
香港

　歯の白さが第一印象にとても大きな影響を与えるということをご存知だろうか。髪や服装
に気を遣っていても、笑ったときに見える歯が黄ばんでいたり汚れたりしていては、せっかく
の笑顔も台無しに。逆に歯がきれいだとそれだけで清潔感が増し、相手に与える印象も格
段に良くなる。ビジネスで他人と接する機会の多い男性の方にもおすすめだ。さらにはレフ

板効果で肌が輝いて見える嬉しい現象も。俳優
さんやモデルさんのような笑顔に自信が持てる白
い歯をゲットしよう！

　市販のホワイトイニング歯磨きやホームホワイトニング
キッドを試したことがある人も多のでは？しかし大抵は長い
期間継続して使用しなければ結果が出ないというのが現実。
また実際にその効果を大きく感じられたという人はそう多く
ないだろう。
　そこで、香港の著名人もお忍びで多く通っているという
セントラル（中環）のクイーンズロードにあるホワイトニング
専門クリニック｢Diamond White Teeth Spa Centre｣を紹介
しよう。同センターでは、最新のブルーライトテクノロジーと
過酸化水素不使用で副作用のない薬剤non-peroxide 
formulaを使用した｢Diamond White Teeth Whitening｣の
施術が受けられる。

　まずはホワイトニングに影響する虫歯や歯周病がないかのチェックなど丁寧なカウンセ
リングからスタート。現在の歯の色を色調検定で調べてくれ、ホワイトニング後の推定色も
教えてくれる。1回で5段階は確実に白くなるのだそう。
　施術は20分の光照射を2回で、全工程を合わせても約1時間で終了
する。痛みを感じたりしみたりすることもなく、ベッドに横になってリ
ラックスしているだけでオーケー。
　体験したPPW編集部も見違えるほどに白さを実感できた。歯磨き
やホワイトニングホームケアだとなかなかキープすることも難しい
が、同ホワイトニングでは、通常半年程度、喫煙者であれば4ヶ月ほど
白さを持続できるそう。あなたも1度の施術で見違えるほどの変化を
体験してみて。

Diamond White Teeth Spa Center
住所：Rm. 2204, 22/F., Crawford House, 70 Queen’s Rd., Central
電話：(852)2522-2772
時間：月～土  11：00～19：30（日・祝定休）
ウェブ：www.diamondwhite.com.hk

ホワイトニング専門クリニックだから安心！
白い歯が輝く素敵な笑顔をゲットしよう

Diamond White
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

シンプルで清潔感のある受付

トリートメントルーム

トリートメントの様子

ビフォー＆アフター。
1度の施術で最低
5段階は白くなる
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香港 香港

香港

Nicopanda
ウェブ：nicopanda.com

Lane Crawford
ウェブ：www.lanecrawford.com
ifcモール店
住所：Shop 4008, Podium 4, ifc mall, 08 Finance St., Central
時間：10:00～21:00

　日本人とイタリア人のハーフで、大のパンダ好き、アニメ好き
としても知られるデザイナーNicola Formichetti（ニコラ・フォ
ルミケッティ）が手掛ける「Nicopanda（ニコパンダ）」はレ
ディー・ガガも愛用する最先端ファッションブランド。そんなニ
コパンダが、これまでのキャラクターアイテム中心の展開から
本格的なファッションレーベルへとシフトチェンジした。

　2015年春夏コレクションの
テーマは「Harajuku meets 
downtown New York」。若者
トレンドの街として世界的に
も認知されるようになった原宿を代表するロリータ系
ファッションと、ニューヨーカーのストリートファッ

ションをニコラ流にアレンジし、ロンドンのパンクシーンの要素も取り入れた今回のコ
レクション。黒と白のモノトーンを基調に、ピンクやベビーブルーといったパステルカ
ラーも使用し、どこにもない洗練された原宿スタイルに仕上がっている。全てのアイテ
ムがユニセックスで作られており、ジェンダーにこだわらない、どこまでも自由なニコラ
の思想が表れている。
　そんなニコパンダのアイテムには、香港を代表する老舗高級デパート「Lane 
Crawford（レーン・クロフォード）」で出会うことができる。ファッションとライフスタイル
のセレクトショップとして1850年にイギリス人によって設立された同デパートは、靴、
バック、アクセサリーといったメンズ、レディースファッションから、家具、雑貨に至るま
で世界中からセレクトされたハイセンスなアイテムを揃える。ヨーロッパから輸入され
た商品以外にも中国系アーティストによる作品なども多く扱っており、香港セレブだけ
でなく駐在者や旅行客にも人気が高い。香港にはセントラル（中環）のifcモールや、チ
ムサーチョイ（尖沙咀）のハーバーシティ、コーズウェイベイ（銅鑼湾）のタイムズスクエ
アなどに店舗がある。
　一見するとどれも奇抜で手を出しにくいようにも思えるが、普段の装いに1点取り入
れてみることでぐっと都会的に決まるニコパンダのアイテム。他人とはちょっと違った
オシャレを楽しんでみてはいかが？

［ Nicopanda ］

原宿ロリータとニューヨーカーのコラボ
「ニコパンダ」の最新春夏コレクション
原宿ロリータとニューヨーカーのコラボ
「ニコパンダ」の最新春夏コレクション

パステルカラーも展開

ニコパンダ流の原宿系
ロリータファッション

他人とはちょっと違った
オシャレが楽しめる

アイテムはどれも男女兼用
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

ベトナム

香港

TOOLSS
住所：Shop 2, G/F., Fook Tin Bldg., 38 Wai Chi St., Shek Kip Mei
電話：(852)3954-5135
ウェブ：www.facebook.com/toolsshk

