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香港 香港

　「ジューンブライド」でおなじみの6月。この時期に結婚を意識するカップルも
多いのではないだろうか。そこで今回「トレンド総研」では、6月の結婚式シー
ズンにあわせて、男女の「婚約指輪」の選び方の違いに注目し、意識・実態調査を
行った。

◆ただのジュエリーではない！ 女性にとって、特別な意味を持つ『婚約指輪』
　まず女性に対して、「『婚約指輪』はあなたにとって、どのようなものですか？」
と聞いたところ、「『結婚生活』を記念するもの」（52％）、「夫の愛情を感じるもの」
（48％）が「ジュエリーとして美しいもの」（26％）を上回った。

◆「デザイン」「予算内」には満足も…「ブランド」は満足度が低めの傾向に
　それでは実際に、どのような「婚約指輪」が選ばれているのだろうか。

　まず、男性に「婚約指輪」を選んだのは誰かを聞いたところ、「自分」（48％）、
「妻」（52％）とほぼ半々の結果となった。
　次に、もらった「婚約指輪」に対する満足度を女性にたずねたところ、「デザ
イン」（91％）や「予算」（88％）には約9割の女性が満足しているのに対し、「ブ
ランド」への満足度は64％と低い傾向に。
 　「もう少しハイブランドがよかった」（27歳）などの声も見られ、「ブランド」は、
女性の不満になりがちなポイントであることがわかる。
　一方、「婚約指輪」を購入するときに「初めて宝石店に行った」（39歳）など、「婚
約指輪」を贈る段階になって急遽ブランドを探す男性が多い様子がうかがえた。
購入の際には「デザイン」や「価格」だけでなく、「ブランド」もしっかりリサーチし
ておく必要があると言える。

◆女性が選ぶ、「婚約指輪」の「憧れブランド」ランキング
　そこで今回は、女性に喜ばれる「婚約指輪」とはどのようなものなのかをリサー
チ。女性たちに、「憧れの指輪ブランド」と「憧れポイント」を挙げてもらった。

1位…「ハリー・ウィンストン」（105名）
　1932年ニューヨークにて創業、世界屈指のジュエリーブランド。「キング・オブ・
ダイヤモンド」と称され、世界中のセレブリティから憧れをもって語られている。
 ＜憧れポイント＞
・「芸能人がみんな選んでいて素敵。カタログで目にしても綺麗な商品ばかりで
憧れる」（31歳）
・「一流のイメージ。店舗の重厚感もすごいと思うポイント」（29歳）

2位…「ティファニー」（97名）
　1837年ニューヨークにて創業。1886年に発表された、ダイヤモンドを6本の爪
で支える「ティファニーセッティング」は今なお婚約指輪の定番デザインとして人
気がある。
 ＜憧れポイント＞
・「子どもの頃からあの水色の箱に憧れがあり、ステキだと思っていた」（32歳）
・「デザインが華奢で女性的なイメージがあり、なおかつ高級」（35歳）

2位…「カルティエ」（97名）
　1847年パリにて創業、フランスのジュエリー・高級時計ブランド。3連の「トリニ
ティ リング」は、結婚指輪の定番でもある。
＜憧れポイント＞
・「華やかでありながら普段使いもできるから」（39歳）
・「昔から漫画やドラマなどのプロポーズのシーンで出てきていたから」（31歳）
 
　今回の調査で判明した、男性が「婚約指輪」を選ぶときに盲点になりがちな

「ブランド」。「婚約指輪」選びの際は、ぜひ上記の「憧れブランド」ランキングを参
考にしてみてはいかがだろうか。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年5月2日～5月6日
調査対象：「結婚前に婚約指輪を購入した」20～40代既婚男性及び
　　　　  「結婚前に婚約指輪をもらった」20～40代既婚女性
調査人数：男女各250名　　　　　　　　　　

