


香港

　｢第14回全国民的美少女コンテスト｣の本選大
会が都内で開催されグランプリ、受賞者が発表さ
れた。本選大会には一次書類審査を合格した
1428人の中から、ファイナリストが21人出場。最終
審査では自己紹介、歌唱力、演技力、ウォーキング
質疑応答などの審査が行われた。応募総数8万
1031人の中から見事グランプリの座に輝いたの
は若干12歳、中学一年生の滋賀県出身の高橋ひ
かるさん。
　｢全国民的美少女コンテスト｣は、後藤久美子を
イメージキャラクターとして1987年から大手芸能
事務所のオスカープロモーションによって開催さ
れていてる。芸能界への大きな登竜門の1つとし
ても確立されていて、これまでに米倉涼子、上戸
彩、剛力彩芽など多くの人気スターを輩出している。グローバル化の流れに合わせて、今大
会では時代が求める国際的な｢センス｣、自己表現できる高い｢才能｣、正当性の｢美｣を兼ね
備え、｢世界へ羽ばたく可能性のある美少女スター｣が発掘のテーマだったというだけあっ
て台湾をはじめ、海外のメディアからも注目された。
　名前を呼ばれた瞬間、驚きの表情を浮かべながら涙を流していた高橋さんは｢グランプ

リを取れると思っていなかったの
で、とても嬉しいです｣と喜び、自
己紹介審査では｢剛力彩芽さんの
ような女優になりたいです｣と回
答。すでにテレビや映画出演、歌
手でビューが約束されている高
橋さん。今後の彼女の活躍ぶりに
期待が高まる。

｢第14回国民的美少女コンテスト｣

グランプリ発表
JapanTopics

香港

見るだけでも心が躍るbread n butterの
ファッションアイテム

清楚なデザインのドレスもたくさん

Showcase by bread n butter
住所：Shop HG01-HG05, G/F., 
　　　PMQ Hollywood, 35 Aberdeen St., Central
電話：(852)2156-0900
時間：11:00～22:00

　いつものパンに美味しいバターを塗る。平凡な物事
を新しさで彩る。－それが、ファッションブランド「bread
　n　butter」のコンセプトだ。セントラル（中環）の新たな
スポットPMQにソフトオープン中のショーケースでは、レディース服だけに留まらず、
優雅なライフスタイルをトータルで提案する。
　アメリカの有名デザインスクールParsons　Schoolを卒業したVictoria氏は、Marc 
JacobsやGucciなどといった世界的大手ブランドで経験を積んだ後、2004年に自身の
ブランド「bread　n　butter」を創立した。フランス・パリでファッションイラストを学びな
がら芸術的センスを磨いたという彼女が作り出すアイテムはどれも、フランスのモダン
さとカジュアルさを融合させている。
　既に香港の女性の間で人気を誇る同ブランド。今回の新しいショーケースも話題と
なっている。アパレル、雑貨、家具、フラワーショップ、カフェと、5つのエリアに分けられ
た店内は、まさにパリの雰囲気そのまま。一歩足を踏み入れるとフランスにプチトリッ
プした気分に浸ることができる。
　「Lounge Pink（甘いピンク）」、「City Purple（モダンな紫）」と「Party Red（高貴で華麗
な赤）」という3つのテーマに分かれたレディースのクローゼット。モダンも、カジュアル
も、エレガントも、全てを揃えたアイテムは、いつもと違う自分をきっと引き出してくれ
るはず。
　パリの古物市のように配置されたライフスタイル雑貨エリアは、個性的な時計や可
愛い文房具などの小物のほか、スマートフォンケースブランド「Cliché」とのコラボグッ
ズなど、ここでしか手に入らない商品も。フラワーショップエリアには、「花のパリ」にも
負けない、華やかで上品なアレンジフラワーが。真剣に花の手入れをするフローリスト
の姿が、何とも美しくサマになる。
　グランドオープンは9月。その際、どのような姿を見せてくれるのか、乞うご期待。

［ Showcase by bread n butter ］

Bon Voyage！ パリにプチトリップ
ファッションだけに留まらないお洒落なライフスタイル店
Bon Voyage！ パリにプチトリップ
ファッションだけに留まらないお洒落なライフスタイル店

大事なひと時に欠かせないフラワーアレンジメントも豊富

人気スマホケースブランド
「Cliché」とのコラボ商品

世界中のポップソングCDや
デザイン系の書籍も展示中

インテリアと間違えてしまいそうな
芸術的なつけまつ毛
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港 香港&広東

香港

1970年代から現代まで
様々な｢現代写真｣の
表現方法が一堂に

　森山大道、荒木経惟、鈴木理策など、日本を
代表する国際的な写真家をはじめ、総勢23人

の日本人写真家の作品を集めた展覧会が香港アートセンター(香港藝術
中心)で8月31日まで開催されている。
　独立行政法人国際交流基金、在香港日本国総領事館、香港アートセン
ターが共催した展覧会は｢Gaze at the Contemporary World : Japanese 
Photography from the 1970s to the Present｣と題され、東京国立近代美
術館の学芸員でもある、写真評論家の増田玲により集められた写真の
数々は1960年代後半から現れ始めた様々な写真表現を集められた。
　2部構成となるこの展覧会、第1部の｢A Changing Society（変わりゆく社
会）｣では社会の中の人々に焦点を当てている。そして「Changing 
Landscapes（変わりゆく風景）」の第2部では市街地、郊外、自然を見つめ
ている。
　この展覧会は日本での現代写真の本質を紹介すると共に、世界の現代
写真の表現の中においての日本特有のコンセプトとアプローチを知るこ
とが出来る。

