
　昔よく聞いていた曲が流れると、ふとその時代にタイム
スリップして懐かしい気持ちになることはないだろうか？
でも、そのアーティストは既に引退していてもう生で見るこ
とはできない、なんてこともしばしば。
　今回、「CD＆DLでーた」では、既に解散・引退・卒業して
しまったり、現在活動休止中の音楽アーティストのうち、み
なさんが「もう一度見たい！もう一度会いたい！」と思うアー
ティスト・グループについて、ランキングを発表した。

■あなたがもう一度見たい・会いたい音楽アーティストは？
1位：JUDY AND MARY
2位：BOOWY
3位：SPEED
4位：FUNKY MONKEY BABYS
5位：ZONE
6位：19
7位：ELLEGARDEN
8位：THE YELLOW MONKEY
9位：東京事変
10位：GARNET CROW
11位：XJAPAN
12位：光GENJI
13位：THEE MICHELLE GUN ELEPHANT
14位：山口百恵
15位：ZARD
16位：THE BLUE HEARTS
17位：レミオロメン
18位：WANDS
19位：GO!GO!7188
20位：MALICE MIZER

■1位：JUDY AND MARY
　ランキング１位は、女性からの圧倒的な支持を集めた
JUDY AND MARY。2001年に解散。ボーカルだったYUKIが
その後もソロで活躍しているため、解散してから時間が
経っている感覚はあまり無いかもしれない。
　“音楽もかわいくて､歌詞もいいから”（30代・女性）、
“ファンクラブに入っていた”（30代・女性）、“コピーバンド
をしたり。青春時代の思い出のアーティスト”（20代・女性）
など、当時大好きだったというコメントがたくさん寄せられ
た。また、中には“ファンになった時には解散していたから”
（20代・男性）といったコメントもあり、世代を超えて影響力
を持ったバンドだったことが伺える。

■2位：BOOWY
　2位はBOOWY。今から28年前の1987年に解散。1位は女
性の支持が強い一方、こちらは圧倒的に男性からの支持を
集めた。 
　“伝説のロックバンドだから”（30代・男性）、“カッコよす
ぎる。 こういうバンドは近年いない”（30代・男性）、“青春時
代を思い出す｡バンドでコピーもしたし､そのために何度
もライブビデオを観た”（30代・男性）など、主に30代男性
からの熱いコメントが印象的だ。 
　そしてやはり、“生まれた時には既に解散していたから”
（10代・女性）というコメントも。興味を持った頃にはもう存
在していないというのは、“伝説の”アーティストにはついて
まわるものだ。

■3位：SPEED
　総合3位はSPEED。2000年に解散。しばらくSPEEDとして
の活動を目にしていなかっただけに、今年、メンバーの2人
がERIHIROとして新たな活動をスタートさせたという

ニュースは、ファンにとってうれしい驚きだったのではない
だろうか。 
　特に20代からの得票が多く、“今思い返しても名曲ばか
り｡もう一度4人でグループを結成してほしい”（20代・女
性）、“私の青春時代のアイドルだから”（20代・女性）、“小・
中学生時代にファンだったから。大人になったSPEEDを見
てみたい”（20代・男性）といったコメントが挙げられた。

　今回のランキングでは、活動当時ファンだった人たち
からの思い出や熱心なコメントが多数寄せられたほか、
活動当時は知らなくとも、曲を聴くことや当時の映像を見
る機会があったことから生
で聴いてみたい、という若
い世代からのコメントも
集まった。 

　好きなグループが解散
したり活動休止したりす
ると寂しい思いもある
が、その音楽は作品とし
て残っている。
　彼らの次の活動を応
援しながら、大切に聴
き続けていきたいも
のだ。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査対象：全国47都道府県の10代から30代の男女
回答者数：4,202人（男性2,161人、女性2,041人）
調査期間：2015年7月27日～28日

あなたが復活を望む音楽アーティストは？
懐かしのあの人から、つい最近まで活躍していたあのグループまで
もう一度見たい！ もう一度会いたい! 心に残る音楽アーティストランキング。

　前回は中国労働法の全体理論と年次有給休暇（以下「年
休」という）の付与要件を見ました。今回は日本の年休と異な
る点の続きです。

② 付与日数
　日本では勤続半年目には10日付与、1年半目には11日、2年
半目には12日、以降14日、16日、18日と増えていき、6年半以上
勤続したとき以降1年毎に20日付与することになります（日本
の労働基準法第39条第2項）。これに対し中国では累計1年以
上10年未満の勤務をした場合毎年5日、累計10年以上20年未
満の勤務では毎年10日、累計20年以上の勤務で毎年20日付
与します（職工帯薪年体仮条例第3条）。

