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　コーズウェイベイ（銅鑼湾）へ行ったことのある人ならば、リー・シアター・プラザ（利舞
臺広場）をご存じだろう。最近ここに新しくレストラン、「ザ・スカイ・バー(The Sky Bar)」が
オープンした。

　レストランの内装はロフト風、店内はバー、ダイ
ニングなど用途別のエリアには分けられておら
ず、広々としたスペースのどこででも食事を楽し

める。ビリヤード台やゲーム盤があるので、食後に仲間と遊ぶこともできる。
　それでは料理の紹介をしよう。最初にオーダーしたのは「黒トリュフとカニのホワイ
トソース、ガーリックブレッド添え(Black Truffle & Crabmeat Veloute with Garlic 
Baguette)。料理が運ばれると同時に黒トリュフの香りがテーブルいっぱいに広がる。黒
トリュフ以外に使用されている食材は、アメリカ産のカニ、玉ねぎ、マッシュルーム、フ
ランス産のクリーム。ソースとガーリックブレッドの相性はピッタリ、食べ始めたら止まら
ない。
　次の料理は「スカイバー3種のグリル(The Sky Bar Grill Trio)」。アメリカ産のリブロー
ス・ステーキ、エビ、そしてフォアグラの3種類が1つのお皿に。ステーキは肉と脂身のバ
ランスが抜群、エビはプリプリした食感がたまらない。青リンゴのピューレが添えられて
いるが、これはフォアグラの脂をさっぱりいただくためのもの。お腹がいっぱいになりす
ぎず、ちょうどいい量だ。
　食事の最後には「パイ包みのリンゴとバニラアイス（Baked Puff Pastry Apple Dump-
ling with Vanilla Ice Cream）」を。パイ生地に包まれたリンゴを切ると新鮮な香りが広が
り、中のリンゴは焼いたとは思えないほどシャキシャキした食感。ワインゼリーも添えら
れており、口の中をさわやかにしてくれる。
　静かに食事を楽しむのもよし、仲間と賑やかに過ごすのもよし、すべての人にとって
居心地の良い場所だ。

The Sky BarThe Sky Bar

The Sky Bar
住所：8/F., Lee Theatre Plaza, 99 Percival St., CWB
電話：(852)2409-9866
営業時間：月～日：12:00～25:00

使い勝手抜群！
グルメを楽しみながら仲間と語り合おう
使い勝手抜群！
グルメを楽しみながら仲間と語り合おう
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パイ包みのリンゴとバニラアイス
（Baked Puff Pastry Apple Dumpling with 
Vanilla Ice cream）

スカイバー　3種のグリル（The Sky Bar Grilled Trio）

黒トリュフとカニのホワイトソース、
ガーリックブレッド添え
（Black Truffle & Crabmeat Veloute with 
Garlic Baguette）
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　絶品の激辛火鍋と四川料理を堪能できることから、辛いもの好きの間ではすでに有
名な「満江紅」。チムサーチョイ（尖沙咀）とコーズウェイベイ（銅鑼湾）に店舗を構える同
店が、さらに多くの人に本格四川料理が楽しんでもらおうとジョーダン（佐敦）に新ブ

ランド「臥龍荘精品川菜館」をオープン
させた。
　下町の雰囲気が漂う周辺の街並みと

は裏腹にエレガントな雰囲気の店内。香港ならではの看板風景を楽し
める掘りごたつ席のほか、VIPルームも4室備えている。ビジネスシーン
や観光に訪れた友人との食事会など特別な日

にも利用できそう。
　同店の料理長は、満江紅で長年腕を振るってきた堅シェフ
だ。元々広東料理のシェフだった彼は、12年前わざわざ四川ま
で足を運び本場の調理方法を学んだ。今では満江紅の大黒柱
の1人と言っても過言ではない。「四川料理って取っ掛りは簡単
だけど、上達するのは難しいよ」と語る堅シェフ。
　「百菜百味」と言われる四川料理の真髄は香料にある。唐辛
子1つとっても、スパイシーなものから香りの高いものまで様々
で、それぞれの特徴をよく知っていなければ本物の四川料理は
作れない。堅シェフは四川郫県で生産される最高級の豆板醤を
ベースに、青花椒（ホアジャオ：山椒よりも、辛み、芳香ともに強い）を始めとした様々な香