｢Gaze at the Contemporary World :
 Japanese Photography from the 1970s to the Present｣
住所：Hong Kong Art Centre, 2 Harbour Rd., Wan Chai



　桂林市内を南北に貫く全長437キロの漓江(りこう)のなかでも、素晴らし
い水墨画のような随一の景観を堪能できる漓江下りは、桂林から川の流れ
に沿って陽朔(ようさく)まで83キロをのんびりと下る旅だ。
　晴れた日には鮮やかな青空と川面に深緑の山々が映り美しい。しかし、
「重慶の霧、上海の夜景、桂林の雨」といわれているように雨の日も、霧の中
に色を失った濃淡だけの山々が水墨画の世界へと案内してくれる。
　陽朔へ近づくほどに、カルスト地形独特の奇岩奇峰が次から次へと現れ、

また、人民元20紙幣の裏に描かれた興坪元宝山漓江や、某メーカーの烏龍
茶のCMでも起用された場所も見学できるので飽きる事はない。
　郵船トラベルでは、漓江下りの観光ツアーはもちろん、ホテルでゆっくり滞
在したい方にオススメのホテル「陽朔勝地度假山荘」の手配までしてくれる。
こちらはTrip Advisor Travel Choice Award 2014を受賞。
　現地での移動を含め、細かな手配はすべて同社にお任せ。

　台北市内からMRTで40～50分の「北投温泉」は
気軽にアクセスできる人気の温泉地。近年は台湾
観光局主催の投票で「台湾のこだわりの街」に選
ばれ、注目を集めている。
　天然ラジウム温泉(青硫)のほか、白硫、鉄硫の3
つの泉質が楽しめる温泉地。各温泉施設によって
お湯が異なり、効能も違うので、お気に入りの湯
を探して湯めぐりを楽しめる。
　温泉以外にも、かつて周辺に居住していた平埔
族を学べる「凱達格蘭文化館」、レトロなレンガ造

りの「北投温泉博物館」、
著名な書道家が避暑地と
して過ごした邸宅「梅庭」
など、温泉以外にも楽し
める施設がいっぱい。

郵船トラベル
住所：13/F., 88 Lockhart Rd., Wan Chai
電話：(852)2865-3783
ファクス：(852)2520-6992 郵船トラベルはワンチャイに移転しました。

桂林で水墨画の世界をたっぷり堪能桂林で水墨画の世界をたっぷり堪能
台北市内から
お手軽に遠出気分で♨
北投温泉（台湾）

　PPW編集部はこのたびマレーシアに足を踏み入れた。
訪れたのは、首都クアラルンプールと世界文化遺産の地
マラッカ。この2大都市の主な観光スポットを4日間で効率
的に回れるおすすめルートをご紹介しよう。

1日目は首都クアラルンプールへ。まずは、市内で最大、
最古のヒンズー教の寺「スリ・マハ・マリアマン寺院
（Sri Mahamariamman Temple）」へ。そこからすぐの

「プタリン通り（Jalan Petaling）」は、中華街の中心をなす通りで、
華人経営のレストランや安宿があり、バックパッカーも多く滞在
する。そばにある「セントラルマーケット」は、土産物店も多い元
青果市場だ。伝統的な「国立モスク（National Mosque）」もぜ
ひ。女性は半袖でも入れてもらえないので、スカーフを借りよう。

2日目はマラッカへ移動。はじめは「スタダイズ（The 
Stadthuys）」へ。オランダ統治時代の議事堂でピンク
の外装が印象的だ。次は、イスラム教国家において珍

しい「キリスト教会（The Christ Church）」へ。1753年にオランダ
人によって建てられた。今残るのは壁面のみだが、「セントポー
ル教会史跡（St.Paul's Church）」は丘の上にあり景色も楽しめ
る。最後は「ジョンカー通り（Jonker Street）」に行き、雑貨屋やカ
フェ、週末の夜限定の賑やかなナイトマーケットを楽しもう。

3日目は朝から、高原リゾート「ゲンティンハイランド
（Genting Highlands）」へ訪れて、テーマパーク、ゴル
フ、マレーシアで唯一の公認カジノなどを楽しもう。午

後からはクアラルンプールへ戻って、「旧連邦事務局（Sultan 
Abdul Samad Building）」へ。現裁判所で内部見学はできない

が、イギリス統治時代に建てられた外観が美しい。この日はその
正面にある、芝生のきれいな「独立広場（Merdeka Square）」で
残りの時間をのんびり過ごそう。

最終日もクアラルンプールで。「イスタナネガラ（Istana 
Negara）」は、2011年に完成したばかりの王宮で建設
費は200億円とも･･･。「ペトロナスタワー（Petronas 

Towers）」も訪れたい場所の1つ。超高層の2棟のタワーの内、1
つは日本製、1つは韓国製らしい。ラストは繁華街「ブキットビン
タン通り（Bukit Bintang）」で、最後のショッピングや地元屋台料
理、バーなど思う存分マレーシアを満喫しよう。