　日々の仕事に追われ、生活を楽しむことを忘れている、という人はいないだろうか。今
回はセンスがよくて遊び心を持った文房具店＆カフェ「TOOLSS」をご紹介しよう。ゆった
りした午後のひとときを過ごせる新しいスポットだ。
　店舗はセッギッメイ（石硤尾）の「ジョッキークラブクリエイティブアーツセンター
（JCCAC）」の近くにあり、流行に敏感な人たちが自分好みの文具を求めて訪れる。店の外
観はコンクリートを使ったシンプルスタイルだが、中は自然の木を基調としており、お
しゃれな雰囲気だ。「スズメのように小さくても、すべての機能を有する」という中国の言

葉があるが、それはTOOLSSにも当てはまる。店は小さ
いが、多くの国の様々な文房具を取り揃えている。ペン
やステッカーのほか、トートバッグやエプロンなどのア

イテムもある。
　オーナーの阿揚さんは、かつてはファッション・ジャーナリス
トだった。10年間働いたが、壁にぶつかり、彼はそれを人生の転

機だと考えた。幼少時代、いつも近所の文房具店に行っていたという彼は、大人になると
高品質の文房具を求めるようになった。そんな思いを他の人も持っているはずだと思いつ
き、店を開いたのだという。彼は台湾と日本に多くの友人を持ち、以前の仕事で築いたネッ
トワークもあり、いくつかの文房具ブランドの代理店となることができた。店頭には、台湾
や日本、ヨーロッパ、その他の国から集めたスタイリッシュな文房具が並べられている。
　彼は特に日本の手作り文房具ブランド、「西東」「3pondS」などのファンだという。日本
の文房具の、長い開発の歴史を持ちキュートで上品なところに惹かれるそうだ。ユーモラ
スな文房具が好きならば、「西東」の相撲シリーズはきっと気に入るだろう。同シリーズに
は消しゴム、スタンプ、メモパッドなどがラインナップされている。他の
文房具ブランドでは、台湾の「TOOLS to LIVEBY」、ドイツの
「STAEDTLER」も彼のイチオシだそう。店には、阿揚さんの確か
な目で選ばれた商品だけが並んでいる。
　この店がユニークなのはカフェも併設しているというと
ころ。阿揚さんは、訪れた人たちがまったりとした雰囲気
の中で文房具を選ぶ場所を提供したいと考えた。ここで
はコーヒーや手作りクッキーが味わえる。TOOLSSは、文
房具店という肩書きだけでなくリラックスできる空間とも
なっている。

［ TOOLSS ］

カフェを併設したユニークな文房具店
キュートなアイテムで生活に彩りを！
カフェを併設したユニークな文房具店
キュートなアイテムで生活に彩りを！
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ドイツブランド「STAEDTLER」の文房具

店頭に設置されたメールボックス。
手紙をここに入れると店が郵便ポストに投函してくれる

たくさんの文房具を購入する人のために
用意されたボックス

日本ブランド「西東」は相撲シリーズが人気
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 ショッピング（香港・広東共通）



広州

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

時間見るから7ポイント、次の週この７ポイントを使って他の人に預けるといっ
たふうにしました。このポイント制プレイグループに賛同してくれる人が4～5人
集まり1週間家を空けている時の娘の面倒を見て貰える事になりました。
　娘が幼稚園に入ってからも送り迎えや放課後交代で子供たちを預かる日が
続き結局このプレイグループは香港に戻るまでの4年間続きました。

子育てをする時に目標はありましたか？
　成績優秀じゃなくても良いので、コミュニケー
ション能力、問題解決能力、自己開発能力の3つは身
に着けて親元を離れて欲しいと思っていました。現
在娘は大学生なのですが、もしも自分たちに何か
あっても一人で生きていける様にと18歳になった時
にスキーのインストラクターとカナダでライフガード
の資格を取得させ就労体験をさせてから出しまし
た。娘には常に、どんな仕事に就いても良いから技
術を身に付け自分で生活していける力をつけなさい
と言っています。でも大学に入れたら終わりだと思っていた子育てですが結局自
分がしてあげたのは道具箱を渡しただけでそれぞれの道具を上手く使いこな
すかは本人次第なんですよね。後は自分で頑張って貰うしかないのですが子育
てはまだ終わっていないなぁと感じます。

自分の時間は何をして過ごされる事が多いですか？
　自分の中にキーワードがあって、それが“バランス”なのですが、仕事、家庭、自
分の時間をバランスよく取れる様にと常に考えています。自分の時間には、球技
以外の運動なら何でもしますね。これもバランスなのですが一時ヨガに毎日
通っていた時期がありました。でも1つだけの事をするのは良くないと気づき、
今ではランニング、ジムの自転車、筋トレ、ヨガをバランスよく行うように心がけ
ています。特に40歳を過ぎてからは1日１時間、1週間でトータル7～9時間の運
動をするように決めています。週末はカントリーパークを2～3時間、主人と一緒
に走ったりしています。