～「婚約指輪」選びの最新事情を調査～
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ライフ（香港・広東共通）
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かしこのプロフィール
香港に来て半年未満の駐在妻。香港には沢山の方が遊びに来て下さるなぁと短い
滞在ながら感じています。それほど多くの人の注目を集める香港。旅行でいらっ
しゃったお客さまとの「おもてなし」エピソードを紹介します。

　香港は乗り物好きがウハウハしちゃうようなものがたくさんありますよね。
タクシー、2階建てバス、フェリー、トラム、地下鉄などなど…。私の周りには
「実は乗り物好きだったんだ」という人が少なくありません。先日、両親が
初めて揃って香港を訪れてくれました。母は昨年春に来た事があったも
のの、父はなんと10年ぶりの海外旅行! 趣味が飛行機のプラモデル作成
という父のため、今回のアテンドは乗り物を中心に回ることにしました。
　早速空港から乗ったのはA21という空港と九龍の主要駅を結ぶ2階
建て空港リムジンバス。空港からネイザンロードを走り、最後はホンハムに
抜けるこのバスを毎回わが家は空港までの足として使っています。キョロ
キョロとまるでおのぼりさんのように周りを見渡しながら、満面の笑顔でバ
スに乗り込む父。バスに乗った時はあいにくの雨だったのですが、高層ビ
ルの間に立ち込める濃霧やそれに阻まれる香港の町を楽しく鑑賞したよ
うでした。
　その後もフェリー、ピークトラムと乗り回しましたが、父が一番楽しそう
だったのが実は香港島を東西に駆け抜けるトラム。ゆっくりとした運行な
がら金融街・セントラルや、ビクトリアパーク、市民の生活が垣間見える住
宅街などを一挙に見ることができ、とても楽しく有意義な時間だったようで
す。（母は早々にトラムの心地良い揺れで夢の中でしたが。）締めは北角
（ノースポイント）のトラム折り返し停留所。商店街の中を走るトラムとも記
念写真を撮ることができるスポットですね。次のトラムが車で5分程度待ち
ましたが、いい思い出の写真を撮る事ができました。
　香港在住が長い方にオススメされたのが、ビクトリアピークから下りて
来る際に乗る15というバスでした。ピークの下りの山道を猛スピードで駆
け下りる2階建てバスは迫力満点。タクシーでは見られない高みからの香
港の街はいつもとは違っ
て迫ってくるように見えて
まるで遊園地のアトラク
ションのような楽しさがあ
りました。
　めったにできない親孝行
の機会になったかしら…？
2人の満足そうな笑顔に
こちらまで嬉しくなる特別
なアテンドでした。

　さて、全8回に亘ってご紹介してきたアテンド奮闘記で
すが、この夏香港を離れることになり、今回が最後の執筆
となります。アテンドする側だからこその緊張や楽しさは当

地に住む人ならではの大切な
思い出！共有できてとても楽し
かったです。PPW編集部主婦
リレーエッセイはまだまだ続きま
す。次回もぜひお楽しみに～!

Vol. 82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

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」
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かしこ的◆　　　　　　　　　　◆おすすめアテンドスポット

北角（ノースポイント）トラム停留
所。人が行き交う中ゆっくり進む
トラムが見られるポイントだが、
トラム2階の窓からは見えるのは
窓の庇のみ（笑）。北角停留所を
降りて次のトラムが来るのを待
てば、間近に迫ってくるトラムと
一緒に写真を撮る事ができる。
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ゼロからスタート 第65回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　体育館「體育館tai2 yuk6 gwun2」、スイミングプール「泳池wing6 chi4」、サッカーやテニスなどの