 日本や韓国への旅行を専門としている広東熊猫国際旅游有限公司の梁学明さん。彼自身旅行好
きであることから、いろいろな国を旅してきたが、一番印象に残っているのは韓国だそう。梁さんは
大の韓国好きでこれまでに何度も足を運んでいる。その中で特に気に入っているのがリゾート地
でも有名な済州島(チェジュ島)！韓国の中でも物価が安く、グルメも充実しており、特に海鮮料理は
新鮮でオススメと太鼓判を押している。もちろん韓国人にも人気のあるスポットなのだが、韓国ド
ラマのロケ地としても良く使われるため、日本人観光客も大変多いそう。家族連れも多いとのこと
だが、実はまだ奥さんとお子さんを連れて行ったことがない梁さん。今度は自分の家族もぜひ連
れて行きたいと話す。
　華南地方からも気軽にいけるので、ぜひ済州島の魅
力を味わってもらいたいとのことだ。もちろん済州島の
ツアーは梁さんの属する旅行会社から申し込みが可
能、これを期に済州島でバカンスを過ごしてみては。

　朱さんのおススメは「タイ」。特にタイの離島はまだまだ手つかずの自然が残り、素晴らしい。今
回紹介するのは「クラビ」、バンコクの南西約800キロに位置する島だ。クラビへは広州からの直行
便がないため、バンコク経由となる。バンコクで買い物と観光を楽しみ、その後、クラビのビーチで
のんびりリラックス、一度に色々楽しめる贅沢な旅行だ。
　バンコクではタクシーでロイヤル オーキッド シェラトン ホ
テルに滞在。ホテルのレストランでタイ料理、王宮を見学、華
人街で海鮮料理、南国ならではの雰囲気を味わえる。
　クラビの宿泊先はシェラトン・クラビビーチリゾート。ホテ
ルのプールとビーチで水遊び、スパでのんびり、ピピ島(PP 
ISLAND)への1日ツアー、島内の観光やショッピングと様々な
アクティビティーを体験できる。
　ノーレイトラベルでは10月国慶節に向けてバンコクとクラ
ビのプランを用意。詳細はノーレイトラベル・オフィスまで。

広東熊猫国際旅游有限公司                 
住所：広州市天河区天河東路153号富海ビル2階
電話：(86)20-8756-2135 
ファクス：(86)20-3847-3469            

Norray Travel Co. Ltd (欧美旅行社)
住所：広州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔4202-5室
電話：(86)20-8765-9328 / (86) 20-8765-3388 (日本語)
ファクス：(86)20-8767-3473

広東熊猫国際旅游有限公司の梁さん ノーレイトラベルの朱さん
旅のプロフェッショナルに伺った、広東発おススメ旅行

香港から4時間！アジアとヨーロッパの文化が混在する国「マレーシア」

DAY
１

門構えが美しい
スリ・マハ・マリアマン寺院

ユニークな屋根が特徴の国立モスク

国王の宮殿に相応しい外観の
イスタナネガラ

一際目を引くペトロナスタワーは
夜のライトアップも見もの

DAY
2

DAY
3

DAY
4

セントポールの丘からはマラッカの街
が一望できる

自転車タクシーにはキティなどの
ド派手なデコレーションが

500年前に建てられた
セントポール教会史跡

ロープウェイで
ゲンティンハイランドへ時計台がシンボルの旧連邦事務局

ひとりで気ままに？ひとりで気ままに？9月・10月・11月の連休は、秋の旅を楽しむのもいいかも。
すでに計画を立て始めている方、まだ頭で漠然と旅を考えている方へ、
編集部のおすすめ旅行スポットと役立つ情報・アイテムをご紹介しよう！

9月・10月・11月の連休は、秋の旅を楽しむのもいいかも。
すでに計画を立て始めている方、まだ頭で漠然と旅を考えている方へ、
編集部のおすすめ旅行スポットと役立つ情報・アイテムをご紹介しよう！

郵船トラベル
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近未来的なフォルムを纏い、
生まれ変わったトロリーは才色兼備

◆ SOGO Causeway Bay, 10/F.
◆ Shop 317, Hysan Place (Open in middle September)

スーツケースのグローバル化はお済みですか？
預け入れ国際基準対応 容量最大級

◆ SOGO Causeway Bay, 10/F.  
◆ Shop 206, Star Annex, 2/F., Star House, Tsim Sha Tsui 
◆ SOGO Causeway Bay, 10/F.  
◆ Shop 206, Star Annex, 2/F., Star House, Tsim Sha Tsui 

信頼の
日本製で
旅を

楽しもう!