③ 買取制度
　日本では年休は2年間使わないと時効により消滅します。年
休の買取は原則として禁止されていますが、時効により消滅
した年休や退職などにより行使できなかった年休を買取する
ことは法には触れません。これに対して中国では年休を行使
できる期間は付与したその年度内（1月1日から12月31日ま
で）ですが、企業の生産活動などの都合による場合は年度を
跨ぐことができるとされています。また企業が業務の都合によ
り年休を与えることができない場合、労働者本人の同意を得
て年休を与えないことができます。ただし、その日につき賃金
の3倍の年休報酬として支払う必要があります（職工帯薪年休

仮条例第5条、企業職工帯薪年休仮実施弁法第10条）。しかし
ここでは、どのような場合が「企業の生産活動などの都合によ
る場合」と認められるのかが明確ではありません。さらに3倍
の年休報酬を支払わなければならないのは①その年度内に
付与された年体を使用しなかった場合なのか②労働者が年
休の使用を申請したけれど年体が取得できなかった場合な
のかも明らかではありません。これはまだ中国労働法が未熟
な部分の表れでしょう。
　しかし中国労働法全体の趣旨は労働者の保護を手厚くする
ものです。その点から考えれば①の説を採用していると考えら
れます。リスク回避を第一に考
える場合中国ではその年度中
に全ての年休を消化できるよ
うに配慮した方がいいと言え
るでしょう。（続く）
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〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法ライター、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。
都内社労士事務所に勤務するも中国法に魅了され、退職し渡中。現
在、中国政法大学 博士課程で中国法の研究をしつつ、中国法に関す
る執筆や講演などを行っている。行政書士有資格者。特定社労士有資
格者。法律諮詢師（中国の国家資格で和訳は「法律コンサル士」）。
詳しくはネットで「高橋孝治　中国」を検索！

中国の有給休暇　その2

中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。
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香港＆広東香港

　Facebookを活用した婚活アプリ「マッチアラーム」を運営・開発するマッチアラーム株式会
社は、「別れた恋人と友人に戻れるか？」をテーマに、20代、30代の独身男女を対象に意識調
査を実施した結果を発表した。

■男性は「はい」、女性は「いいえ」が過半数以上
　今回の調査では、「別れた恋人と友人に戻れますか？」という質問に対して、男性の55.3％が
「はい」と回答したのに対し、女性の55.4％が「いいえ」と回答。女性の方が男性よりも別れた恋
人と友人に戻れないと思っていることがわかった。
　また、男女共に、年齢が高くなるにつれ友人に戻れないと思う傾向になることがわかった。
世代別にみると、「はい」と回答した「別れた恋人と友人に戻れる」と考えている男性の割合は、
20～24歳で61.8％、25～29歳で59.2％、30～34歳で51.8％、35～39歳で48.3％と、年齢ととも
に減少。一方、女性の場合は、20～24歳では「はい」と「いいえ」の回答は50％ずつで拮抗して
いるが、「はい」の割合は25～29歳で46.9％、30～34歳で39.0％と年齢とともに減少し、35～
39歳で少し盛り返して48.3％となっている。

■「相談相手にぴったり」vs「気まずい」
　「はい」と回答した人からは、「好きだった人だから嫌いになれない」、「自分をよく知る相手
だから」といったコメントが多く寄せられた。一方、「いいえ」と回答した人からは、男女共に「気
まずいから」、「意識してしまう」、「割り切れない」といったコメントが多く寄せられた。また、女
性からは「関係を持った人とは難しい」といった意見も目立った。
　いくつかコメントを紹介しよう。

○「はい」と回答した人は…
<男性>
・「嫌いになったわけじゃないから」（男性/20代後半/埼玉県）
・「恋愛と友情は別」（男性/20代半ば/東京都）
・「縁を切るのは辛いから」（男性/20代半ば/愛知県）
・「事情があって別れても、その人の魅力は変わらないから。」（男性/20代半ば/埼玉県）
・「自分のこと一番知ってる人だし相手のこともよく知ってるから相談相手に
   ピッタリだし好みがあうからかな」（男性/20代後半/岩手県）