屋外コート等のスポーツ施設「足球場zhun1 kau4 chöng4」「網球場mong5 kau4 chöng4」は、

香港の政府機関である「康樂及文化事務署(康文署) hong1 lok6 kap6 man4 fa3 si6 mou6 chü3」

が管理しています。公共施設なので使用料は格安です。予約は身分証を持って窓口で行うか、電話や

オンラインでも受け付けています。場所によってはラケット「球拍 kau4 paak2」やボール「波bo1」などを貸

してくれる施設もありますが、数量が限られているうえ質が普通なので、できれば持参したほうが無難です。

　今回のテーマは「運動wan6 dung6」です。土地が限られている香港ですが、意外に運動が盛んで、

スポーツ施設も充実しています。

運動の項目について

　どの施設もコインロッカー「Locker・投幣式儲物櫃tau4 bai6 sik1 chü5 mat6 gwai6」、更衣室
「更衣室gang1 yi1 sat1」、シャワー室「淋浴間lam4 yuk6 gaan1」は完備されていますが、入浴

用品は置いてありません。またロッカーは返却式なので、小銭を持ってお金の取り忘れにくれぐれもご

注意を。

　公営プールは1日3セッションに分かれていて、1セッションが終わるごとに全員が退場しなければい

けません。各プールに週一回の清掃日があり、清掃業務時は一時閉鎖となるので注意してください。

広東語・発音・日本語

籃球
laam4 kau4

バスケットボール

波
bing1 bam1 bo1 

卓球

羽毛球
yü5 mou4 kau4
バドミントン

排球
paai4 kau4
バレーボール

單車
daan1 che1
サイクリング

保齡球
bou2 ling4 kau4
ボーリング

壁球
bik1 kau4
スカッシュ

足球
zhuk1 kau4
サッカー

網球
mong5 kau4
テニス

游水
yau4 söü2
水泳

滑浪風帆
Waat6 long6 fung1 faan4
ウィンドサーフィン

高爾夫球
gou1 yi5 fu1 kau4

ゴルフ

paau2 bou6
ジョギング

球
chök3 kau4
ビリヤード

会話練習
唔該我想book羽毛球場。
M4 goi1 ngo5 söng2 book yü5 mou4 kau4 chöng4.
すみません、バドミントンコートを予約したいのですが。
請問想book咩時間呢?
Ching2 man6 söng2 book me1 si4 gaan3 ne1?
何時がご希望ですか？
下星期三夜晚七點至九點。
Ha6 sing1 kei4 saam1 ye6 maan5 chat1 dim2 zhi3 gau2 dim2.
来週水曜日の夜７時から9時でお願いします。
唔好意思，8點至9點有人book咗，剩返7點至8點有冇問題?
M4 hou2 yi3 si1, baat3 dim2 zhi3 gau2 dim2 yau5 yan4 book zho2, 
zhing6 faan1 chat1 dim2 zhi3 baat4 dim2 yau5 mou5 man6 tai4?

すみませんが、８時から９時は他の予約が入っています。
７～８時だけでもよろしいですか？
無問題。
Mou5 man6 tai4.
いいですよ。
麻煩你俾張身份證我登記吖。
Ma4 faan4 nei5 bei2 zhöng1 san1 fan2 zhing3 ngo5 dang1 gei3 a1.
では、身分証をお願いします。

鈴木

Ling4 muk6

鈴木

Ling4 muk6

體育館職員

Tai2 yuk6 gwun2 zhik1 yün4 

體育館職員

Tai2 yuk6 gwun2 zhik1 yün4 

鈴木

Ling4 muk6

體育館職員

Tai2 yuk6 gwun2 zhik1 yün4 
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香港

　人材派遣・紹介サービスを手がけるスタッフジャパン株式
会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：池内 規行）は、保
育士・元保育士100名が実際に遭遇したモンスターペアレン
トについての調査結果を発表した。

　愛くるしい子どもたちの成長を見守る保育士や幼稚園教
諭。「できない」が「できた」に変わった瞬間は、まさに「プライ
スレスな喜び」だろう。しかし、そんな場所で困った問題に頭
を抱える人もいるようで・・・。今回は、モンスターペアレンツに
注目した。