本誌持参のお客様には
全商品５％OFFとさせて頂きます。
（期間：2014年8月29日～11月30日）※一部商品を除く

1月1日（木） 正月
●2014年12月29日～31日と1月2日を休む場合、
　なんと合計11日も休める！（2014年12月25日～1月4日）

2月19日（木）～21日（土） 旧暦新年
●2月16日～18日を休む場合、合計9日も休める！
　（2月14日～22日）

4月3日（金）、4日（土）、6日（月）、7日（火）イースターと清明節
●3月30日～4月2日を休む場合、合計11日も休める！
　（3月28日～4月7日）
●4月8日～10日を休む場合、合計10日も休める！
　（4月3日～12日）

5月1日 労働節
●4月27日～30日を休む場合、合計9日も休める！
　（4月25日～5月3日）

5月25日（月） 釈迦誕生日
●5月26日～29日を休む場合、合計9日も休める！
　（5月23日～31日）

7月1日（水） 香港返還記念日
●6月29日～30日と7月2日～3日も休む場合、
　合計9日も休める！（6月27日～7月5日）

❶スマホの充電コードやイヤホンは
　眼鏡ケースに
普段使わない眼鏡ケースがうちで眠って
ない？これからスマホの充電コードとイ
ヤホンを入れてみよう。携帯に便利だ。

❷ピルケースにはアクセサリーを
小さくて傷つきやすいアクセサリーは大
事に保管しよう！プラスティック製のピル
ケースは軽いので負担にならない。

❸スーツは汚れないように、
　裏返しにしてたたんでおこう
簡単な1ステップで出張の際、もう困った
事態にならない。

❹ベルトはシャツの襟部分に！
スーツの襟で人に与える印象は大きく変
わる。清潔感はもちろん、形崩れしないよ
うに硬めのベルトを入れて保護しよう。

❺大事な書類はコピーを取って
海外旅行では、万が一のときに身元を証
明できる書類が大事だ。最低1セットのコ
ピーを用意しよう。

簡単にスッキリ！
意外と見落とす
荷造りの５つの裏技
これも大事。あれも持たなければ…。
旅行の際は、意外と整理整頓のスキ
ルが必要だ。ここで、編集部が調べ
た荷造りの裏技を紹介しよう。

有給休暇はなるべく最大限に使いたい！
仕事は大事だが、長い休みを取って、海外でゆっくりリフレッシュしたいもの。
来年のパブリック・ホリデーを一足早くチェックして旅行プランを立てよう！

9月28日（月）と10月1日（木）中秋節翌日と建国記念日
●9月29日～30日と10月2日を休む場合、
　合計9日も休める！（9月26日～10月4日）

10月21日（水） 重陽節
●10月19日～20日と22日～23日を休む場合、
　合計9日も休める！（10月17日～25日）

12月25日（金）、26日（土）
●12月21日～24日を休む場合、合計9日も休める！
　（12月19日～27日）
●12月28日～31日を休む場合、合計10日も休める！
　（12月25日～2016年1月3日）

ASIAN TELECOM
住所：Unit 1304, 13/F., Podium Plaza, 5 Hanoi Rd., TST
電話：(852)2314-7144
ウェブ：Asian-telecom.com
メール：info@asian-telecom.com

備えあれば憂いなし！
旅先でのマストアイテム
ハイパワー予備バッテリーMG6000
　香港と中国に特化した携帯電話回線プロバイ
ダー「アジアンテレコム」。香港と中国を行き来す
る人に最適な香港・中国ダブルナンバーSIMや、
スマートフォン向けで短期間契約が可能な4G 
LTEサービスなどの回線サービスを提供してい
る。そんな同社からの旅行先で便利なアイテム
は、パナソニック製リチウム電池を使用した
6 0 0 0m A hのハイパワー予備バッテリー
「MG6000」。デュアルUSBアウトプット2.1Aで複数
の端末を同時に充電が可能
で、各種スマートフォンやタ
ブレット端末に利用できる。
HKD20/日でレンタル可能。
これさえあれば充
電切れを気にす
ることなく旅行を
楽しむことができ
るはずだ。

　日本最大手の通信
レンタル会社「テレコム
スクエア」からは、ポケッ
トWiFiレンタルサービス
「Wi-Ho!」をおすすめし
たい。定額料金で100カ
国以上のサービスを用
意している。対応国は、日
本、香港（マカオ）、中国、
韓国、台湾、タイ、シンガ
ポール、ベトナム、イン
ド、マレーシア、フィリピン、インドネシア、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、フランス、イギリス、ドイツ、
オランダ、スペイン、イタリア、トルコ、ロシア、カン
ボジア、モルディブ、グアム、EU周遊、世界周遊（147
カ国）。1日からでもレンタル可能で、価格は
HKD67/日から。旅行先でもスマホ、PCを手放せな
い方は要チェック！

いつでもどこでも繋がる
ポケットWiFiサービス
「Wi-Ho!」

Telecom Square HK
住所：Unit 1304, 13/F., Podium Plaza, 5 Hanoi Rd., TST
電話：(852)3568-0070
ウェブ：www.telecomsquare.hk
メール：info@telecomsquare.hk

　質感や厚みの異なる3種類の生地を、パーツず
つ組み合わせ、素材のミックス感を楽しめるのが
特徴だ。酵素を用いて生地を洗浄することで加工
された10号キャンバスのユーズド感がたまらな
い。同じカラートーンでまとめているバッグは黒・
青・ベージュという3色がある。強度が必要なハカ
マ部分には、引裂き、摩擦堅牢度に優れたコー
デュラ®生地を使用しており、手軽なプチトリップか

らワクワクの大冒険でも仲
間にしてほしい！ファッ

ションテイストにと
らわれず様々な
服装に合わせ
る、旅行以外
の場合でも
活躍しそうな
予感だ。

KURA CHIKA　SOGO店
住所：3/F., Shop 3-32A, Sogo Department Store, CWB
フェイスブック：
www.facebook.com/PorterKuraChikaHongKong