料を使用し、料理ごとにソースを作る。同じ四川料理で
あっても本場のスパイスが上手く調合された同店の本格
的な料理は、他店にはなかなか真似できない。
　ここで提供している料理は、本場の調理方法を貫く
「四川伝統料理」、香港の新鮮な魚介をメインにした「海
鮮料理」、四川の干鍋ソースを使用する庶民的な「干鍋
料理」と、3つのジャンルに分かれている。スパイシーな
料理がさらに進むドリンクもお忘れなく。

臥龍荘精品川菜館臥龍荘精品川菜館

臥龍荘精品川菜館
住所：2/F, Liberty Mansion, 26E Jordan Rd., Jordan
電話：(852)2377-2022
時間：17:30～25:00

四川料理の名店が新ブランドをオープン！
本物の「百菜百味」をご賞味あれ
四川料理の名店が新ブランドをオープン！
本物の「百菜百味」をご賞味あれ

料理長の堅シェフ

四川料理「水煮魚」は定番のケツギョのほかに
灯篭魚やハタなどのチョイスもあり！
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おすすめドリンクメニューは
「ロゼリ茶」（手前）と「マンゴースムージー」
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広州

深圳 深圳

深圳

順徳なら、立地良し！サービス良し！のこちら
順徳新世界酒店(New World Shunde Hotel)

ジャッキーと韓国・台湾スターの共演！
「百部映画人生」深圳コンサート深

圳

　来たる8月2日、ジャッキー・チェンが深圳にやってくる！　深圳湾・春繭
体育場で、香港・台湾・韓国のスターたちを招き「成龍飛躍百部電影人
生・深圳演唱会」が開催される。
　出演は、ジャッキー・チェン、Rain（韓国）、Rainbow（韓国）、林志穎（台
湾）、古巨基（香港）、容祖兒（香港）、梁詠琪（香港）。コンサートテーマは、
ジャッキー・チェン生涯100本映画記念！　音楽によって一俳優の映画人
生が描かれる初の試みでもある。人生は一度限りであるが、感動はいつ
までも続く。音楽、映画、人生、スター、感動、愛、激情、鼓舞……それらが
重なる時、心の炎が燃え上がり、エネルギーを奮い立たせる。ジャッキー
の人生は正にそのことを証明している。コンサートで最も大切にされる
のも「心」。そう「心」の炎を決して失わないこと。忙しさを払いのけ、悩み
事も忘れて、ジャッキーと中韓スターたちと一緒に盛り上がろう！音楽と
映画人生という今までにないコラボが作るステージがあなたを待って
いる。

　コンサートは舞台美術、照明、音響、造形、その全てに一手間が加えら
れ、特設のステージは、国際的なチームを招いて特別に作らせた360°ス
テージ―観客は至近距離から理想的な鑑賞が可能となる。エネルギッ
シュなコンサートで、心の炎に火をつけよう！

　広東料理のメッカであり、主な軽工業の中心地である順徳は、ビジネ
ス関係で訪れる人も多い。「ニューワールド順徳ホテル」は、「大連ビジ
ネス街」のほぼ中央に位置する便利なホテルだ。ホテルと隣接する
ショッピングアーケードには、コンビニや日本人好みの飲食店などがあ
り、長期出張でも不自由しない。ホテルから徒歩1分の場所には、広東省
の中国十大名園に入っている「清暉園」もある。
　370室ある客室は、心休まるパステルトーンで統一されており、気持よ
く過ごすことができる。快適さとプライバシーをさらに追求したエグゼク
ティブクラブ・フロアもあり、利用者は専用のエグゼクティブ・ラウンジ
で、朝食と、終日の紅茶・コーヒーのサービス、そして夕方にはカクテル
とオードブルのサービスを受けられる。
　ホテル2階には、「Coffee Shop（咖啡庁）」 と「Hua Mei Garden（華美
軒）」がある。Coffee Shopは明るく温かい雰囲気で、国際色豊かな料理