今後の夢や目標をお聞かせ下さい。
　仕事に関しては次の世代に繋げて行けたらと考えています。このビジネスは
約20年前から続けているんですがまだまだ日本では認識が低いなと感じます。
研修では同じお金をかけるならコミュニケーションよりもテクニカルな事に、と
考える方が多く日本でのお客様は99％が外資系企業です。でも昨年行われた
東京オリンピック招致のプレゼンテーションを見てロジカルに戦略的にやれば
うまくいくと気づかれた方も多いのではないかと思うので、これから日本でも
もっとコミュニケーションのトレーニングを受ける方が増えるといいなと思いま
す。仕事面では、今後少しずつ講演も増やしていき一般の方にもコミュニケー
ションスキルを身に付ける良さを知って貰えたらと思います。個人的な事に関し
ては元々陶芸が好きなので今年は焼き物も再開したいと思っています。それか
ら私、プチ冒険家なので（笑）まだ行ったことのない場所へ行ったり人がした事
がないようなアドベンチャーにチャレンジしていきたいとも思っています。

コミュニケーションのコンサルタントとはどの様なお仕事なのでしょうか？
　ビジネスに必要なコミュニケーションのスキルをアップさせるためのコンサル
タントです。具体的に言うとプレゼンテーションスキル、影響力、説得力、交渉
力、文化や価値感の違う人とのコミュニケーション力などです。How toも大切で
すがそれよりどうやって信頼関係を築くかに重点を置いています。
　コミュニケーションを取る時に相手に影響を与えるのは実は話の内容よりも
ボディーランゲージの方がずっとウエイトが大きいのです。話の内容7％、声
38%、ボディーランゲージ55%といった具合に。以前日本の首相がニューヨーク
の国連総会で英語でスピーチをしたのですが、話の内容は素晴らしかったのに
誰も彼のスピーチに感動しなかった。片やオバマ大統領のスピーチは皆共感を
持って聞いていた。何が違ったか、と言えば首相は官僚の書いた原稿をただ
読んだだけ。オバマさんのスピーチも同じく原稿を読んだだけですがボディー
ランゲージや声を意識して話していた。アメリカの大統領になる方は皆コミュニ
ケーションのトレーニングを受けていますのでその違いが明らかに出た、という
シチュエーションでした。トレーニングを受けると短い時間で信頼関係を築け、
パワーを使わずに影響力や説得力を与える方法を身に付ける事が出来ます。
　実は自分が言いたい事を言うのがコミュニケーションでは無く相手が聞きた
い事を相手が一番受け入れやすい形で伝える事が大切なのです。まずは自分
のコミュニケーション・スタイルを知る事により効果的にそれが行えるようにな
ります。

コミュニケーション・スタイル…ですか？
　皆さん話し易い人、話し難い人がいると思うので
すが人は大きく分けて4つのスタイルに分ける事が
出来ます。この内相手が何処にいるのかが分かると
スムーズにコミュニケーションが取れるようになり
ます。例えばレストランに行った時の注文の仕方ま
で分かるので面白いですよ。
1．ディレクタータイプの人→直ぐに注文が決まり注
文する。
2．パースエイダ―タイプの人→この前食べたあれ
が美味しかったと勧める。
3．カウンセラータイプの人→人の意見を聞いてか
らどれにするかよく考える。もしくは他の事を話して

いてまだ決まっていない。
4．アナリストタイプの人→メニューを隅々まで確認（情報を全部収集）してから
決める。
といった具合なのですが、例えばディレクタータイプの人に長いメールを送って
はダメです。逆にアナリストタイプの人は情報を詳しく説明してからの方が同意
が得やすい。とこんな風に相手のスタイルまで把握出来る様になると事前に対
策を考える事ができ、適切に使い分ける事によってトラブルなく気持ちを分かち
合えるようになるのです。

なるほど。ところで香港に来られたのはこのお仕事がきっかけなのですか？
　いいえ、日本ではインターナショナルスクールで教師をしていました。香港に
来たのはこちらのインター校で日本語を教えるのが目的で、93～97年まで滞在
していました。それから2001年までは日本に帰国していたのですが主人の仕事
の関係でまた香港に戻って来る事になりました。でも香港に来てから教師をして
いたのは最初の2年間だけで、その後はずっとこのコンサルタントの仕事をして
います。

教師から転職されたきっかけは？
　教師として働いていた学校の校長が、退職してビジネストレーニングをすると
言い出し、その時産休だった私に一緒にやらないかと声を掛けて頂いたのが
きっかけです。元校長と一緒にトレーニングを受けて私はそれを日本語に直し、
日本語を話す人向けにトレーニングをする事になりました。今もその会社には
勤務しているのですがそちらは大企業向けなので、もっとアジアで頑張ってい
る人、特に女性を支援したいという思いから3年前に自分の会社を作りました。
こちらは個人・中小企業向けの方を対象とさせて頂いています。

産休中に転職されたとなるとお子さんが小さい頃は相当大変だったのでは？
　実は妊娠36週、飛行機に乗るのにお医者さんの同伴が必要になる1日前に
日本へ行き出産して産後4週目の検診を終えて直ぐ香港に戻ってきました。香
港ではヘルパーさんをフルタイムで雇えたのでどうにかなりましたが、娘が1歳
半の頃、日本に帰国した時は大変でした。仕事柄1カ月の内1週間は家を空ける
のでその間あまりお金を使わずにどう子供を預けるかを考えました。そこで思い
ついたのが対価交換です。3週は在宅勤務で家に居るのだから、近所のお母
さん達とのプレイグループを作る事にしたんです。今週私が子供たちの面倒を7

ビジネスだけでなく普段の生活においても不可欠なコミュニケーションスキル。
コミュニケーション・コンサルタントの直子さんは、娘を育てながら毎月１週間は
仕事で日本へ行くというハードなスケジュールの中、
3年前には自身の会社を設立するなど、香港を中心にパワフルに活躍している。
人一倍の努力とアイディアでどんな壁も乗り越えてきた彼女の人生に迫る―。