<女性>
・「好きだった人だから嫌いにはなれない」（女性/30代半ば/大阪府）
・「自分をよく知る相手だから」（女性/20代半ば/埼玉県）
・「完全には切りたくないから」（女性/20代半ば/宮城県
・「お互いに分かっている事が多く、良いアドバイスを貰えると思うから。」
   （女性/30代半ば/青森県）
・「お互いに割りきれていたら男女の友情は成立すると思うから」（女性/20代前半/岡山県）

○「いいえ」と回答した人は・・・
<男性>
・「気まずいから」（男性/20代半ば/大阪府）
・「引きずってしまうから」（男性/30代半ば/神奈川県）
・「その時の感情を思い出したくないです。過去に戻りたくないから。」（男性/30代半ば/大阪府）
・「男女間に友情は成立しないと思うから」（男性/30代前半/千葉県）
・「次の人に悪い」（男性/30代後半/栃木県）
・「友達になる事で、再び間違って付き合うかもしれないのを防ぐ為」（男性/30代後半/秋田県）

<女性>
・「やっぱり、関係を持った人とは難しい」（女性/20代後半/愛知県）
・「気まずい」（女性/20代半ば/岐阜県）
・「次に進めなそう」（女性/30代後半/静岡県）
・「その人と一緒にいられない理由があって別れたのだから、もう会いたくない」
  （女性/30代前半/北海道）
・「自分の気持ちをリセットしたいから」（女性/20代前半/長崎県）

【調査概要】
集計期間： 2015年9月2日～9月3日
調査方法：インターネットログイン式アンケート
調査対象：マッチアラーム会員 (http://matchalarm.com/)
調査数：20・30代の独身男女2,713件

別れた恋人と友人に戻れる？ 戻れない？
その理由は…
別れた恋人と友人に戻れる？ 戻れない？
その理由は…

独身男女の意識調査
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　日本では聞き慣れない、「ア
リアリ」。インドネシア人にその
実態を聞くと赤ん坊の兄弟、ま
たは家族だと返答されるが実際には出産の際に母
親の体内から赤ん坊と一緒に排出される胎盤をさ
す。イスラム教徒もヒンドゥー教徒も分け隔てな
く、このアリアリが子育てをする上で大切な役目を
果たすとしてインドネシアではいくつかの不思議
な習慣が存在する。まず、出産時にアリアリは産ま
れた子供の父親によってキレイに洗浄される。こ
の時新品の石けんとタオルを使うことが決められ
ている。出産後の母親と赤ん坊の帰宅よりも一足
先に自宅に帰宅したアリアリは赤ん坊が男の子な
ら家に向かって左、女の子なら右へと敷地内の決
められた場所に埋められる。針のように鋭く知的な
子供が育つようにと針や本など両親の想いを込め
た品々も一緒にこの時埋葬される。そして赤ん坊
が家に帰宅した時から、お風呂の残り湯をアリアリ
にかけたりお菓子やご飯を赤ん坊と同様に毎日与
えるという。両親は赤ん坊と同時にこのアリアリを
まるで双子の兄弟のように面倒をみることになる
のだ。例えば赤ん坊を連れて遠くに出かける際は、
母親はアリアリに母乳をたらすという。赤ん坊の神

秘的な兄弟として遠出した先でも赤ん坊が無事で
また帰ってこられますようにと想いがこもっている
行為だそうだ。実際に子供の調子が悪くて医者に
行ったところ全く良くならず、その村のお坊さんに
相談に行った際、アリアリの世話ができていないこ
とが原因で、お供え物をキチンとするようになると
子供が元気になったとはよく聞く話。この国で健康
で賢い子供を育てるにはこのアリアリも一生懸命
育てることがまず大事なのだ。胎盤が兄弟とは驚
きの発想だが、アリアリと一緒に育つとは、何とも
子供にとっては心強い話だ。

From インドネシア

亜
細

亜の
 Fre
e Paperから

赤
ん
坊
と
一緒
に
育
て
る
も
の
と
は
？

双子の兄弟!?
       「アリアリ」

子育て事情

<執筆者>
文：青松知加
アピ・マガジン編集部
2002年４月バリ島で創刊。今年の7月号で100号を迎え
る。２ヶ月に1回（奇数月15日）発行。バリ島を中心に、ジャ
カルタ、ジョグジャカルタ、スラウェシ島、ロンボク島など
インドネシア中の観光情報や最新情報を紹介。地元編集
部ならではの土着した生活術、地域密着情報、インドネシ
ア人スタッフと力を合わせ、日々取材に走り回っている。