《お遊戯会》
　「演劇の配役が許せない！」などのクレームを言う親は、や
はり多いようだ。
 
・お遊戯会で子どもが自分で人魚の役を選んだのに、自分の
娘がお姫様じゃないことに怒った。（20代／女性）
・お遊戯会での発表で劇をすることになって、自分の子どもの
役に不満を言ってきた親のせいで子どもたち全員が主役をや
るめちゃくちゃな劇になった（20代／女性）
・お遊戯会で、お金を払うから自分だけ特別に前の辺りで写
真を撮らせて欲しいと言われました。（30代／女性）
 
　親の理想があるのかもしれないが、どの役も大切で立派な
はず。役より子どもたちの成長を喜んで欲しいところだ。

《お弁当や給食》
　お弁当や給食など、食事に関するクレームも多いことがわ
かった。
 
・保護者が同級生の中にいるお金持ちの子供に対して、あん
なお弁当だと自分の子供たちが劣等感を持つから持たせな

いで欲しいと言ってきた。（20代／女性）
・保護者の仕事関係でいつも朝早めに登園する園児に朝食を
準備するよう言われたこと。（40代／男性）

《ケガやほかの園児とのトラブル、持ち物についてなど、多方面
でクレームあり！》
　ほかにも、軽いケガも許さないという態度を取ったりなど、
さまざまなクレームが見受けられた。
 
■家からの持ち物
・着替えやタオルなど個人の持ち物には名前をつけるようお
願いしていますが「着なくなったらオークションに出すから名
前は書けない」と絶対に書いてくれないお母さんがいました。
（40代／女性）
・お菓子を無断で持ってきていた子がいたので一応取り上げ
ておいたら、あとで母親から抗議の電話がかかってきた（40代
／男性）
 
■ほかの園児とのトラブル
・自分の子供と同じ名前の園児がいることを不満に感じる保
護者が数週間にわたって時間を問わず電話をかけ続けてい
たことがあります。当の園児が他所の保育園に移るまで続き
ました。（30代／男性）
・ほかの預かっている子供に対して殴りかかったので叱りつ
けたら、理由も聞かずに子供が保育士に怒鳴りつけられたと
包丁を持って夫婦で殴り込んできました。（40代／男性）

■ケガ
・とにかく些細なケガでもしつこくクレームを言ってくる。子供
のうちは擦り傷くらい日常茶飯事だとは思っていても、それを
口に出すと逆効果になってしまう。（30代／男性）
・園児は遊んでいたらどうしてもケガをしてしまうものですが、

擦り傷程度でも警察沙汰にした方がいました。（10代／男性／
学生）
 
■その他
・離婚でもめていた夫婦。妻側が夫に娘を会わせないので、夫
が娘を連れ去ろうとする。夫婦間でちゃんと協議するよう説
得。（40代／男性）
・その子のお昼寝の時に自分が作った絵本を必ず読んでくだ
さいという強者がいました。（30代／女性）

　自分の子どもが一番かわいいと思う親心はわかるが、こうし
たクレームを入れるモンスターペアレンツは、過敏になりす
ぎなのかもしれない。

【調査概要】
調査地域：全国
調査対象：保育士・元保育士（年齢不問）
調査期間：2016年04月28日～2016年05月12日
有効回答数：男女100サンプル

「私が遭遇したモンスターペアレント」調査結果を発表！！
クレームの内容は、やっぱり「お遊戯会」に集中！
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　スポーツウエアの可能性にチャレンジするNikeLab（ナイキラボ）は、今回新たに人
気デザイナー、オリヴィエ・ルスタンとコラボしたフットボールスポーツウエア「フット
ボール ヌーボ コレクション」を発表した。フットボールプレイヤーのオフピッチでの
パフォーマンスニーズに応えられるように開発されたジャケットやトップスのほか、世
界トッププレイヤーも愛用するナイキのフットボールシューズシリーズにインスピレー