コミュニケーション・コンサルタント

マクドナルド直子さん
インタビュー
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深圳

香港

時間見るから7ポイント、次の週この７ポイントを使って他の人に預けるといっ
たふうにしました。このポイント制プレイグループに賛同してくれる人が4～5人
集まり1週間家を空けている時の娘の面倒を見て貰える事になりました。
　娘が幼稚園に入ってからも送り迎えや放課後交代で子供たちを預かる日が
続き結局このプレイグループは香港に戻るまでの4年間続きました。

子育てをする時に目標はありましたか？
　成績優秀じゃなくても良いので、コミュニケー
ション能力、問題解決能力、自己開発能力の3つは身
に着けて親元を離れて欲しいと思っていました。現
在娘は大学生なのですが、もしも自分たちに何か
あっても一人で生きていける様にと18歳になった時
にスキーのインストラクターとカナダでライフガード
の資格を取得させ就労体験をさせてから出しまし
た。娘には常に、どんな仕事に就いても良いから技
術を身に付け自分で生活していける力をつけなさい
と言っています。でも大学に入れたら終わりだと思っていた子育てですが結局自
分がしてあげたのは道具箱を渡しただけでそれぞれの道具を上手く使いこな
すかは本人次第なんですよね。後は自分で頑張って貰うしかないのですが子育
てはまだ終わっていないなぁと感じます。

自分の時間は何をして過ごされる事が多いですか？
　自分の中にキーワードがあって、それが“バランス”なのですが、仕事、家庭、自
分の時間をバランスよく取れる様にと常に考えています。自分の時間には、球技
以外の運動なら何でもしますね。これもバランスなのですが一時ヨガに毎日
通っていた時期がありました。でも1つだけの事をするのは良くないと気づき、
今ではランニング、ジムの自転車、筋トレ、ヨガをバランスよく行うように心がけ
ています。特に40歳を過ぎてからは1日１時間、1週間でトータル7～9時間の運
動をするように決めています。週末はカントリーパークを2～3時間、主人と一緒
に走ったりしています。

今後の夢や目標をお聞かせ下さい。
　仕事に関しては次の世代に繋げて行けたらと考えています。このビジネスは
約20年前から続けているんですがまだまだ日本では認識が低いなと感じます。
研修では同じお金をかけるならコミュニケーションよりもテクニカルな事に、と
考える方が多く日本でのお客様は99％が外資系企業です。でも昨年行われた
東京オリンピック招致のプレゼンテーションを見てロジカルに戦略的にやれば
うまくいくと気づかれた方も多いのではないかと思うので、これから日本でも
もっとコミュニケーションのトレーニングを受ける方が増えるといいなと思いま
す。仕事面では、今後少しずつ講演も増やしていき一般の方にもコミュニケー
ションスキルを身に付ける良さを知って貰えたらと思います。個人的な事に関し
ては元々陶芸が好きなので今年は焼き物も再開したいと思っています。それか
ら私、プチ冒険家なので（笑）まだ行ったことのない場所へ行ったり人がした事
がないようなアドベンチャーにチャレンジしていきたいとも思っています。

コミュニケーションのコンサルタントとはどの様なお仕事なのでしょうか？
　ビジネスに必要なコミュニケーションのスキルをアップさせるためのコンサル
タントです。具体的に言うとプレゼンテーションスキル、影響力、説得力、交渉
力、文化や価値感の違う人とのコミュニケーション力などです。How toも大切で
すがそれよりどうやって信頼関係を築くかに重点を置いています。
　コミュニケーションを取る時に相手に影響を与えるのは実は話の内容よりも
ボディーランゲージの方がずっとウエイトが大きいのです。話の内容7％、声
38%、ボディーランゲージ55%といった具合に。以前日本の首相がニューヨーク
の国連総会で英語でスピーチをしたのですが、話の内容は素晴らしかったのに
誰も彼のスピーチに感動しなかった。片やオバマ大統領のスピーチは皆共感を
持って聞いていた。何が違ったか、と言えば首相は官僚の書いた原稿をただ
読んだだけ。オバマさんのスピーチも同じく原稿を読んだだけですがボディー
ランゲージや声を意識して話していた。アメリカの大統領になる方は皆コミュニ
ケーションのトレーニングを受けていますのでその違いが明らかに出た、という
シチュエーションでした。トレーニングを受けると短い時間で信頼関係を築け、
パワーを使わずに影響力や説得力を与える方法を身に付ける事が出来ます。
　実は自分が言いたい事を言うのがコミュニケーションでは無く相手が聞きた
い事を相手が一番受け入れやすい形で伝える事が大切なのです。まずは自分
のコミュニケーション・スタイルを知る事により効果的にそれが行えるようにな
ります。

コミュニケーション・スタイル…ですか？
　皆さん話し易い人、話し難い人がいると思うので
すが人は大きく分けて4つのスタイルに分ける事が
出来ます。この内相手が何処にいるのかが分かると
スムーズにコミュニケーションが取れるようになり
ます。例えばレストランに行った時の注文の仕方ま
で分かるので面白いですよ。
1．ディレクタータイプの人→直ぐに注文が決まり注
文する。
2．パースエイダ―タイプの人→この前食べたあれ
が美味しかったと勧める。
3．カウンセラータイプの人→人の意見を聞いてか
らどれにするかよく考える。もしくは他の事を話して

いてまだ決まっていない。
4．アナリストタイプの人→メニューを隅々まで確認（情報を全部収集）してから
決める。
といった具合なのですが、例えばディレクタータイプの人に長いメールを送って
はダメです。逆にアナリストタイプの人は情報を詳しく説明してからの方が同意
が得やすい。とこんな風に相手のスタイルまで把握出来る様になると事前に対
策を考える事ができ、適切に使い分ける事によってトラブルなく気持ちを分かち
合えるようになるのです。