ベッドには子供の顔を見に来た先祖へのお供え物も毎日欠かさない

アリアリが埋められた場所。
子供が好きなお菓子も供えている

　コーヒー・茶類等の通信販売事業を行う株式会社ブルックスは、コーヒーと
旅行に関する意識調査を行った。

◆旅行中、1日にコーヒーを飲む杯数は平均2杯！
Q.旅行時、1日にどれくらいコーヒーを飲みますか？ 
　「旅行時、1日にどれくらいコー
ヒーを飲みますか？」という質問に
対して、2杯という人が最も多く、次
いで3杯という結果となった。割合
を見ると2杯以上飲むという人が8
割を上る回答結果に。旅行先でコー
ヒーを飲む需要があることがわ
かった。

Q.旅行時にどこでコーヒーを飲みますか？
　「旅行時にどこでコーヒーを飲み
ますか？」という質問に対して、「飲
食店/レストラン/コーヒーショップ」
が最も多く、食前、食後にコーヒー
を飲む人が多い。続いて、「宿泊
先」、「移動中」という回答結果と
なった。

◆半数以上が旅先におけるコーヒーに対して不満に思っている？！
　「旅行時の宿泊先で自分好みのコーヒーを飲むことができますか？」という
質問に対して6割の方が“いいえ”と回答し、「美味しいコーヒーを飲めないと不
満を感じますか？」という質問に対して約7割の方が不満を感じると回答。理由
としては、「作り置きのコーヒーだからおいしくない」「保温で煮詰まっている感

じのコーヒーが多い」「お茶を置いてあるところはあるがコーヒーがあるところ
は少ない」、「インスタントコーヒーが多い」などがあり、淹れたてのレギュラー
コーヒーを飲める環境が少なく、新鮮な本格コーヒーを求める人は不満を感
じることが多い。
　また、旅先では、「ほっと一息つくために」、「リラックスするために」、「旅の思
い出として」、コーヒーを飲むという人が多く、旅先でも美味しいコーヒーを飲
めると、より満足度が高まるよう。

　旅先や外出先など、いつでもどこでも自分好
みの味を楽しめると、より豊かな時間が過
ごせそうですね。お好みのドリップ式
コーヒーを持参すれば、宿でのく
つろぎの時間、朝の目覚めに、
移動の車中など様々な
シーンでいつもの本格的な
コーヒーやお茶を楽しむこ
とができる。出かけるとき
は、バックに忍ばせてマイ
コーヒーを楽しんではいかが
でしょう。

【調査概要】
調査対象と回収サンプル数：20代～60代の男女1,345名
調査地域：全国
調査期間：2015年8月27日～8月31日
調査方法：インターネット調査（自社メルマガ会員へのアンケート活用）ブルックス調べ

あなたは旅先でのコーヒーをどう思う？

実は2人に1人以上が旅先のコーヒーに不満を持っている!?

あなたは旅先でのコーヒーをどう思う？

実は2人に1人以上が旅先のコーヒーに不満を持っている!?

はい

いいえ

69%
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香港

周正峰教授
香港大学専業進修学院中医学系卒業、北京中医薬大学学士号と米国経営
管理修士号を有する。現在は香港中医薬管理委員会登録漢方医、香港中医
研究院教授、香港気功協会会長を務める。

　誰しも美しい肌はキープしたい。そのためにありとあらゆる方法を学び、試してきた
方も少なくない。特に注目されるのは保湿と美白だが、完璧な肌を手に入れるとなる
ともう一つのハードルがある。それはできてしまったシミを薄くする、さらには消し去る
ことだ。シミを除くにはスキンケアアイテムを使用する以外に方法はないのだろうか？

　「知己知彼、百戦不殆」―自分の状況も相手の状況も完全に理解していれば、何度戦っても負
けることはない―こんなことわざがある。これはシミとの闘いにも当てはまる。まずはシミがで
きる原因を知らなければならない。いわゆる“シミ”とは、周囲と色の異なる色素斑のことを指し
ている。それには、そばかす、黒斑、肝斑、老人性色素斑などが含まれる。メラニン色素の増加に
より、褐色もしくは黒色の色素沈着が生じる。多くは頬や額といった部位に生じ、日差しを浴び
た後に増えやすい。特に女性に多く見られ、妊娠や長期にわたる生理不順とも関係がある。