旅行に出かけるなら
信頼できる仲間
PORTER BRIDGE

2015年香港地区公衆祝日をチェック
有給休

暇は

賢く使お
う！

あなたの旅に一役買う！ 便利な旅行グッズセレクション

秋の旅行特集 2014家族で楽しむ？家族で楽しむ？
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香港＆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_ppw@pocketpage.com.hk

　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！！

深圳

香港

広州香港＆広東

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S　1,245sqf. （実用面積)  バルコニー付き
 （中層階　Flat B）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送
（環　境） MTR太古駅・AEON近接、豪華クラブハウス完備
（備　考） 新築ハイグレードマンション。6月完成入居開始！緑に恵まれな

がら、MTR太古駅まで徒歩5分という好立地。
（月　額） HKD75,000 （管理費、税金込み）

マウントパーカーレジデンス　Mount Parker Residences

（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 2LDK　756sqf. （実用564sqf.)
 （Tower 2　中層階  Flat B）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、山景、
 マンション無料ブロードバンド
（環　境） MTR西湾河駅近接、太古のAPITAまで徒歩約１０分、
 クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！海沿いの遊歩道を歩いて
 日系スーパーへも行けるのでお買物が便利。
（月　額） HKD24,500 （管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸華園　The Orchards

香港

ラ・セゾン　逸濤湾　Les Saisons

（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S　1,137sqf.（実用897sqf.)　バルコニー付き
 （Tower 1  高層階　Flat E）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送
（環　境） MTR太古駅・AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） 太古で一番人気。コーンヒルに隣接して立地する高層ツイン

タワーのハイグレードマンション。比較的静かで、日本人も多
く居住する。日系スーパーも近くて便利。ペット可マンション。
2003年築。

（月　額） HKD40,000 （管理費、税金込み）

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
H

o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D
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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

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay

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

CEO property agency ltd TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

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 

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

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室

ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
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

不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
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

深圳

深圳香港

香港＆広東

香港ビジターはっちのプロフィール
香港在住歴1年未満。初めての海外暮らしをここ香港で始めることになったものの、
日本とのギャップにいまだ驚く毎日。最近はやっと香港人の友人も増え始め、
香港ライフをもっと楽しみたいと意気込み中。

　まさかこの地に住むことになるなんて夢にも思っていなかった6年
前、観光旅行で夫と共に香港へやってきました。私にとっては初めて
の香港。飲茶に観光に買い物にと思う存分楽しんだあと、夜景を見
るためビクトリアピークへ行くことに。街中でタクシーを拾い「ビクトリア
ピーク！」と告げると、無言で車を発進させる運転手。坂をどんどん
上がって行きます。しかし行けども行けどもそれらしき場所に辿り着
かない…。すると突然運転手が「よく分からないからここで降りて」と！
車がほとんど走っていないような住宅街の路地で下ろされてしまいま
した。「え～！どうしよう～」とうろたえる私を横に、普段温厚な夫が殴
りかからん勢いで運転手と言い争いを始めてしまいました。彼はそれ
まで中国で仕事をしていた経験もあり、このようなトラブルにはわりと
慣れっこだったのだとか。当時まだ付き合い始めたばかりだったの
で、タクシーに騙されたことよりも、そんな見慣れない彼の姿に若干引
き気味な私…。

　だったはずなのに―――先日、日本から友人が遊びに来た際、彼
女が足つぼマッサージを受けたいというので、2人で近くのマッサー
ジ店へ行くことに。適当なお店へ「足裏30分ね！」とお願いして飛び

込み入店。えらく丁寧にやって
くれるなーとは思っていたけれ
ど、案の定、会計時に言われ
た額は45分の値段。いや、お
姉さん。最初にあなたに言っ
たよね！？30分てさ！！私たち
の次に来ていたインド人のご
家族も同じ状況だったため、
完全に悪意のあるやり方。腹
を立てた私は、友人のことは

ほったらかしに日本語もいり混ぜながらとにかく食い下がって、最終
的に30分と45分の間の値段で決着。友人に「まぁ確かにサービスは
45分しっかり受けちゃったし、これでいいかなぁ？」と言うと、「なんか…
強くなったね…」と。6年前の私と同じように、少々引いている友人な
のでありました。

Vol. 14ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」

わ
た
し
…
強
く
な
って
る
！？

Vol.3



■調査背景・目的
　日本人は海外の人から「時間や約束を守る」「自己主張が弱い」「礼儀正し
い」などといった表現をされることが多いが、対して他国の人々はどのような特
徴を持ち、表現されているのだろうか。そこで今回は、今話題のBRICsからブラ
ジル・ロシア・中国を、アジア圏からは日本・シンガポールの5カ国をピックアッ
プし、意識・感覚の違いに関して調査した。本調査結果は各国の特徴分析や比
較をテーマに、全3回のレポーティングを行う。第一弾は【待ち合わせ・デート】
時の意識や感覚として、待ち合わせの理想到着時間やデート相手との外食頻
度、支払いは男女どちらでその割合などを調査し、実態を明らかにした。

■調査結果　　　
●男性篇
日本：そもそも出かけないThe草食系･･･友人などを家に呼ぶことが少なく、デー

トの頻度も低い
中国：律儀なジェントルマン･･･デートの待ち合わせでは早めに来て、外食時には
　　自分が払う
ロシア：ロマンチストか尻に敷かれタイプ･･･待ち合わせで相手がどんなに遅刻
　　　しても許してしまう人が多い
シンガポール：バランス／目立った特徴なし･･･日本と似た傾向で、先進国に見
　　　　　られる“草食化”が見られる
ブラジル：ルーズ・俺様タイプ･･･相手の遅刻は許せないが、自分は遅刻するとい
　　　  う傾向が見られる