なるほど。ところで香港に来られたのはこのお仕事がきっかけなのですか？
　いいえ、日本ではインターナショナルスクールで教師をしていました。香港に
来たのはこちらのインター校で日本語を教えるのが目的で、93～97年まで滞在
していました。それから2001年までは日本に帰国していたのですが主人の仕事
の関係でまた香港に戻って来る事になりました。でも香港に来てから教師をして
いたのは最初の2年間だけで、その後はずっとこのコンサルタントの仕事をして
います。

教師から転職されたきっかけは？
　教師として働いていた学校の校長が、退職してビジネストレーニングをすると
言い出し、その時産休だった私に一緒にやらないかと声を掛けて頂いたのが
きっかけです。元校長と一緒にトレーニングを受けて私はそれを日本語に直し、
日本語を話す人向けにトレーニングをする事になりました。今もその会社には
勤務しているのですがそちらは大企業向けなので、もっとアジアで頑張ってい
る人、特に女性を支援したいという思いから3年前に自分の会社を作りました。
こちらは個人・中小企業向けの方を対象とさせて頂いています。

産休中に転職されたとなるとお子さんが小さい頃は相当大変だったのでは？
　実は妊娠36週、飛行機に乗るのにお医者さんの同伴が必要になる1日前に
日本へ行き出産して産後4週目の検診を終えて直ぐ香港に戻ってきました。香
港ではヘルパーさんをフルタイムで雇えたのでどうにかなりましたが、娘が1歳
半の頃、日本に帰国した時は大変でした。仕事柄1カ月の内1週間は家を空ける
のでその間あまりお金を使わずにどう子供を預けるかを考えました。そこで思い
ついたのが対価交換です。3週は在宅勤務で家に居るのだから、近所のお母
さん達とのプレイグループを作る事にしたんです。今週私が子供たちの面倒を7

マクドナルド  直子（マクドナルド なおこ）さんプロフィール
日本語教師からコミュニケーション・コンサルタントに転職。大企業向け
のコンサルタント会社に勤めながら3年前に女性支援などを目的に個
人・中小企業を対象とした自身の会社も設立。趣味は運動と冒険。香港
在住トータル17年で、家族はカナダ人のご主人と19歳の娘さんが1人。

Connect Communucation Limited
住所：22/F., 10 Pottinger St., Central
電話：(852)2866-9530
ファクス：(852)2866-9560
メール：naoko@connectcommunication.com
ウェブ：www.connectcommunication.com
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広州

ハッピーバナナキャンペーンで
感謝の気持ちを輪を広げよう。
ハッピーバナナキャンペーンで
感謝の気持ちを輪を広げよう。
　今では毎日の生活に欠かせないソーシャルメディアのフェイスブックで、ALS(筋萎縮性側索
硬化症)の認識を広め、寄付金を募ろうとしたアイスバケットチャレンジが昨年爆発的な話題と
なったことはまだ記憶に新しい。
　今回、似たコンセプトで新たに話題なのが｢Happy Banana Smile｣キャンペーン。感謝の気
持ちを表すバナナセルフィー、バナナを口に当ててスマイルを作り写真を取ったものをフェイ
スブックにアップロードしてありがとうを伝えたい人をタグ付けする。そしてそれを広げてみん
なで幸せの輪を広げチャリティーコミュニティーへの支援金を募ろうというもの。

　みんなで行えば多くの人がそれだけで幸せを感じ
てお互いの存在に感謝し合えるというもの。シンプル
な事だけども今や生活に欠かせないソーシャルメディ
アを通して社会貢献に参加してみては。
　さあ、早速バナナセルフィーを取ってフェイスブック
にアップロードしよう。

GoBananaStyle
フェイスブック：www.facebook.com/gobananago
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（所在地） 福田区深南大道＆彩田路

（間取り） 2LDK　（63㎡　建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） レストラン多い

（備　考） 2012年の建築物件、交通が便利

（月　額） RMB10,000～　管理費、税金込み

大中華      IFC

（所在地） 羅湖区宝安南路

（間取り） 2LDK　（95㎡　建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、Olèスーパー、レストラン、

日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール

（月　額） RMB19,000～　管理費、税金込み

半島城邦  　　Penisula

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 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

幸福里  　　Park Lane Manor

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3ＬＤＫ　（121㎡～　建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 深セン湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

華潤万家スーパー 

（備　考） ジム、プール
（月　額） RMB15,000～　管理費、税金込み
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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
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
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 
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 
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。

　昔、父になぜ母と結婚したのか聞いたことがあった。すると父は、
「お母さんに“私は幼い頃から体が弱くて30歳まで生きられるか分か
らない”と言われたから結婚したけど、だまされたな」と笑いながら答
えた。
　母が本当に体が弱かったのかは定かではないが、とりあえず子供
を3人も産んで育て、仕事もバリバリこなし、今思い返しても一息入れて
いる母の姿を想像できないほど、常にパワフルにたくましく生活してい
る人だった。しかしそんな母も、55歳を過ぎて初めて大病を患い3ヶ月
ほど入院したのを機にそれまで続けていた仕事を辞め専業主婦に。
　ここでついに大人しくなるのかと思いきや、年に2回は必ずヨーロッ
パへ旅行に行くほどさらにパワーアップしてしまった･･･。ただ、まだ仕
事を続けている父を残して遊びに行く事に多少の後ろめたさを感じ
るのか、毎度「病気も完治していないし私はいつ死ぬか分からない
から、今のうちに行ってきます」と言ってから元気に旅立つという。
　そんな海外好きの母が、先日初めて香港へやってきた。最初は「た