からアジアテイストのものまで各種料理が揃う。Hua Mei Gardenは、
見事な広東料理を上品なスタイルで提供すると評判。嬉しいことに同
ホテルには日本料理店もある。「Shiki（四季）」では、伝統的な日本料理
を西洋式に提供するという革新的でアットホームなスタイルを採用。
シェフおよび「日本人お客様専用サービス長」がもてなしてくれる。快
適な滞在には申し分のないこちらのホテル、順徳へお出かけの際には
お忘れなく！

順徳新世界酒店
住所：仏山市順徳区大良清暉150号
電話：(86)757-2221-8333
ファックス：(86)757-2221-4773
ウェブ：www.shunde.newworldhotels.com/#/ja_JP/overview/

「百部映画人生」深圳コンサート
住所：深圳市南山区浜海大道輔路華潤深圳湾体育中心「春繭」体育場
日時：8月2日　19:30
料金：RMB2280、RMB1680、RMB1380、RMB880、
　　 RMB680、RMB480、RMB380
ウェブ：www.228.com.cn/ticket-50648127.html

広
東
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深圳

広州

東莞

今週の広東ピックアップ

短橋と狭馬だけでない！もっと勉強してみよう！
　広東省を中心に伝承されていた徒手武術を主とする中国武術、詠

春。ウォン・カーウァイ監督の最新作品「グランド・マスター」はこの武術

で世界中の注目を浴びている。手技に

特徴があり、拳技は地味で見栄しない

が、実用を重視した地味な拳法体系

だ。広州では詠春の無料教室が開催し

ているので、気軽に参加してみては。

詠春体験教室
広州で無料開催

7月26日まで

オランダの若手芸術家の実力
　チューリップ、かざぐるま、木製の靴。そのほかに、オランダはファン・

ゴッホのような名芸術家も輩出してきた。今回は9名の若手のオランダ

芸術家を招き、現在当地の芸術トレンド

を読み取る機会を与える。中国の芸術家

も講座を開催するので、お見逃しなく。

オランダ撮影会
私たちの間の空間

7月20日まで

White Noise
深圳ライブ

7月23日

神奈川県発信のポストロックサウンド
　神奈川県発のポストロックバンド「miaou」は、中国ツアーで9月に広州ライブを開催

する！

　2002年より本格的に活動開始した同バンドは、長谷川姉妹を中心に、ボーカルの浜

崎龍樹を加えて結成。2女1男の組み合わせで、西洋の音楽に東洋の感性を加える作品

を武器に、日本のポストロックバンドで不動の人気を手に入れる。これまでに発表され

た全てのアルバムで、toeのギタリストである美濃隆章がエンジニアを務めていることも

注目のポイントだ。また海外のポストロックバンドとの交流も盛んで、2003年にオースト

ラリアのバンドART　OF FIGHTINGや、2008年にイギリスのepic45とのツアーのよう、積

極的に招聘を行っている。今回は中国ツアーで広州ライブにやってくるので、せっかくの

チャンスをぜひお見逃しなく。

miaou
広州ライブ

9月13日

芸術で哲学を理解してみては
　フランスの哲学者、フェリックス・ガタリの論理に感銘して集めた芸術

家たちが開催する哲学の芸術展覧会。その名は「風景：実像、幻像、心

像？」となる。中国哲学が西洋の論理に

融合されるとどんな変化があるか、彼ら

が芸術を通して来場者に披露。広州の

芸術家たちとアメリカの芸術家たちは

どんな作品を展示するか、お楽しみに。

風景：実像、幻像、心像？
哲学の芸術展覧会

7月27日まで
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Exhibition

Exhibition

広州市越秀区中山四路東鳴軒A座
7楼空中花園舞道館内
19:00～21:30