　デートの際に食事代は誰が払うか訊いた
ところ、中国×男性とロシア×男性は約8割
が「ほとんど自分が支払う」と回答。日本×男
性では、「ほとんど相手が支払う」と回答した
人が1割。「割り勘」と合わせると38%。ブラジ
ル×男性では30%が「割り勘／それぞれ自
分の分を支払う」と回答。
　自宅に人を招く時に、どれくらいの遅刻
なら許せるか訊いたところ、ロシア×男性
では46%が「いつまでも許せる」と回答。日
本×男性は7%が「少しでも許せない」と回
答し、「5分後まで」と合わせると15%。ブラ
ジル×男性では「5分後まで」と回答した人
が20%。しかし、招待された時にいつ到着
するのが良いと思うか訊いたところ、13%
が「約束時間の後」と回答し、5カ国で最も
高い。  

 ●女性篇
日本：自分大好き／一人が大好き･･･
　　日本人男性同様、人と接触する頻
　　度が低く、恋人がいる割合も低い
中国：時間管理徹底タイプ･･･相手が遅刻するのは許せないし、自分も約束時　
　　間の前に来る人が多い
ロシア：寛容な「かまってちゃん」･･･相手が遅刻しても許せるが、デート時での　
　　   支払いは相手持ちが多い
シンガポール：バランス／目立った特徴なし･･･日本人女性と似た傾向
ブラジル：女王様気質･･･待ち合わせでは約束時間の後に来る人が多い。外食　
　　　　時の支払いは割り勘派が3割。

　自宅に知人・友人・恋人をどれくらい招くか訊いたところ、日本×女性では過半数
（56％）が半年に１回以下と回答。同じアジアでも中国×女性では「半年に1回以
下」と回答した人は1割程度に留まる。デートの相手と外食する頻度を訊いたとこ
ろ、日本×女性では年に1回以下と回答した人が25％。日本女性はほかの国の女性
と比べて、自宅の招待・外食ともに最も消極的であることがわかった。
　自宅に人を招く時に、どれくらいの遅刻なら許せるか訊いたところ、中国×女性
の平均時間は「20分」。ただし、約束時間の15分を過ぎると6割の人が「許せなく
なる」ため、時間にルーズな男性は中国人女性と付き合わない方がベター。中国
×女性は過半数が「約束時間の前」に到着するのが良いと回答しており、相手だ
けではなく、 自分に対しても時間管理は厳しい傾向にある。 

■調査概要
調査手法 ： インターネットリサーチ（クロス・マーケティング アンケートモニター使用）
調査地域 ： 日本・中国・ロシア・シンガポール・ブラジル
調査対象 ： 20～49歳の男女
調査期間 ： 2014年6月12日(木)～6月19日(木)
有効回答数 ： 1,500サンプル

株式会社クロス・マーケティングは、日本・シンガポール・ブラジル・ロシア・中国の各国に在住する
20～49歳の男女を対象に、「意識・感覚に関する5カ国調査」を実施した。

各国の意識・感覚の違いを解明！ 
日本人男子はやっぱり 「草食系」

約束時間の前 約束時間ピッタリ 約束時間の後(%)

n=

性
別
×
国
別

150

150

150

150

150

女性×日本

女性×中国　

女性×ロシア　

女性×シンガポール

女性×ブラジル

　　　　56.0　　　　　　　　　　　　　　32.0　　　　　　12.0

　　　　　　　71.3　　　　　　　　　　　　　　　　25.3　　　3.3

34.0　　　　　　　　　　　　　50.0　　　　　　　　　　16.0

　 42.0　　　　　　　　　　　　　　　50.0　　　　　　　　　8.0

34.7　　　　　　　　　　　　　48.0　　　　　　　　　　　17.3

あなたは知人・友人・恋人宅に招待された際、
約束時間の何分前（または何分後）に到着するのが良いと思いますか。

経済成長度とコミュニケーションスキルは反比例するのか！？

ライフ（香港・広東共通）
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世界で大流行中の3D絵画！
ここ香港でも楽しめるスポットをご紹介

Hong Kong 3D Museum
1つ目は、香港では初の3Dアート専門の美術館「3Dミュージアム」。今年7月に
オープンしたばかりで、今大注目のスポットだ。「現代の香港」、「懐かしの香
港」、「浪漫飛行」、「空想世界」、「中国カルチャー」など、テーマごとに分けられ
た70枚以上の3Dアートが楽しめる。また鏡や光を駆使し、不思議な世界を作
り上げたバーチャル3D体験ゾーンも。ここで、同館3D写真のおすすめの撮り
方をご紹介！

Hong Kong 3D Museum
場所：1/F., Hilton Tower, 96 Granville Rd., TST East
時間：10：00～22：00
料金：HKD149（大人）、HKD100（子供・65歳以上）
ウェブ：www.hk3dm.com.hk

3D Street Art Photo Journey
場所：DB North Plaza, Discovery Bay
期間：9月7日まで
ウェブ：www.dbnplaza.com.hk