くさん歩くと疲れちゃうか
ら、のんびりね」なんて
言っていたのに、MTR
からフェリーにミニバスと
ほとんど全ての交通機
関を駆使し、香港公園
の中国茶博物館やホン
ハムの街市、西貢の海
鮮街、TSTの星光大道
…などなど私以上によく
歩き回っていた。それど

ころか、私が朝、ホテルまで迎えに行く前に毎日周辺の街を散歩して
いたほど。「元イギリス領なのに美味しい紅茶になかなか出会えない
わね」なんて愚痴をこぼしつつも、十分に香港を満喫したようだった。
　そして香港最後の夜、「私はいつ死ぬか分からないけど、死んだら
桜の木の下に埋めてね」とロマンチックな遺言（？）を残し、日本へ帰
国した。でた！これがウワサの死ぬ死ぬ詐欺か～！と思いつつ、気
づけば本当にそんなことを考え始める歳。お母さん、いつまでも元気
でいてね。

Vol. 37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」

Vol.9
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　ゴルフが好きだけど、なかなかプレイする機会がないという人は
要チェック！ 韓国発のシミュレーション・ゴルフ「スカイ・ゴルフ・
クラブ」が1月31日にジョーダン（佐敦）にオープンした。香港に
は、ゴルフ愛好家がプレイできる場所は少ししかない。そこで、
オーナーのSungさんは香港の人たちに、シミュレーション・ゴ
ルフでゴルフを楽しんでもらいたいと考えた。
　ところで、シミュレーション・ゴルフとは…？
韓国と中国では有名だ。ここでは、プレイヤーは
スクリーンに流される映像の視覚効果により、
コースを回ってプレイしているようなゴルフ体
験ができる。まず、プレイヤーは、本物のゴルフ

クラブとボールを用意して、人工芝の上に立つ。目の前のスク
リーンには、ゴルフコースが映し出されている。次にショットを放
つと、いくつかの角度でセットされたカメラとセンサーを利用した
モニタリングシステムが、ボールの飛距離等を計算してくれる。そ
れを踏まえて、スクリーンには第2打を打つコースが映し出される。
また、ビデオでショットシーンが見られるので、プレイヤーは自分

のフォームを修正したりできる。9ホールと18ホールの
コースが体験できる部屋が3つあり、ビギナーをはじめ、
プレイヤーは、シュミレーション・ゴルフを通して、スキル
を磨くことができる。
　施設では、顧客にゴルフクラブを貸し出してくれるほ
か、簡単な食べ物や飲み物も提供してくれる。さっそく出
かけてみては？

Sky Golf Club
住所：Shop No. 5, G/F., Wing Fat Mansion, 
           19&21 Austion Rd., 1-7 Shanghai St., Kowloon
時間：月～日 11:00～26:00
電話：(852)2701-6609、(852)9040-9925 (日本語可)
両輪：HKD160/9ホール、HKD290/18ホール、HKD150/1時間の練習

シミュレーション・ゴルフがオープン

コースでのプレイを
疑似体験してスキルアップ！
コースでのプレイを

疑似体験してスキルアップ！
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ビギナーのための練習フィールド
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スクリーンに向かってショットを放つ

香港＆広東

■約6万件の「新年の目標」に見る、2015年の人々の想いとは
　今回の調査では、2015年1月1日～1月14日の期間中に投稿された、「今年の目標」または
「新年の目標」のいずれかのキーワードが含まれる、合計約6万件のブログデータを分析。同
時に、5年前である2010年1月1日～1月14日に投稿された同キーワードのブログ記事内容も
収集し、比較して分析を行った。
　2015年の年始から2週間の間に投稿された「新年の目標」に関するブログデータは合計
62,497件。5年前の2010年の同時期と比較して関連ワードを分析すると、目標の対象だと考
えられる言葉に関しては、両年ともに「仕事」「勉強」がトップに。次いで、2010年は「英語」「健
康」「ダイエット」など、具体的なスキルや取り組み内容などの関連ワードが多かったのに対
して、2015年は「人生（を楽しむ）」「人間（的に成長する）」など、精神面の有り様が上位に浮
上している（出現シェア率：「人生」は0.30％、「人間」は0.20％増加）。さらに、スキル・取り組
みの関連ワードが並んだ2010年は「成功（させる）」や「目標達成」が上位に入っていたのに
対して、2015年は「（決めた目標を）実現（させる）」、「成長（する）」といった言葉で決意が語
られる傾向にあった。

　これらの関連ワードからは、景気の浮き沈みや様々な社会情勢の影響で先々の見通しが
年々立てづらくなっている中で、より自己実現に興味関心がシフトしている可能性がうかが
える。また、「意味」というワードも2010年と比較すると出現シェア率が大きく増加しており、
改めて自分自身を見つめなおし、人生や自分自身の本質的な「意味」や価値を考える人が増
えているとも考えられる。