“補腎”でシミを撃退
　日頃から日焼け対策をしっかりすることはかなりの効果があるが、漢方にはさらに“腎”に注
目したシミ対策がある。“腎”とは、腎臓のことではなく、ホルモンや生殖器系、泌尿器系、免疫
系、自律神経系など幅広い機能全般を指す。その機能を補い強化することを“補腎”という。多く
の人が男性のための治療だと誤解しているが、補腎は性別を問わず必要となる。それどころか、
腎はシミの要因である老化とも深く関係しているので、シミ対策のキーポイントなのだ。腎を強
化するには、漢方で“黒”に分類される生薬――何首烏（かしゅう）、熟地黄（じゅくじおう）、阿膠
（あきょう）などが使われる。補益腎精（人体のエネルギーのもとを補う）、滋陰養血（体液を補
い、血を増やす）ことで、顔面の美容効果を促進、シミを薄くし、老化を遅らせる。

　生薬以外でも、“黒”の食品には補腎と滋陰の作用が
ある。普段の生活の中で、腎のケアを意識することでシ
ミを目立たなくし、さらには取り除くことができる。

カシス（黒加侖、クロスグリ）：高い栄養価を
もつ果実で、豊富なビタミンCと、必須微量
元素のカリウム、カルシウム、亜鉛、リン、マ
グネシウム、鉄などのミネラルを含む。腎の
ケア、抗酸化作用および免疫力を高める効
果がある。

黒豆：黒豆には、大量の必須微量元素が含まれて
おり、老化防止効果や血圧降下作用のほか、消化促進効果
もある。漢方では“甘”（いわゆる旨味で、緊張を解し疲れを癒すはたらき）に分類され、血行促
進、清熱解毒（熱証の改善と解毒）などの効果がある。

黒ゴマ：漢方では“性平”（穏やかな性質）とされ、“甘”に分類さ
れる。血を貯蔵するはたらきを強化する“補肝”やすでに取り上
げた“補腎”の効果があり、五臓のはたらきを促進する。肝腎精
血不足（血とエネルギーの不足）が引き起こすめまい、白髪、
脱毛、腰や膝の痛みや疲れ、便秘などの症状に効果がある。

黒キクラゲ（黒木耳）：これも漢方では“性平”“甘”に分類される。臓器の
能力を高める“補気”や“補腎”の作用があり、涼血止血（熱が血に及んで
出血や発熱するものを除く）などの効能がある。黒キクラゲには豊富な
鉄分が含まれ、タンパク質、脂肪、糖類やカルシウム、リンなどのミネラ
ルやカロチン、ビタミンB1、ビタミンB2など多くの栄養素が含まれる。

　肌の健康と身体の健康には密接な関係がある。肌の変化から自分の身体の変化を知ること
もできる。身体の反応に目ざとくあってすぐに対処することで、本当の意味で内側から美しくな
ることができる。最後に、シミと闘うみなさんを応援する「淡斑茶」を紹介しよう！

漢方療法でシミ・くすみのない肌へ――ポイントは“腎”
（原著：漢方医 周正峰）

【淡斑茶】
材料：ナツメ20個、黒キクラゲ30g、砂糖少々
作り方：黒キクラゲを洗い、ナツメのタネを除く。1,000CCの水に入れて火にかける。
沸騰したら、弱火で5分間煮込む。
効能：補腎、理気（気の流れを良くする）、血行促進
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■美容に関心がある人は男性2割弱、女性7割弱
　美容に関心がある人は、「関心がある」「まあ関心がある」を合わせると4
割強で、男性では2割弱、女性では7割弱となっている。女性10・20代では
「関心がある」が3割を占め、他の年代より関心度が高くなっている。

■3年前より美容に対する関心は低下？
　美容のために日ごろ意識していることは、「食生活」（30.5％）が最も多く、
「ウォーキングなど軽い運動」「水分補給」「体操・ストレッチ」「スキンケア
（顔）」「睡眠に関すること」が各2割台で続く。男女年代別にみると、男性20
代では「眉毛、ヒゲ、鼻毛などのケア」、女性30代以下は「ムダ毛処理、脱
毛」、女性40代以上は「食生活」が1位となっている。
　「特にない」と回答した人の割合は、第1回の25.5％から27.7％と上昇し
た。美容のために日ごろ意識している主な項目も「体操・ストレッチ」以外は
数ポイント減少。3年前と比べて、美容に対する関心は低くなっている？