3D Street Art Photo Journey
　2つ目にご紹介するのは、ディスカバリーベイ（愉景湾）で今の時期だけ開催
されているイベント「Summer Spree 2014」の中で体験できる「3D Street 
Art Photo Journey」。ワニが大きな口を開けて待ち構える滝つぼ目掛けてまっ
逆さまに落ちる写真や、無人島に海賊が隠した金銀財宝を掘り起こす写真な
ど、大掛かりな3Dアート写真が無料で撮影できる。
　ストリートアートの前でポーズをきめた写真を撮って、フェイスブックかイン
スタグラムでシェアした人には、素敵なギフトが。また、シェアと同時に自動的に
エントリーされるフォトコンテストで優勝すれば、HKD1,000分のお買い物券が
ゲットできる。探検家になりきっ
て、不思議な世界を写真に収め
てみてはいかが？
　こちらは9月7日までの期間限
定なので、気になる方はお早め
に。写真を撮ったあとは、絶景と
ともにショッピングや食事を楽
しもう。

青衣島と馬湾島を結ぶ世界一の道路鉄道併用橋、青馬大橋（現代の香港
エリア）：香港マラソンを走るように、床に描かれた道路を駆け抜けよう！

香港島にある中国銀行ビル（現代の香港エリ
ア）：カメラをぐるりと180度回転させ、ビルの先
端からまっさかさま～なポージングで撮ると、
臨場感バツグンだ。
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て
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茶
を
直
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口
で
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け
る
よ
う
に
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チ
リ
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水しぶきでできたエン
ジェルの翼（浪漫飛行
エリア）：天使になり
きって、はいポーズ！

かもめと折り鶴（浪漫飛行
エリア）：鶴の上で両手を
広げて、かもめと一緒に空
を自由に飛びまわろう。

男子トイレのムキムキ
マン（空想世界エリア）：巨
大男と同じく壁に向かって
ポーズ。女性も恥ずかしが
らず演じきって！

絵画に描かれる絵画（空想
世界エリア）：キャンパスに
描かれた美女が絵を描いて
いる、という不思議な世界。
モナリザやムンクになって
みるのはいかが？

　大事なのは、いかにその世界に入り込めるか。身も心も3Dアートの世界に
ひたって、最高の1枚を撮影しよう！

カンフー道場（懐かしの香港エリア）：看板をぶち破る
ように、高く脚を上げてキック！

竹林のパンダ（中国カルチャーエリア）：生い茂っ
た竹を引っ張ってパンダと一緒に遊んでみよう！
「これぞ中国」な写真が出来上がり。

CG技術が発達した現代において、なぜか今、絵画を使ったアナログな3Dアートが世界中で大流行！
そんな中、香港でも3D絵画アートを体感できるミュージアムやイベントが続 と々開館、開催されている。
さあ、カメラ片手に、家族や友達と不思議な世界へ訪れよう！

ライフ（香港・広東共通）
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　今回編集部は、同サロンおすすめの夏
にぴったりなネイルアートとフットスパを
体験した。担当してくれたのは、オーストラ
リアで修業したというネイリストTingさん。
　まずはハンドネイルから。同店のジェル
は、世界的人気歌手Rihannaのお気に入り

ネイルブランドGel IIのものを使用。爪にやさしく柔軟性に優れておりソー
クオフジェルのなかでも、同ブランドのものは「強化ソークオフジェル」と呼
ばれ、独自成分配合のさらに爪に負担をかけないジェル。香港で扱う店は
珍しいという。最後のハンドケアにはマシンを使用。オーガニックのキュー
ティクルオイルを使って角質を柔らかくし、角質層を取るためにネイルマ
シンでゆっくり磨く。こうして細部まで丁寧にケアすることで、長期間キレイ
な爪が保てるという

Blossom nail and beauty
住所：Flat 2B, Keybond Commercial Centre, 
　　  38 Ferry St., Austin
電話：(852)2959-3805
Whatsapp：(852)9861-2943
ウェブ：www.blossomnailhk.com

◆ジェルサービス30%OFF
　（ハンド&フットメニュー共通）
◆Blossom
　ダイアモンドハンドスパ（HKD320）
　& フットスパ（HKD360）15%OFF
◆Blossom
　美白ハンドトリートメント（HKD260）
　先着1名  無料体験プレゼント

PPW読者限定
    キャンペーン実施中

Blossom nail and beauty

女の子のためのシークレットガーデン
うるツヤになれるダイアモンドスパと長持ちネイル

エレメンツに近い渡船街（フェリー・ストリート）に店を構えるネイルサロン「Blossom nail and beauty」。
「女の子のためのシークレットガーデン」がコンセプトというだけあって、
たくさんの花が飾られた店内には、少女らしいピュアな雰囲気が溢れている。