■大晦日より言及数が急増、元日のピーク後は“仕事始め”でも言及数増
　2015年の「新年の目標」に関して、そのブログデータの数（「新年の目標」または「今年の目
標」言及数合計）の推移を調べると、2014年の大晦日より急増、元日にはピークを迎え、1日あ
たりの言及数は13,692件にも上った。その後、再度ピークが見られたのは1月5日。多くの企
業がこの日に“仕事始め”を迎えており、それをきっかけとして、仕事に関しての目標を投稿す
る人が増加したことが一因だと考えられる。ちなみに、新年になり最初の2週間の言及数が
62,497件だったのに比べて、12月は、1ヶ月間でも合計7,384件と件数に大きな差があった。
前年の振り返りや新年の目標、年末年始の休暇中の出来事など、投稿内容が豊富にある
1月は、ブログを普段から活用している人だけでなく、しばらく更新をしていなかった人でも
投稿がしやすく、全体的にブログの投稿数が増え、アクティブになる時期だとも考えられる。

■調査概要■株式会社サイバーエージェントの調べ
調査タイトル：2015年・新年の目標
調査期間：2015年1月1日～1月14日の期間中
調査対象：「今年の目標」または「新年の目標」のいずれかのキーワードが含まれる
                    ブログ記事（Ameba、FC2ブログ、Yahoo!ブログを含む主要ブログサービス提供各社による）
分析対象：2010年1月1日～1月14日に投稿されたブログデータ 98,883件
　               2014年12月1日～12月31日に投稿されたブログデータ 7,384件
　               2015年1月1日～1月14日に投稿されたブログデータ 62,497件

▽2010年　関連ワード上位（一部） ▽2015年　関連ワード上位（一部）

＊仕事（0.93%）
＊時間（0.65%）
＊英会話（0.44%）
＊目標達成（0.39%）
＊ダイエット（0.34%）

＊勉強（0.75%）
＊英語（0.49%）
＊成功（0.42%）
＊健康（0.37%）
＊意味（0.34%）

＊仕事（1.12%）
＊時間（0.76%）
＊勉強（0.53%）
＊成長（0.43%）
＊健康（0.33%）

＊意味（0.89%）
＊人生（0.61%）
＊人間（0.51%）
＊実現（0.38%）
＊ダイエット（0.31%）

株式会社サイバーエージェントは、このたび、2015年1月1日（木・祝）～1月14日（水）の期間に投稿されたブログ記事
（Ameba、FC2ブログ、Yahoo! ブログを含む主要ブログサービス提供各社による）をもとに、「2015年・新年の目標」に
関する分析を行った。

5年前と比較して「自分志向」の方向性に変化。

スキルではなく「精神面」の目標に？

「2015年の目標」

ライフ（香港・広東共通）
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　あなたには『敵』と呼べる人がいるでしょうか。『味方』の反対が『敵』で

しょうか。そう考えるとあなたの周りは敵ばかりになってしまうかもしれま

せん。あなたの周りには多くの敵でも味方でもない『ニュートラル（中庸）』

な存在の人がたくさんいるはずです。また、『敵』か『味方』かという基準も

実はあなた自身が決めていることです。『この世に私の敵などいない。』そ

う思うだけで敵などいなくなります。でも、もしかしたら他の人はあなたを

『敵』だと思っているかもしれません。そんなのは勝手に思わせておけばよ

いのです。また『贔屓（ひいき）』することは知らず知らずのうちに『敵』を

作ってしまう原因の一つです。人は自分に都合のいいように色々と贔屓を

します。学校の先生でも勉強がよくできる子を自然と贔屓目に見ることも

ありますし、上司も自分の言うことをよく聞く部下を可愛いと思うでしょう。

それはしかたのないことです。ただ、贔屓が度を過ぎて他の人の目に付く

ようになるとそれがあなたの『敵』になります。自分で敵を作ることはありま

せん。心は常に『ニュートラル』に。　

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ
た
。

「
で
け
て
る
人
間
（
君
子
）っ
ち
ゅ
う
ん
は

世
間
で
敵
も
つ
く
ら
へ
ん
し
、

贔
屓
も
せ
え
へ
ん
。

い
つ
も
自
分
の
心
の
物
差
し
で

公
正
に
客
観
的
に
判
断
す
る
も
ん
や
。」

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
孔子说：“天下事对于君子来说，无所敌对，
无所贪慕，只要遵从义字行事即可。”

日本語現代語訳
子曰わく、君子の天下に於(お)けるや、
適(てき)も無く、莫(ばく)も無し。
義にこれ与(とも)に比(した)しむ。

【原 文】
子曰、君子之於天下也、無適也、無莫也、義之與比。

別に一番強くならんでも生き残っていけるんや。
敵を作らんかったら、攻められることもあらへん

2015年版
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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　ファストフードの大定番といえば、そうハンバーガー。早くて手軽で食べ応えのある
バーガーは、いまや年齢・性別・国籍問わず誰もが愛する世界的フードと言えるだろう。
しかし素材本来の味を楽しめるバーガーを提供するお店に出会うのは至難の業だ。
　8年前に開業したハンバーガーショップ「burgeRoom」は、その美味しさと素材へのこ
だわりから常に行列が絶えない人気店として評判だった。そんな有名バーガー店が昨
年11月、店の面積を3倍に広げ、コーズウェイベイ（銅鑼湾）にリニューアルオープン。
ゆったりくつろげる明るい雰囲気でさらに人気を呼んでいる。

　バーガーだけでもその数およそ30種類という同店。中でもぜひ
味わっていただきたい一品が「ダブル・フォアグラ・ビーフバーガー
（Double Foie Gras Beef Burger）」だ。これを一目見て興奮しない人