ションを得たシューズなど、ゴージャス
さと機能性を兼ね備えた商品が店頭
に並ぶ予定だ。
　今回コラボレーションアーティスト

に抜擢されたオリヴィエ・ルスタンは、若干25歳にしてフランスのラグジュアリーブラン
ド「バルマン」のトップデザイナーに、就任した才気溢れる若手デザイナー。今回のナイ
キラボとのコラボについて「ファッションは通常はファッションショーの舞台やそこで披
露されるグラマラスさが注目されるけど、ナイキにとって重要なのはアスリートとパ
フォーマンス」と今回のコレクションを振り返る。一番気にかけた点は「本当にアスリー
トがそのウェアを選ぶか？」だったという同コレクションは、勝者の証であるゴールド色
が随所にさりげなく散りばめており、スタイリッシュながらも高級感が感じられるデザ
インが特徴。クラシックなN98ジャケットは、男女ともに胸の位置にナイキの紋章が刻ま
れており、フットボールのユニフォームを彷彿させる。トップスはメッシュ素材を使用し、
快適性とラグジュアリー性を見事に融合させている。
　ナイキのフットボールシューズの人気シリーズであるMagista、Mercurial、Tiempo、
Hypervenomにインスパイアされたラインナップも抜群の存在感を醸し出している。
異次元のフィット感を実現したMagistaシリーズ、爆発的なスピード感が特徴のMercu-
rialシリーズ、比類ない心地よさと圧倒的なボールタッチが人気のTiempo、スピーディ
な方向転換をサポートするHypervenomは、どれもメタリックゴールドの刺繍やジッ
パーが華やかさを演出してくれる一級品揃い。
　ナイキならではのスポーティさとルスタン独自のゴージャスさが見事にマッチした

「フットボール ヌーボ コレクション」。細部までこだわりぬかれたデザインをぜひ体感
してみよう。

Nike（ナイキ）
ウェブ：www.nike.com.hk/index.htm?locale=en-gb　

Nike Lab PS7店
住所：7 Pak Sha Rd., CWB
時間：日～木12:00～22:00
　　  金、土12:00～22:30

［ Nike ］ 

ナイキラボ新作コレクション
ゴージャスさ漂うフットボールウェア＆シューズ！
ナイキラボ新作コレクション
ゴージャスさ漂うフットボールウェア＆シューズ！
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香港香港

◆夏でも爽やか、透明感のある健康的な美人になりたい
女性は8割以上！

　はじめに、「夏になりたい自分のイメージは？」と聞く
と、「透明感がある輝きオーラ美人」約5割、「メイクが薄
く、爽やかナチュラル肌美人」約3割、「スポーツしても、
汗・皮脂でべたつかないクールなアクティブ美人」1割、

「お泊りしても朝のすっぴん顔OK美人」1割、という結果
に。なりたい自分のイメージのために「夏はスキンケア
を変える」と回答した人は6割であった。

◆実際にどうしてる？「夏でも爽やか、透明感！」夏肌対策
の実態は…

　具体的な夏肌のスキンケア対策としては、「べたつか
ない軽めのスキンケアに変える」（32歳）「日焼け止めな
どの紫外線対策をしている」（24歳）という回答がもっと
も多い結果に。エアコンの乾燥対策で「保湿をしっかり
する」（35歳）、一方「クリームをジェルに変え保湿を少な
めにする」（40歳）など真逆の意見もみられた。汗に強い
コスメを使用する人も多いため、「クレンジングはしっか
り」（45歳）「毛穴・皮脂専用の洗顔料を使う」（31歳）とい
う意見も多く、夏のスキンケアは『さっぱり』の傾向で、保
湿がおろそかになりがちであることがみうけられる。
　いつまでも、「透明感のある輝きオーラ美人」でいる
ために！
　べたつく夏でもダメージを乗りきる、正しいスキンケ
アのポイントとは？