無料

広州市白雲大道黄辺北路
時代玫瑰園三期広東時代美術館
10:00～18:00（月定休）
(86)20-2627-2363
入場無料

多彩な音を奏でる
　シンガポールのシンガー・ソングライターJuliet Pangとオーストラリア

生まれのピアニストDidiによる2人組。ジャズ風格に、常に革新的なア

レンジメントで人生を語る彼らは2012年

に結成以来注目されている。今回は初中

国ツアーで深圳にやってくる！細緻で斬

新な音楽を鑑賞しよう。

深圳市南山區何香凝美術館
9:30～16:30
入場無料

広州市越秀区広州大道中361-365号東方花苑首層
20:30～22:00
前売　RMB60、当日　RMB80

深圳市南山区華僑城創意文化園
20:30～22:00
前売　RMB30、当日　RMB50
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　金城ビルから旧西武ビルに移転しグランド
オープンした日本料理「一幸（Ikkou）」。移転前の
魅力的な特徴はそのまま、質の高い日本料理
と、落ち着ける雰囲気で人々を引きつけている。
中国でありながら、日本品質の料理の提供にこ
だわっており、常連客が後を絶たない。
　そんな同店の自慢は、新鮮な「お造り」。手書
きのお品書きには、帆立造り、ナガレコ造りと
いった、その時々の旬が並ぶ。旬の肴を逃してし
まわないためにも、ちょくちょく顔を出してみた
くなるはずだ。和食の基本に忠実であるからこそ生み出すことので
きるクオリティーをぜひ味わっていただきたい！
　また同店は、同僚との会食、大切な商談のためのとっておきの切
り札など幅広い利用が可能。お酒の種類もたくさん取り揃えてお
り、特に焼酎は、気軽に楽しめる良心的な値段設定になっているの
が嬉しい。少し特別な日には日本酒はいかがだろうか。店長自慢の
お酒によく合う豊富な種類の肴と一緒に楽しもう。
　もう1つ嬉しいのは、一人でも気軽に利用できるところだ。おろそ
かになりがちな普段の食事もしっかりサポートしてくれるので仕事
帰りや週末に訪れるのもおすすめ。カウンターでゆっくり日頃の疲
れを癒やしたい。
　日本の雰囲気を感じられる同店は、気の合う仲間と酒を酌み交
わすのもよし、一人でゆっくり食事を楽しむのもよし。和食処「一幸」
―その店名の通り、どの一品を食べてもその美味さから幸せを感じ
られる。「ああ日本人でよかった～」と思える瞬間の1つは納得のゆ
く和食に出会った時だ。同店でぜひその瞬間を感じていただきた
い。一度訪れるとまた行きたくなる居心地の良いとってきの空間を
キープしておこう！
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一幸（Ikkou）
住所：深圳市羅湖区東門南路3002号華都園ビル（旧西武ビル）14階Ｇ座
電話：(86)181-2390-0557
　　  (86)755-8218-2734
時間：18:00～24:00（ラストオーダー23:30）

【一幸からお知らせ】
金城ビル店まもなく新業態として
再オープン予定！  乞うご期待！
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深圳

　6月5日、広州白雲空港にあるプルマンホテルで今年、中
国就航40周年を迎えた日本航空（以下略JAL）と資生堂のタ
イアップイベント「誰でもキレイになれるメイク講座」が開
催された。
　同イベントは、ハイセンスなイメージの資生堂、社会の進
歩発展への貢献、最高のサービスの提供を謳うJAL、この2
つの日系企業が協力することで、「広州空港で働くJALスタッ
フを見れば、資生堂が推奨するメイクアップを見ることがで
きるというイメージを創る。また、日常的に化粧をする習慣
がない中国人女性にメイクを通し、綺麗になることへの喜
びを紹介、中国におけるメイク文化を育て、醸成させよう」と
いうことを趣旨に行われた。