はいないだろう。アメリカ産ビーフパテとトロトロのチーズ、そしてソテーされたフォア
グラが2枚も乗ったこの贅沢バーガーは、豪快に大きな口を開けて食べよう。両面をこん
がり焼かれたボリュームのあるフォアグラは、口の中の熱で溶けてしまうほど柔らかく、
くどさや脂っぽさは感じない。また絶妙な焼き加減の大きく分厚いビーフパテは、見た
目も香りも、もちろん味もパーフェクト。厚切りトマトとレタスの上には、手作りのマイル
ドなサワーソースが。それぞれの素材はボリューム感たっぷりなのに全体が上手くまと
まり、五感をつかんで離さない。
　もう1つ、ここでしか味わえない人気のバーガーが。なんと脱皮直後のカニを丸ごと
1匹揚げたという「ソフトシェルクラブバーガー（Soft Shell Crab Burger）」だ。甲羅が柔ら
かいうちに調理するので、身だけでなく殻も全て食べられる。半信半疑でトライしてみた
が、新鮮な食感でカニの旨味を最大限に楽しめる味であった。こちらはタルタルソース
でいただくのがオススメだ。またヘルシー志向のあなたにバーガーの付け合わせとし
ておすすめしたいのが、ソテーした香り高いポルトベッロきのこを丸ごと使った「ポルト
ベッロサラダ（Portobello on Green）」。分厚いこのポルトベッロは、他のきのこでは出
せない香ばしさとジューシーさを持つ。
　一度burgeRoomのハンバーガーを試せば、普通のバーガーでは満足できなくなるこ
と請け合い。30種類もあるバーガー、あなたはどれに挑戦する？

burgeRoomburgeRoom

burgeRoom
住所: Shop D, G/F., 50-56 Paterson St., Fashion Walk, CWB
電話: (852)2890-9130
メール: info@burgeroom.com
ウェブ: www.burgeroom.com
フェイスブック: www.facebook.com/pages/BurgeRoom/29807994937
時間: 11:00～24:00

　　

五感をつかむ！
行列の大人気ハンバーガー店
五感をつかむ！
行列の大人気ハンバーガー店

暖かい日にはアメリカンスタイルのテラス席も人気

甲羅もそのまま食べられる！     
驚きのソフトシェルクラブバーガー

ジューシーなポルトベッロきのこを
丸ごとトッピングしたサラダ

分
厚
い
フ
ォ
ア
グ
ラ
が
2
枚
も
！

ダ
ブ
ル
・
フ
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ア
グ
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・
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フ
バ
ー
ガ
ー
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　今話題のオシャレなエリアポーホー(POHO)。上環寄りのセントラルエリアに位置し、
閑静な住宅地でもある。このエリアにはアートギャラリーを始め、こじんまりしているが
アットホームなカフェやオシャレなレストランが立ち並ぶ。アッパーステーションストリー
ト(Upper Station St.)には、2015年のミシュランで1つ星を獲得したフレンチレストラン
｢Upper Modern Restaurant｣がある。その前に新たに種類豊富なクラフトビールとアジ

アのテイストをユニークにアレンジした料理が楽しめるガ
ストロパブ、その名も｢Crafty Cow｣が仲間入り。多彩で斬新
なのにどこか懐かしさも感じるユニークな料理にも注目だ。

　同店では予約を受けていないので、気軽に立ち寄ることができる。フ
レンドリーなスタッフとビールに囲まれて、ついつい長居をしてしまうこと
だろう。

　まず、ビールについて紹介しよう。日本、オランダを始めとする比較的強い飲み口
(8％～9％)の19種類のドラフトビールをはじめ、更に強いものではボトルでの提供で日
本クラフトビールの｢Kagua Rouge(カグア・ルージュ)｣、ベルギーの「Red Ale(レッドエー
ル)」、ニュージーランドの｢Uatara’s Double Trouble Imperial 
IPA｣など。5％以下の軽口のビールにはオーストラリアの
｢Mountain Goat Steam Ale｣など。ビールファンをうならせる
品々が勢ぞろい。飲み比べをしてみるのも楽しいのでは。
　料理は全て小皿料理で、色々な料理を少しずつつまみなが
らビールと共に楽しめるタパススタイル。逆に料理に合わせて
ビールを選ぶのも楽しいのでは。まずは皮はパリッと中は
ジューシーに揚げた「Duck Confit(鴨肉を揚げた物)」で食感をプラスしているドイツの
「卵パスタ」。3種のチーズと鴨肉の濃厚なグレービーをトッピングしたもので、ビールがす
すむ一品。次に、シェフおすすめの、グリルしたボンマローに七味唐辛子を振りかけ
た｢Numbling Bone Marrow｣。意外な組み合わせながらも濃厚なボンマローと唐辛子の辛
さが見事にマッチして癖になる味。ユニークな餃子「Duck and Foie Gras Gyoza with Ponzu」
もお試しあれ。鴨とフォアグラを包んだ餃子をポン酢でいただくという斬新なメニューだ。
こってり系のフォアグラをポン酢の酸味でキリッと引き締めている。最後に、ポーケベリー
とキャベツの漬物をサンドした創作バーガー｢Pork belly Bao｣もぜひ。
　さっそくあなた好みのクラフトビールと、遊び心あふれる料理を味わいに出かけてみ
ては。

Crafty CowCrafty Cow

Crafty Cow
住所：G/F., 3-3A Upper Station St., Sheung Wan
電話：(852)2915-8988
時間：火～土 16：00～深夜、日 11：00～19：00 （月曜定休）
ウェブ：www.craftycow.hk

　　

まだまだ続くクラフトビール旋風！
アナタ好みの味を見つけよう
まだまだ続くクラフトビール旋風！
アナタ好みの味を見つけよう

Duck and Foie Gras Gyoza with Ponzu

Numbling Bone Marrow　

Pork belly Bao

Kagua Beer

Duck Confit
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