◆紫外線対策だけでは不十分、基本のケアを毎日徹底
することが実は大事！

　夏は紫外線だけでなく、うだるような蒸し暑さとエア
コンの効いた室内との温度差、汗と無意識の冷えのくり
返しで、肌はさまざまなストレスを受け、エイジングを
加速させるダメージに直結。肌だけでなく、自律神経ま
でも不調になりがちだ。夏のぐったり肌の元気を取り戻
すには、実は「洗顔」「保湿」、基本のスキンケアをおろそ
かにせず、ていねいに続けることが近道だ。正常な肌機
能を取り戻し、自ら肌活力を高められるよう、コントロー
ルしよう。

【夏のスキンケアにおけるポイント】
・朝と夜、1日2回の洗顔で、汗や皮脂をリセット、夏でも
ぬるま湯で優しく洗い流す。
・脱脂力の強すぎる洗顔料はNG。さっぱりタイプでもき
ちんと潤いキープできるものを選ぶ。
・ほてったり、バテた夏肌には、ぬるま湯で洗顔後、冷水
や化粧水で引き締めてあげると効果的。
・夏でもすぐに保湿が重要。
・手を抜いていると、秋口に夏の蓄積された疲れが表面
化、老化顔になってる？！なんてことも。

株式会社シェルゥームは、美容に興味を持つ20代～50代の女性を中心に「夏になりたい自分のイメージ」に関する調
査を実施。その結果、「透明感がある輝きオーラ美人」や「メイクが薄く、爽やかナチュラル肌美人」など、ナチュラルで透
明感のある、健康的な美人になりたいと思っている女性が約8割に上ることがわかった。そのために「夏はスキンケアを
変える」と答えた人は6割、その一方で、意外と正しい肌の対策をしていない人の存在も明らかとなった。

【調査概要】
調査方法：インターネットによるアンケート
調査期間：2016年3月18日～4月3日
調査対象：主に20代～50代の女性
調査人数：1,049名 
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　色が白いというだけで美人という
太鼓判がもらえる、インドネシア・バ
リ島。日本人がモテるのも当然「色
白」がNo.1の理由だという。在住３年目ですっかり
日に焼けてしまった私は「小麦肌のほうがセクシー
でよくない？」と尋ねると、その区別はどうやら少し
複雑らしい。例えば、元々色白の肌が薄茶色くなる
のはスイートな感じで合格。しかし、元々地黒の肌が
さらに焼けると「汚い」「不潔だ」「お金もってないみ
たい」と散々となる。というわけで、男も女も日 「々白
くなる」ための努力を欠かさない。例えばルルール。
ジャワ伝統のスクラブトリートメントのことで、一般
的にはお米とターメリックなどのスパイスを自分で
調合して使っているそうだ。バリ人の友人も週末に
は姉妹でルルールを調合しては体に塗り合い、こす
り合い「白くなれ～！」と美白作りに勤しむこともしば

しばだそうだ。毛穴の汚れや角質が除去され色が白
くなるというのだが、日に焼けた分が解消されたわ
けではない。そこで、欠かせないのがブンコアンと
いう野菜のような果物のような食材だ。味は無味無
臭の梨のようで、ルジャックと言われる辛いサラダ
などによく使われる。このブンコアンは美白効果が
期待できる成分がたっぷり含まれ、日焼けした肌の
ほてりも軽減されるということで、多くのローカル化
粧品にも使われている。 色白に一歩でも何歩でも
近づくため、ブンコアンの美容成分を口からも皮膚
からも接種しているのだ。日本ではなかなかお目に
かからない、ブンコアン。私もその効果を信じて今日
からブンコアン化粧水デビューを果たしたい。

From インドネシア
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梨のような果物ブンコアン
実は美白効果が期待できる？