■食生活で意識しているのは「野菜を多くとる」「栄養バランス」
　美容のために食生活で意識していることがある人に、その内容について
聞いたところ、「野菜を多くとる」「栄養バランス」が各7割弱、「食べ過ぎな
い」が5割、「3食きちんと食べる」「寝る直前に食べない」「たくさんの品目を
とる」が各3～4割弱。女性が男性を10ポイント以上上回った回答は「冷たい
ものをとりすぎない」「旬の素材を食べる」「食べる順番に気をつける」「寝
る直前に食べない」「栄養バランス」「添加物に気をつける」「野菜を多くと
る」だった。「薄味にする」「3食きちんと食べる」は、女性50代以上で比率が
高くなっている。

■3割の人が「テレビ番組」で情報収集
　美容に関する情報を収集している人は6割強、男性では5割弱、女性では
8割。情報源を聞いたところ、トップは「テレビ番組」（32.1％）、続いて「テレ
ビCM」（23.4％）だった。「家族や友人や知人の話」「新聞記事・広告」「雑誌
記事・広告」「メーカーや店舗の公式ホームページ」が各1割台で続く。「テレ
ビ番組」は女性が男性を21ポイント上回った。「商品比較サイト、口コミサ
イト」「美容関連の情報サイトやブログ」は、女性若年層で多くなっている。

■美容家電・美容関連サービスの利用状況
　美容のための家電製品利用者は4割強、男性では2割強、女性では6割
強。「イオンドライヤー」（28.1％）が最も多く、以下「ヘアアイロン」「電気
シェーバー（うぶ毛・眉毛用）」「電気シェーバー（ムダ毛処理用）」が続く。「イ
オンドライヤー」は女性の4割強、「ヘアアイロン」「脱毛・除毛器」は女性若
年層で比率が高くなっている。
　美容関連サービスの利用経験者は6割強、男性では4割弱、女性では8割
強。「美容室・ヘアサロン」が46.3％で最も多く、以下「理容院」「スパ・温浴施
設」「エステ」「リラクゼーション・マッサージ」が各1割台で続く。「美容室・ヘ
アサロン」は、女性の8割弱にのぼる。全般的に、女性30代の利用率が高い
傾向にある。

「美容意識と行動に関するアンケート調査」

【調査概要】
調査対象：「MyVoice」のアンケートモニター
調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）
調査機関：マイボイスコム株式会社
調査時期：2015年7月1日～7月5日
回答者数：10,822名

「いつまでも健康でいたい」「若 し々さをキープしたい」「きれいに、かっこよくなりたい」と願うのは、女性も男性も同じなのでは？
そんな美容のために、他の人はどんなことをしているのかも気になるところ。
そこで、インターネット調査会社のマイボイスコムが実施した「美容意識と行動に関するアンケート調査」の結果を紹介しよう。
本調査は第1回調査（2012年7月）に続く2回目。3年前の調査結果とも比べてみよう。

「いつまでも健康でいたい」「若 し々さをキープしたい」「きれいに、かっこよくなりたい」と願うのは、女性も男性も同じなのでは？
そんな美容のために、他の人はどんなことをしているのかも気になるところ。
そこで、インターネット調査会社のマイボイスコムが実施した「美容意識と行動に関するアンケート調査」の結果を紹介しよう。
本調査は第1回調査（2012年7月）に続く2回目。3年前の調査結果とも比べてみよう。
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Sagrantino
Italian Restaurant

　あの光は僕らを突き離すなんて事はせず、優
しく包み込んでくれるはずなのに、見る人によっ
て夕日に感じ得る事が異なる。10年以上前、彼
はタイのプーケットで傷ついた心を地平線に沈
み行く夕日に透かしながら、そして途方に暮れ
ながら、ビーチにポツリと座り込んでいた。シン
ハビールを片手にサンダル・短パンで通り過ぎ
ていく観光客の会話が潮風に乗って聞こえて来
たが、それとは全く無縁に、彼の背中にはリゾー
ト地に似つかわしくない哀愁が漂っていた。
　彼の宿泊先は地元の漁師の宿。漁師と共に
海へ出かけ、その日の夕食の素材を漁して、宿
泊客全員で食卓を囲むというスタイルの宿だっ
たそうな。夕日に照らされた漁師の顔が朱色に
染まり、彼に話しかけている。「お前はそんな小
ちゃなことでクヨクヨしてるの
か？マイペンライさ。人生には
取り組むべきもっと本質的な何
かがあるんじゃないのか？」
　大学を卒業して保険会社に就
職し、一時は外交員200名を部
下に持ち、経営陣にも一目置か
れた彼。その保険会社が2000年
に経営破綻によって外資系に包
括移転されると、彼よりも10歳
以上若いアメリカ人が上司として本部より送り
込まれ、片っ端からリストラを始めたそうな。
「お前は英語が話せないからクビだ。」それが上
司の第一声だった。営業マンとして脂が乗って
来ている頃だっただけに、彼のショックは、さぞ
かし大きかったことだろう。
　さまよう事、数ヶ月。かの漁師の言葉で、閊え
ていた異物が、胸からスウーっと消えていくのが
自分でも分かったそうな。そこから彼の第二の
人生がスタートした。自分の中に眼を向け、何を
したいか、するべきかを真剣に考え、行き着いた
答えが”料理”だった。自分を救ってくれたあの漁
師の料理のように、自分の料理が人を幸せにで
きたらいいな、と。
　そんな想いから、本場の英語とサービスと料
理を同時に身に付ける為にラスベカスの大学
に留学する事を決めた。その後、放課後のアル
バイト先であったヒルトンホテルでイタリア人
のトップシェフにその努力が認められ、最終的