　続いては、ダイアモンドフットスパに挑戦。温水に足をつけると、ダイアモンドの
ような半透明の小さな粒が入れられる。「ゆっくり足を動かして水と顆粒を混ぜてく
ださいね」と言うので、言われた通りにすると、顆粒が水を吸収したのか、みるみる
膨らんでいき水がジェル状になった。とろとろのジェルが足全体を包み、ほんのり
暖かく気持ちがいい。優しくぎゅっと抱きしめられているようで、癒し効果抜群だ。
次にピンク色の粉を入れ、凝った水を溶かす。
　使っているのはアメリカのPURE ORGANIC。最初のステップでは使っているのは
同ブランドの「DIAMOND CRYSTALS」。古くから化粧品成分として知られるハマメ
リスのエキス配合で、肌をしっかり引き締め
てくれる。またマルメロシードは栄養もたっ
ぷりで、生まれ変わったような肌にまで回復
できる。
　スパが終わったらフットマスク。ベタベタ
せず、ミントの爽やかさが心地いい。マスク
の中には、火山爆発した後に発生した有機
浄化の白い粉が入れられており、肌の汚れ
を吸収してくれるそうだ。
　ネイルサロン初心者の方もご心配なく。
Tingさんを始め、経験豊富なネイリストが爪
の形やデザインなど、どんなことでも相談し
てくれる。一度体験すると癖になるダイア
モンドスパもぜひご一緒に。
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ル
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ら
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品
な
仕
上
が
り

爪と指にも優しいLEDマシン

細部まで丁寧にケアしてくれる

〈Tingさん プロフィール〉
オーストラリアで経験を積み、エレガン
トからポップでかわいいデザインまで
幅広く得意とする。

※初回のみ ※要事前予約 ※8月29日～11月28日限定

ゆっとりしたフットスパエリア PPWを見た！
と伝えると

ただ今

アメリカから取り寄せている
「DIAMOND CRYSTALS」

みるみる膨らんでいき
水がジェル状になった！
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　夜の街として遅くまで賑わいをみせるセントラル（中環）エリア。最近では、レストランだ
けでなく、大人が楽しめるシックでお洒落な本格的カクテルバーも続々オープンしてい
る。その中でも、ひときわ話題を呼んでいるカクテルバー「The　Woods」を紹介しよう。美
人3姉妹が今年オープンさせた同店では、季節の新鮮なフルーツや野菜を使用した、見た
目も味も楽しいユニークなカクテルを味わえる。
　落ち着いた雰囲気の店内は、でラウンジエリアと店の奥に位置するバーエリアを構えて
いる。自慢のカクテルを始め、種類豊富な各国のワインが楽しめる。また、入り口のすぐ側
にある8席のバーカウンターでは、限定で小皿料理を含む、お酒が主役の全4品のカクテル
コースを味わうことができる。同店では、訪れるたびに楽しんでもらえるようにと、2ヵ月に一
度はメニューを変えているという。
　コースは、ウェルカムドリンクのシャンパンでスタート。グラスに浮かんだバラの花が美
しく、シャンパンのほどよい甘さに混じってほのかな花の香りも味わえる。おすすめの前菜
「Gin Basil Smash」のセットドリンクは、球状の氷の中に香り豊かなバジルのカクテルを閉
じ込めたもので、木製のハンマーで氷を叩き割って味わう。バジルの爽やかな香りが涼し
げで、この時期にぴったりだ。メインは、バーボンに漬け込んだベーコンや、メイプルシ
ロップ、スパイスパウダー、レモン果汁などを合わせ、ソリのような形の牛の骨髄に盛り付
けた「Bacon　Bourbon」を。メイン料理にふさわしいしっかりとした味わいのこの料理は、
バゲットに付けていただこう。食べ終わった骨髄にバーボンを流し入れ、直接口をつけて
飲むのが本場スタイル。挑戦したい方はぜひ。デザートには、ピカソが愛したお酒として
有名な「アブサン」を使用したカクテル「Absinthe　Floss」がおすすめ。グラスの上に大き
な綿菓子を乗せ、ヨーグルト、きゅうり、アブサン、ライムジュース、ハチミツ、ローズマリー
をミックスしたカクテルを注ぐ。注ぎ入れる過程で綿菓子が消えていく様子が楽しめる。味
はあっさりしており、デザートドリンクとしてはピッタリ。自家製のきゅうりジャムを加えた
メレンゲ菓子と一緒にいただく。食後のリフレッシュには、ジャスミン茶、レモンの皮、レ
モングラス、香り豊かな月桃を煮出した、温かいジンのカクテル「Jasmine　&　Gin　tea  
Infusion」。熱で開いたジャスミンが可愛らしく、柑橘や花の心地よい香りに癒される。
　今までに無かった新感覚のカクテル体験。五感すべてで楽しむカクテルコースは
HKD688で楽しむ事ができる要予約。特別な日に行くも良し、気の合う友達と気軽に楽し
むも良し。ぜひ一度試してみては？　

The WoodsThe Woods

The Woods
住所：17 Hollywood Rd., Central
電話：(852)2522-0281
時間：月～土　18:00～26:00
ウェブ：www.thewoods.hk

　　

五感すべてで味わおう
新感覚のカクテルがここに！
五感すべてで味わおう
新感覚のカクテルがここに！

消えていく綿菓子が楽しいアブサンカクテル「Absinthe Floss」

木
の
温
か
み
を
感
じ
る

シ
ッ
ク
な
バ
ー
エ
リ
ア

木槌で氷を叩き割るジンカクテル「 Gin Basil Smash」

ト
マ
ト
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っ
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り
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人
気
カ
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カ
プ
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ー
ゼ
」

バーボンと牛の骨髄の組み合わせ
「Bacon Bourbon」

最後はほっこりと
お茶のホットカクテルで

「Jasmine & Gin tea Infusion」
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