ローカル美容法

文：青松知加
アピ・マガジン編集部
2002年4月バリ島で創刊。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。
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薬局やスーパーで必ず見かけるブンコアンコスメ
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　透析歴29年の患者が運営する、腎臓病・透析患者向けポータルサイト「じんラボ」
を運営する株式会社ペイシェントフッド（東京都世田谷区、代表取締役：宿野部武志）
は、腎臓病・透析患者を対象に食事療法『減塩』についてアンケート調査を行った。

腎臓病・透析患者の治療の一つに食事療法がある。
　食事療法の目的は病状の進行を遅らせたり、体調を良
好に保つなどであるが、病気の段階を問わず重要なのは

「減塩」。「減塩」は一般的にも広くその重要性が広がって
きているが、患者にとっては腎臓への負担軽減や高血圧
を防ぐなどの重要な役割を果たす。そこで、腎臓病・透析
患者に共通している「減塩」をテーマに、患者自身が行う
食事療法への取り組み方を調査し、現状の問題点等を検
討するため、アンケートを実施した。
 
　平成26年調査の「日本人の食塩摂取量の平均値」は
10.0g（厚生労働省国民健康・栄養調査結果）。1日あたり
の食塩摂取量目標値は男性8g、女性7gとされてるが（日
本人の食事摂取基準2015年版）、腎臓病・透析患者はさ
らにそれを下回る6g未満が望ましいとされている。健康
な人の半分近い塩分量にする必要があるため、ほとんど
の方が減塩対策を行っていることがアンケート結果から
もわかる。
 

腎臓病・透析患者にとって減塩対策は必須だが、患者の74.4%、7割以上が
減塩対策に対する悩みを抱えているという結果に。
　その理由としては「外食先の減塩メニューがな
い」が60.3%と最多。患者が行っている減塩対策の
記述回答では「ラーメン店ではスープを飲まない」
という意見が多く見られた。ラーメンの塩分量は醤
油や味噌ラーメンでだいたい10g前後(スープ含)。
インスタントラーメンでも5～6gあり、スープも飲み
干すとたった1食で1日分以上の塩分量を摂取する
ことになる。それでも患者にとっては減塩対策を講
じてでも食べたい食品の筆頭に上がるようだ。

　また、日常的な減塩で薄味に慣れてしまい「味が
濃いので極力外食はしない」など、生活スタイルに
影響するほどの減塩対策を行っている患者も多く、
外食にまつわる苦悩が窺える結果となった。

　昭和40年以降、日本の塩分摂取量は徐々に減少傾向にあるが、WHO（世界保健機
構）の最新ガイドラインでは1日5g以下を推奨しており、日本の「男性8g、女性7g」と
いう目標値も世界的に見れば高水準だ。腎臓病・透析患者だけでなく、一般的にも減
塩に対する意識が高まってはいるものの、外食産業では減塩料理を提供している飲
食店はまだまだ少ない。また、患者とはいえ外食は一切しない巣ごもり生活では気
分は滅入り、外食をすべて排除した日常生活は人間関係を築く上でも困難と言える。
日本でも多くの減塩製品が開発され、家庭での減塩が比較的容易になった昨今、外
食産業においても減塩メニューの開発や販売を国を挙げて推進し、減塩が当たり前
となる社会を目指すことで、世界水準の塩分摂取量に向かうのではないだろうか。

腎臓病・透析患者の『減塩』に関するアンケート調査結果発表外
食
産
業
の
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塩
メ
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ュ
ー
導
入
が