にそのシェフの紹介
状を片手にイタリアに
飛ぶというストーリーに発
展する(※その物語の詳細はPPWの
WEBサイト内で"Sagrantino"で過去記事を検
索)。そしてイタリアに渡った彼は、給料無しでレ
ストランの屋根裏部屋に住み込みしながら北か
ら南へ修行の旅を続けた。
　僕は彼のイタリアでの修行時代の話を聞き
ながら、その料理をサグランティーノで食べる
のが好きだ。ある日のスペシャルメニュー、塩と
ニンニクを振りレモンを搾ったハマチのカマの
グリルを頂いた時は「シチリアにはイカなどを
ただ焼いただけ、なんていう素材の良さを活か
したシンプルな料理が多いんですよ」とか、フィ

レンツェ名物のTボーンステーキ
を食べた時は、「キャンティ（ワ
インの種類）がズラリと長テーブ
ルに並んでいて、客が勝手に抜栓
して飲む食堂があるんです」と
いった話を聞いたりもした。
　そんな修行が一段落した彼こと
サグランティーノのオーナーシェ
フ安田さんが店を出そうと思った
のがここ香港。ここでもまた、キー

パーソンとなる香港人の男に助けられる。物件
巡りをしていた夜、フラッと立ち寄ったバーでた
またま隣の客に話しかけたのがきっかけだっ
た。その男は「日本人が香港で日本料理屋じゃ
なくて、イタリアンだって？！ アンタ面白いな。香
港はコストが高いから出店資金が不足したら、
いつでも連絡くれ」と、香港のとある有名銀行の
名刺を差し出したそうな。正規の審査の上で融
資された数ミリオン香港ドルを、安田さんは数
年で返済し終えたと言うから脱帽である。
　そんな努力家の安田さんが経営するサグ
ランティーノは今年10月で8周年を迎える。「今
回はエチケットに8の文字が入ったオーストラリ
ア産の8 cuvée seccoというスパークリングワ
インをご来店頂いた方にサービスしようと思っ
てます。」とのこと。サグランティーノに行ったこ
とがある方も無い方も、この機会に是非お立ち
寄り頂きたい。レストラン激戦区、香港での8年
間を貫く “本質”に出会えるはずだから。

鳥丸 雄樹（とりまる ゆうき）
元JEFユナイテッド市原のジュニ
アユースでもあり、元バンドマン。
ロンドンのコヴェントガーデンに
あるHard Rock Caféや上海でライ
ブ活動を行い、ロスの日刊サンへ
の寄稿を経て現在に至る。

Sagrantino Italian Restaurant
住所：5/F., THE LOOP, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188   
ウェブ：www.sagrantino.com.hk/

本
質
を
貫
き
８
周
年
文：鳥丸雄樹
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　鰂魚涌（クオリーベイ）の裏通りにひっそりと佇む「元祖北海道ラーメン 函館」。約40
席ほどある広々とした店内は、ランチやディナー時になると周辺オフィスのビジネス
マンや学生でほぼ満席となり、週に3回通うという常連もいるほどの隠れた名店だ。メン
マ、長ネギ、コーン、わかめ、モヤシ、チャーシュー等の具材をふんだんに用い、マイルド
な味噌風味が口の中に広がる「濃厚味噌ラーメン」、スープをすべて飲み干したくなる
ほどあっさりとした「塩ラーメン」は、2002年の開店以来、不動の人気メニュー。その他に