　今回参加したメンバーは主にJALのグランドスタッフとオ
フィス勤務の女性スタッフ。当日はすっぴんで来場。最初は
恥ずかしがっている人もいたが、普段からあまりメイクをし
ない女性は気にしていない様子だった。一般的に中国の女
性は日本の女性ほど「化粧意識」が高くないのが現状だ。そ
のため、「化粧しようにもできない。」「化粧は面倒だ。」など
の考えを抱えている人も少なくない。そんな中国人女性達
に今回資生堂から招かれた講師が誰にでもできる基本的
な化粧術を紹介した。
　まず一番重要なのは何よりも肌の保養だ。日焼け対策、
睡眠時間、体調管理、日常的な運動、どれも肌にとって大切
だということが講師の口から語られた。肌が綺麗ならば、薄
い化粧だけでも十分。これを毎日心掛けるのは難しく、少々
面倒だと思う人も居たが、「工夫すれば、誰でも綺麗になれ
る。」この講師の言葉に頑張ろうと思ったという声が多かっ
た。これらは、化粧術を学ぶ第一歩であり、「綺麗」への第一

歩でもある。
　そしていよいよ本番。JAL
のスタッフの一人がモデルを
務め、講師が洗顔から口紅の
塗り方まで丁寧に、そして分
かりやすく指導。講師をお手
本に、実際に参加者が自ら体
験するという形で、少しずつ
実践していった。初めは緊張
していた参加者も資生堂の
化粧品を使い体験することで
楽しみながら学ぶことができ
た。
「ビューラーを使ったのは初
めてでした。先生が指導して
くれたので怖くなかった。こ
れから自分でも使ってみよう
と思う。」(Lさん)
「何よりも自分の変化に驚き
ました。」（Ｋさん）
「中国人女性にこの化粧法を
広めていきたい」（Fさん）
　イベント終了後、参加者はいつもより少し綺麗になった自
分に驚いたり、満足したりしている様子だった。何よりも重
要なことは、今回のイベントを通して、参加者が自信をつけ
たということだ。日々努力を重ね、化粧術を磨く。日本の女性
同様、中国人女性に化粧文化が浸透し、より綺麗になる日も
そう遠くないだろう。このような日系民間企業の地道な努力
が花開き、日中関係改善に寄与してくれることを期待する。

JAL×資生堂タイアップイベント 
中国の女性に化粧の素晴らしさを広める！     

31Pocket Page Weekly 11 July 2014 No. 443
B

広東ページ



広州スキンケアメーカーのドクターベルツが、
女性1,192人を対象に顔の“うぶ毛”と“ストレス”に関する意識調査を実施。

9割が「ストレスで“おヒゲ”が気になる」と回答

　“うぶ毛”調査では9割の女性が顔のが「気になる」と回答。お手入れ方
法は「鼻の下」「口まわり」「あご」と続き、お手入れをしているが7割弱に。
頻度は、「週に1回」がトップ。“ストレス”調査では「感じない」の回答は
2.6％。大多数でストレスを抱えており、うち約半数近くが強いストレスを
感じていることが判明。
◆9割の女性が顔の“うぶ毛”が「気になる」と回答。常にうぶ毛を気にして
いる女性も4割弱にのぼる。
◆お手入れ箇所は「鼻の下」「口まわり」「あご」と続き、「おヒゲ周り」のお
手入れをしている女性が7割弱にのぼりました。
◆“うぶ毛”のお手入れ頻度は、「週に1回」がトップ。約半数の女性が2週
間以内にうぶ毛のお手入れをしていることがわかりました。また、年齢が
低いほど頻繁にお手入れをし、年齢が上がるほど、「気づいたとき」にし
かしなくなる傾向がうかがえました。

◆「ストレスを感じない」女性はわずか2.6％。圧倒的大多数の女性が日
常生活でストレスを抱えており、そのうち約半数近くの女性が“強いスト
レス”を感じていることがわかりました。

　健康と美を通じ生涯価値を創造するスキンケアメーカーのドクターベ
ルツ（資本金：3000万円、社長：石渡悦堯）は、女性1,192人を対象に顔の
“うぶ毛”に関する意識調査を行いました。
　女性の社会進出や育児によるストレス等、頑張る女性の男性化に伴
い、ホルモンバランスや自律神経の乱れなどから“女性のおヒゲ問題”が
昨今話題になり、ボディのシェービングだけではなく、顔そりケアをする
女性も増加傾向にあります。
　街なかでは、理美容院で「女性の顔そり」サービスや女性のひげ・うぶ
毛処理シェーバーが注目されています。

