーネイルです。両手、または1つの爪だけ他と違うデ
ザインにしてもいいと思います。」と、オーナーのSANDRAさんは話してくれた。
　口コミのおかげで、同店はローカルメディアにも注目され、時々雑誌やコン
サート、ジュエリーブランドのモデルたちのネイルアートを担当する。その実力

が認められ、3年連続「慧妍雅集」 (例年のミス香港たちが作った慈善団体)のた
め、美しいミス香港たちの爪へ綺麗なネイルアートを施しているという。
　また同店では、マニキュアやジェルの種類も豊富なうえ、人体に悪影響が少な
く、妊婦や化学成分に敏感な方でも安心して使えるようなDBP、またトルエン及
びホルムアルデヒドなどの成分が含まれていないマニキュアも提供することが
できるため、誰でも同店でネイルアートを楽しむことができる。興味があれば、
是非NAIL MEネイリストの実力を体験し、自分の爪を美しくしよう！

　2009年に開業してすぐに人気店となったチムサーチョイ（尖沙咀）に本店を構える
ネイルサロン「NAIL ME」。開業から4年、オリンピックシティー（奥海城）に初めての支
店をオープンし、さらに今月にはアドミラリティー（金鐘）に第3号店も展開している。
同店は口コミでたくさんの支持を集め、顧客は一般人からセレブまでと幅広い。
　同店のネイリストは配色のセンスもよく、高い技術で丁寧に施術している。細か
いデザインにも対応しており、アニメキャラクターから、エジプト壁画、ロシアのマト
リョーシカ、有名画家の作品、人物の肖像画、アルミ缶デザインなど、まさにアートと
いえるデザインを描いてくれるため、自分の好きなデザインを注文することができ
る。もちろん、特にデザインが決まっていない場合でも、ネイリストに任せれば安心
だ。長い経験によって鍛えられた観察力を持つ同店のネイリストは、顧客のライフ・
ファッション、またトレンドによって、顧客を満足させるデザインを提案してくれる。
　「プロのネイリストとしてもちろん、複雑なデザインを描くことはできますが、基本
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カジュアルスタイルから本格派ジュエリーまで
良質なものだけを揃えたネックレス専門店　

Mademoiselle M 登場
　女性のファッションに欠かせないジュエリー。美

しく良質なものはひとつ身につけるだけで雰囲気

を格上げしてくれたり、締まりのある大人の女性に

仕上げてくれる。中でもネックレスはつけ方次第で

ファッション全体の雰囲気を変えてしまうコーディ

ネートのメインとなるアイテムだ。そんなネックレ

スのみを専門に扱うブランド「Mademoiselle M」が

アドミラリティー(金鐘)に登場した。

　「Mademoiselle M」は30年以上に渡り、宝石の質

や輝きを最大限に活かしたジュエリーを作り続け、

多くの香港人や在港日本人に愛されているジュエ

リーショップ「sanaco」の姉妹店。フランス、イタリア、

日本ブランド等のネックレスが多数揃い、どれも質

の高いものばかりだ。デザインの幅も広く、本格ジュ

エリーからカジュアルな雰囲気のものまでさまざ

ま。

　人気が高いロングチェーンのネックレスは、カッ

トが美しく、光が当たると宝石のようにキラキラと

輝く。またカラーゴールドのネックレスも思わず目

に留まるデザイン。よく知られたピンクゴールド以

外にも、ブラッグゴールドや、今年人気のカラー、ブ

ルーゴールドとある。一見するとゴールドとは分か

らないが、色とりどりの輝きを放っている。

　さまざまな商品を豊富に揃えているだけでなく、

ネックレスの扱い方まで相談に乗ってくれるのが嬉

しいところ。ファッション性が高いデザインを手持ち

の服に合せるならどういうものが合うか、トレンド

を自分らしくミックスするにはどんな合せ方がある

のか。重ねてつける時のポイントなど、スタイルと

ネックレスのデザインに合せて適切なアドバイス

をくれる。これも、長年ジュエリーを扱い続けた経

験があるからこそできるサービスだろう。

　新しいスタイルに挑戦する女性を応援してくれ

る、それが「Mademoiselle M」だ。

Mademoiselle M
住所：Rm. 2007, 2/F., United Ctr., 95 Queensway, Admiralty
電話：(852)2527-3307
メール：inq@sanacohk.com
時間：10:00～17:30(月～金)、10:00～13:00(土)  (日曜・祝日定休)

カットが美しいロングネックレスカットが美しいロングネックレス

K18 ゴールド
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香港グルメ

　世界中のセレブに愛され、価格もビンテージによって一本数万円のシャンパン「ルイ・ロデレールクリスタル」

。そんなゴージャスこの上ないシャンパンの世界で、初のシャンパンレストラン・バー「Le Dôme de Cristal」がセ

ントラル（中環）のThe Galleryの3階に新たにオープン。

　ドーム型で開放感のある店内に足を踏み入れると、ワインセラーに保管、装飾されているヴィンテージのクリス

タルシャンパンがお出迎え。シャンパーニュ「クリスタル」といえばワイン通ならピンとくるだろう。とても優雅

で高級感があり、さすが世界のクリスタルのレストランだなと確信させられる。また、広々としたテラスは外の喧

騒を感じさせない落ち着いたプライベート空間でゆっくりとカクテルを楽しむことができる。

　最高級ワインともいわれる「クリスタル」。帝政ロシアの皇帝に、特別なボトル入りのシャンパーニュを納めた

のが起源。当初はクリスタル製ボトルで、底にくぼみがある色の濃いものと異なり、透明で底は完全に平たい形状

だった。これは暗殺を恐れた皇帝が、刺客がくぼみに危険物を潜ませることを防ぐためだったとも言われている。

　きらびやかな黄金色のラベルをまとい、透き通ったボトルから注がれる液体は、とてつもなく芳醇で華麗なイメー

Le Dôme de Cristal
住所：3/F., The Gallery, 9 Queen’s Rd., Central, Hong Kong
電話：(852)2116-4688
ウェブ：www.cristal-hk.com

世界中から愛されるシャンパン
「Le Dôme de Cristal」
初のレストラン＆バーオープン

ジ。酸味、コクとともに濃厚で一口飲めば果実やハチミツの香りが

漂う。飲んだ後もすっきりと華やかな余韻が続く。同店の象徴とも

いえるこのシャンパン、ぜひご賞味を。

　また、ビンテージからロゼなど21種類ものクリスタルをフランス

料理とペアリングして楽しんでみてはどうだろうか。シャンパンは

どんな料理にも合いやすく、味を引き立ててくれる。

　前菜にはシャンパンと相性抜群のフランス産の生牡蠣を「Louis 

Roederer NV champagne」と一緒に。「Alaskan crab meat with 

imperial caviar in Du Barry cream sauce」は新鮮な蟹の身にクリーム

とキャビアの塩気が加わり口の中で絶妙な味のメロディーを奏でる。

メインには「slow cooked lamb loin with gratin potato in morels 

cream foam and sheep milk yoghurt」を2005年のビンテージクリス

タルと一緒に。最後のデザートにはシンプルにマスカットとシャン

パンのジェリーで締めくくろう。

　記念日や特別な日に、この上ない贅沢なひと時をあなたも味わっ

てみてはどうだろうか。

気品のある優雅なインテリア

ワインセラー

2005　 
Champagne　

Vintage▶

◀Vintage 
　Rose 
　Champagne

Alaskan crab meat with imperial caviar
in Du Barry cream sauce

Slow cooked lamb loin▲Raw Oyster

◀Louis Roederer
　NV champagne

香港

香港
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