も、女性に人気の北海道3.6牛乳を使用した「北海道
3.6牛乳ラーメン」や夏限定の「レモンラーメン」、冬
限定の「生姜ラーメン」等、他ではなかなか味わえな
い逸品も揃っている。ラーメン以外にも、鯖の塩焼

き、唐揚げ、生姜焼き等の一品料理が50種以上あり、これをつまみにビールを飲み、〆
にラーメンを注文するという客も多い。そんな同店では、原料の配分、縮れ具合、色、太
さ、麺のこね方にこだわり、100種類以上の麺を作っている、北海道では誰もが知る「西
山製麺」を使用しており、スープと絶妙なバランスで絡み合っている。同店の創業者であ
る安部隆孝氏は、西山製麺を香港に広
めた第一人者と言われており、
この麺に惚れ込んだ一人
だ。同氏は日本の最高
級料亭「金田中」で修
行を積んだ職人で、40
年程前に来港以来「日
本人が作る日本の味」に
こだわり、腕を振るってき
た。オープン以来、変わら
ぬ味を提供し続けてきた同
店の待望の2号店が上環にオー
プンする。これまで、鰂魚涌でしか
堪能できなかった味がそのまま上環
でも味わえることに。是非一度足を運んで
みよう。

元祖北海道ラーメン　函館元祖北海道ラーメン　函館

13年間守り続ける
隠れた名店の味が上環（ションワン）でも
13年間守り続ける
隠れた名店の味が上環（ションワン）でも

あ
っ
さ
り
と
し
た
塩
ラ
ー
メ
ン

ス
ー
プ
と
相
性
抜
群
の
西
山
製
麺

元祖北海道ラーメン　函館
1号店
住所：Shop 1B, G/F., Hon Way Mansion, 
　　  11 Hoi Kwong St., Quarry Bay
電話：(852)2562-8706
定休日：日曜日

2号店
住所：G/F., 15 Hillier St., Sheung Wan
電話：(852)2567-0488
定休日：日曜日 

マイルドな味噌ラーメン
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　1年を通して湿度が高い香港だが、これからやってくる秋冬期間は短いながらも空
気は乾燥しカサカサの肌が気になるシーズンだ。人間が持つ肌の水分保持力は、加
齢や皮膚炎が原因で生成力が衰えている場合や、乾燥が進んでしまって肌が正常な
状態に回復しない場合があるといわれている。そんな時は、早めに不足している水分
を補う方法を検討し、肌にあった基礎化粧品を使ってシンプルなケアをするというの
が最善の策。
　そこで今回は、加齢肌や乾燥肌に悩む方にぴったりのオーストラリアブランド
「Thursday Plantation」のオイルを紹介しよう。1970年代に誕生した同ブランドは、自
然から生まれたティーツリーオイルをベースとし、化学薬品を一切含まない化粧品を
展開してきた。100％ナチュラルということから家族全員が使用でき、値段も比較的手
頃なため長年に渡り愛用しているという人も少なくない。
　ローズヒップシードから作られた「Thursday Plantation ROSEHIP OIL」は、必須脂肪
酸、ビタミンA、ポリフェノールやカロチノイドなどの老化防止作用があるといわれる成
分が含まれ、健康的で若い肌をもたらすとされている。年齢肌で悩む方の救世主にな
るだろう。しわの細かい線やシミを減らすほか、定期的に塗布することで皮膚の傷跡に
も効果があるといわれる。人工着色料や香料、防腐剤などを一切使用しない、どんな肌
にも優しいオーガニックオイルだ。
　続いて「NURTURE OIL」は、年齢肌や日焼けした肌、乾燥肌を修復すのに最適。定期
的に塗るだけでその違いを肌で感じることができるという。またローズヒップオイル同
様、肌の傷跡を目立たなくさせる効果も持つ。ワセリン、鉱油、シリコン、化学薬品、人口
着色料・香料、防腐剤を含まない同オイルは、敏感肌を含めどんな肌でも使用できる
ため、妊娠中でも安心だ。
　まだ試したことのない方は、今すぐワトソンへ足を運んでみては。自然で肌に優しい
オイルは、あなたに輝きのある健康的な肌をもたらしてくれるだろう。

Thursday Plantation
Thursday Plantation ROSEHIP OIL：HKD198/25ml
NURTURE OIL：HKD198/60ml
ワトソンにて販売中

［ Thursday Plantation ］

乾燥肌から潤いのある健康肌へ。
100％ナチュラルだから妊娠中でも安心！
乾燥肌から潤いのある健康肌へ。
100％ナチュラルだから妊娠中でも安心！
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