広州 広州

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_pp@pocketpage.com.hk

Part21   大劇院PART2DEEP深圳
　前回に引き続き、深圳の地下鉄大劇院駅の近くにある高級なショッピング
モール「萬象城（ワンシャンチャン） the mixC」をご紹介。
　モール内は、飲食店やカフェなどが充実していて、中華料理はもちろん、日
本人も大好きなリン・タイ・フォンや1881、日本の居酒屋和民、人気ラーメン
店の一風堂、香港でもお馴染みのPACIFIC　COFFEEや満記甜品など数々の
ショップが入っていた。中でもオススメなのがKEE WAH BAKERYだ。たくさん
の焼きたてパンを選ぶことができ、飲み物と一緒に店の前のカフェで食べる
ことも可能。オススメ品も週代わりに提供しているので、ぜひ楽しんでご賞味
いただきたい。
　さらに、一度立ち寄っていただきたいのは、高級お茶店BAMA TEAだ。高級
茶葉を販売しており、店内ではお茶の試飲もできる。急須で淹れるお茶には
正しい淹れ方があり、今回はおいしいお茶の淹れ方を教えてもらった。
　まずは、急須、湯のみ、ポット、お湯捨て、茶葉を用意し、急須にポットのお
湯を入れる。急須が温まったら、お湯を湯のみに入れ、湯のみも温める。その
後、茶葉を小皿に入れてから、ふるいながら急須に入れる（こうする事で香り
と味がマイルドになるそうだ）。その後、湯のみのお湯を捨てる（湯飲みを温
めることでお茶が冷えずおいしく頂ける）。ここで、茶葉を捨て、急須から湯の
みへ、少しずつ順番にお茶を入れる（濃さが急須内で均一ではないので順番
に少しずつ入れると濃さが均一になるそうだ）。そしてゆっくりと味わう。味わ
うと言っても、ただお茶を飲むのではなく、心を落ち着かせてリラックスして
飲むといいそうだ。
　お茶の世界も奥が深い。スタッフはとても親切で、英語が話せる方もいる。
欲しいお茶の味や健康茶なども選んでくれるので、気軽にお話して欲しいお
店だ。

スタッフには美人な方が多く、これもお茶の効果か！？

今回は前回に引き続き、スローライフの休日生活を提案する大劇院駅
周辺の萬象城ショッピングセンターをご紹介。

萬象城
住所：深圳市羅湖区宝安南路1881号

スポット
情報

お茶の試飲風景

商品はRMB1200の高級お茶
セットからお土産用の小箱
タイプやお茶の陶器までと
関連商品も取り扱っている
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広州

深圳 深圳

深圳



広州 深圳

Q. どうして当校を選ばれたのですか？
　平日は毎日花都内の住居と職場の往復だけの単調な生活なの
で、週末は気分転換に天河に出たいと思っていました。マンダルイだ
とバス1本で通学できますし、急な用事が入って授業に出席できなく
なった時、2時間前まで変更に対応して頂けます。実際には、そこまで
急にキャンセルしたことはありませんが、安心感があります。

Q. 実際当校で学習してみてどうですか？
　入校する前にも独学で少し勉強していましたが、やはり学校に
通った方が上達が早いと思います。体験授業を受けた時、先生の日
本語が非常に流暢だったので安心していたのですが、ある時点から
ほとんど中国語だけで授業が進むようになってしまいました。自分に
はまだ早いと最初は戸惑いましたが、中国語のインプット・アウト
プット量が増すので授業の密度は高いです。

Q. これからの目標は？
　職場は日本語を話せる中国人や日本人が多くいるので大概のことは
日本語だけで済みますが、コミュニケーションの円滑化や仕事の効率化
のために最低限の中国語はできるようになりたいです。困らない程度に
会話ができるようになったら、中国内の色々な所へ旅行してみたいです。

志田さん、ありがとうございました！

んでます！んでます！学学私は、
ココで
私は、
ココで

目指せ
中国語の達人！

中国語を勉強中の生徒さんにインタビュー

志田　徳仁 さん
去年の8月に転勤で広州花都に来ました。会
社はハードディスクの部品を作っています。

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは現在中国語生活1年目、マンダルイ語学学校に通っている志田さんです！

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは現在中国語生活1年目、マンダルイ語学学校に通っている志田さんです！

マンダルイ語学学校
住所：天河本校　　　広州市天河区林和中路158号天誉花園悠雅閣2003号室
　　  珠江新城分校　広州市天河区花城大道8号名門大厦豪門閣15A室
電話：(86)20-3886-8862、(86)135-8049-5714（日本語）
時間：9:00～21:00
ウェブ：www.mandarui.com
メール：mandarui@126.com
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かなり苦しく、死活問題である
やや苦しくなりそう
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かなり苦しくなりそう
それほど影響はなさそう

苦しくなる/なりそう･･･73.7%
影響はなさそう･･･14.8%

約13％が死活問題と回答
消費税アップでの生活への影響は！？
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全ての商品・消費形態で同じ税率が良い
商品・消費形態に合わせて、多少税率を変えるほうが良い
商品・消費形態に合わせて、かなり税率に差をつける方が良い
わからない

消費税率【5%】では･･･

消費税率【8%】では･･･

差を
つける派

46.9%
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同じ
税率派

37.3%

16.7%
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22.4 56.2 21.4

今までどおりに消費する（税率アップ分は、支出増加）
家計を引き締める（税率アップ分の支出が増えないようにする）
わからない

　2014年4月より、消費税の税率が5％から8％へアップした。これについて、消費者は生活へ
の影響についてどのように考えているのか。インターワイヤード株式会社が運営するネットリ
サーチのDIMSDRIVEは、「消費税率アップ」についてアンケートを行い、買い物の見直しや生
活への影響についてまとめた。海外にいても気になる日本の消費税。実際に日本に住んでい
る人はどのように感じているのだろうか。

　消費税の引き上げについて、約93％の人が「引き上げ後の税率」と「引き上げ時期」を知っ
ているのに対して、「引き上げられた分の消費税の用途」については、「ある程度以上知ってい
る」と答えた割合は半数以下であった。自分たちの支払う消費税が増えることについて知って
いても、それがなぜなのか知らない人が多いようだ。
　税率が8％にアップする事による支出について、「支出増」にするか、「節約」するかの方針に
ついて聞くと、「今まで通りに消費し、税率アップ分は支出増加」と回答した人は約2割。一方
で、「家計を引き締め、税率アップ分の支出が増えないようにする」と回答した人は56％と半数
以上であった。税率をアップした分税収が増えることが期待されているが、多くの人が支出を
制限してしまうようである。
　世帯年収別に見ると、年収が少ないほど「家計を引き締める」割合が高い傾向にあり、最も
年収が少ない層の「299万円以下」では、62％が引き締めるとし、「支出増加」は15％となった。
一方で、「1000万円以上」の層は3～4割が「支出増加」と回答している。
　消費税率のアップが家計にどの程度影響を与えるか、については「かなり苦しく、死活問題
である」という切羽詰まった人は1割を超え、「かなり苦しくなりそう」の23％と合せて「厳しい状
況を予想」する人が約35％以上となった。「影響は少なそう」と回答した人は15％と少なく、「苦
しくなる」と回答した人は73％と多い。
　世帯年収別にみると、「299万円以下」の人では、26％もの人が「死活問題である」と回答。年
収が上がるほど「苦しくなる」割合は減っているが、「1500万円以上」の人でも4割が「苦しくな
る」としており、程度に差はあるものの、年収の多さに関係なく、「苦しくなる」という人が多い。

　また、店頭での価格表示について、「本体価格」と「税込み価格」はどちらの方が好ましいか
聞いたところ、「本体価格重視派」は13％と少なかったのに対し、6割以上が「税込価格重視派」
となった。本体価格だけの表示だと、支払い金額の計算に一手間かかってしまうためであると
考えられる。
　最後に、消費税アップについて思うことを自由回答で聞いてみると、積極的に賛同する意見
よりも、諦めに近いニュアンスのコメントが多かった。

＜自由回答より抜粋＞
・その前に税金の無駄を無くすのが先決で、消費税アップはそれからだと思う（60代女性）
・給料がいっこうに増えないのに、増税ばかりでつらい（40代男性）
・アップすることは仕方ないと思う。でも貧富の差がますます開くことになると思う（30代女性）
・食品などの生活必需品は税率を下げてほしい（40代男性）

回答者：全員
消費税率のアップは、あなたのご家庭にとってどの程度影響がありそうですか。（単一回答）

N=7,275

回答者：全員
「消費税率の設定の仕方」について、あなたにとってはどの方法が好ましいですか。
最もお考えに近いものをお選びください。（単一回答）

N=7,275

回答者：全員
消費税率が8%にアップする来年の4月以降は･･･（単一回答）

N=7,275
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SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの
帰国や移転で昨年11月以降活動休止。
今年の4月より新規メンバーの登録で活
動を再開。毎月近場の観光地や時々山
登りに出かけたりしてます。参加制限な
しです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤隆)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖
区春風路2007号華際茶芸館2階で練習
してます。最近帰国者もありメンバー減
少しましたが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の
交流を促進し、成功を応援する会です。
毎月の講演会、プレゼン研修、工場見学
などを開催しています。経営者や起業家
に限らず、駐在員や学生の方もお気軽
にご参加ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パート
タイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。

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.pocketpagweekly.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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

楽しい大阪人交流会深圳
大阪人あつまれ！大阪出身、大阪好きな
方も、飲み会へ参加ください。大阪人じゃ
ない方、初めての方多数。7月15日19:00か
ら羅湖ユエハイ周辺の日本料理
(86)136-7000-4201 永島
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中
信広場5Fにて、活動をしております。国
籍・性別・年齢・経験関係無く、どなたで
も参加可能です。平日に蓄えた中性脂肪
を毎週日曜に清算しましょう！！
メール：gfk@live.jp　斎藤まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広州日本人テニスクラブ「網王」
毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々
エンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomocorp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811　担当：栗原淳
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく
生活が楽しく無く慣れない方を応援す
る会で、友達の輪を広げて頂く事を希望
しています。月に1～2回ぐらいの食事会
を開催しています。
メール：vivace@sh163.net  中村 孝幸まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大学
本校及びAPU卒業の校友の交流会です。懇親
会として食事会が主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
　　  八田真太（はったしんた）まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、
ご参加をお待ちしております。当会では
3ヵ月に1回の例会を中心に、現在約20
名の会員が親睦を図っております。一緒
に「東都の流れ」を熱唱しましょう！お気
軽にご連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！
学生時代の思い出話、横浜ネタを酒の
つまみに交流を図ってまいります。お気
軽にご連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
　　     事務局まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政チャイナ広州支部
法政チャイナ広州支部は、定期的に例
会、交流イベントを開催しております。法
政大学および付属校、大学院にゆかり
のある方、当校に留学経験のある方、ぜ
ひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先　hoseichina_hk@yahoo.co.jp
事務局まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参
加資格はどなたでもOKです！！不定期に
食事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報
交換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。
電話：(86)181-2390-0557
　　  (86)181-8218-2734
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ
経験豊富な日本人スタッフが窓口とな
り、情報提供から入居手続・退去清算ま
でご対応させて頂きます。住宅・オフィ
ス・店舗・工場等、物件見学は専用車にて
ご案内させて頂きますので、ご安心くだ
さい（無料）またオープニングキャン
ペーンとしてご契約頂いた方全員に魚沼
産コシヒカリをプレゼントしております。
日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方
募集。英語、中国語を多少なりとも話せ
る日本人の方。インターネット販売の知
識がある方。
連絡先npsuzue@gmail.com (鈴江)まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募
居住在深圳和廣州並能讀寫日本語的人。
我們正在等候有興趣成為我們的外包兼
職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他
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