患
者
を
救
う
？！

はい
83.3%

いいえ
16.7%

あなたは減塩対策を
していますか（n=78）

減塩対策で困っている
ことはありますか（n=78）

減塩対策で困っている理由はなんですか （n=58：複数回答）

はい
74.4%

いいえ
25.6%

減塩商品が割高

購入先が限られている

食品に塩分量(ナトリウム)表示がない

外食先に減塩メニューがない

その他

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

                                                    50.0%

                     27.6%

                                             44.8%

                                                                  60.3%

12.1%

【調査概要】
調査方法：WEBアンケート
調査期間：2016年5月2日～5月9日
調査対象：腎臓病・透析患者・腎移植者
調査人数：男女78名（年齢不問、内透析患者68名：87.2％）
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　韓国は世界的に見てもガーリックの消費量が高い国であることをご存知だろうか？韓
国焼肉店ではガーリック1片が丸ごと焼かれ、国民食のキムチは砕いたガーリックが漬
けられ、すりおろしガーリックはもはや調味料と言っても過言ではないほど使用頻度の
高いものだ。そんなガーリック大国・韓国の人気イタリアンレストラン「マッド・フォー・
ガーリック（Mad For Garlic）」がついに香港の銅鑼湾（コーズウェイベイ）にやってくる! 
ガーリックをふんだんに使用したイタリアン料理が人気を呼び、2001年の開業以来本
国では38店舗を展開するまで成長を続けている同店が、香港グルメ達にどのような料
理を見せてくれるのか注目が集まっている。
　ガーリックをメインに扱っているものの、同店が大切にしているのは素材間のバラン
ス。オーブンでこんがり焼かれたパンから、クリスピーなサラダ、パスタ、ステーキ、リゾット

に至るまで全てのメ
ニューに絶妙な加減で
ガーリックが使用されて

いる。オススメは海老、パイナップル、そしてフライド・ガーリックがトッピングされた
「Garlic Snowing Pizza」。パリッとした生地にプリプリの海老と果汁たっぷりの甘いパイ
ナップルが乗せられており、ガーリックのピリッとし
た辛味とのマッチが味わい深い一品だ。イタリアン
と言えばパスタという人は「Garlicpeno Pasta」を
オーダーしてみよう。スライスされたガーリックに
唐辛子の辛味が加えられており、食欲を増進してく
れるパスタは次の一口が止まらないほど。肉料理
が好きな人は「Garlice Sirloin Steak」をどうぞ。炒め
られたガーリックとカリカリのガーリックチップスが肉厚のステーキにどっかりと載せられ
た一品で、その迫力に思わず息を呑んでしまいそうだ。
　ヨーロッパのワイナリーのような内装が特徴の同店では、ガーリックとイタリアンに合
うワインのペアリングサービスも行っている。リーズナブルなプライスを実現しているワ
インで日頃の疲れを癒す一夜を過ごそう。
　疲労回復や風邪の予防、食欲促進や血流促進の効果があるガーリック。夏バテ対策
に、活力回復に、ぜひ足を運んでみて。

Mad for GarlicMad for Garlic

ガーリック大国・韓国発！
ニンニクをふんだんに使用した新感覚イタリアン
ガーリック大国・韓国発！
ニンニクをふんだんに使用した新感覚イタリアン

Mad for Garlic
住所：Shop 1104, Times Square, CWB
時間：11:00～23:00
フェイスブック：madforgarlichk

Garlic Snowing Pizza

Garlic Steak

Garlic Peno Pasta
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www.pocketgourmet.com.hk

現地日本人の
クチコミ満載！
現地日本人の
クチコミ満載！
日本からの友人の
アテンドに便利！
日本からの友人の
アテンドに便利！
新店情報も楽々ゲット！新店情報も楽々ゲット！

出張時にも使える！出張時にも使える！

旅行者向けの
中華料理店も回避！
旅行者向けの
中華料理店も回避！

日本からの友人の
アテンドに便利！
日本からの友人の
アテンドに便利！
新店情報も楽々ゲット！新店情報も楽々ゲット！

出張時にも使える！出張時にも使える！

旅行者向けの
中華料理店も回避！
旅行者向けの
中華料理店も回避！おしゃべりよりまずは食べよう！

家族と一　にお気に入りの広東料理
おしゃべりよりまずは食べよう！
家族と一　にお気に入りの広東料理

あなたの知らない香港？？

　開放感溢れる屋外バーで冷たいカクテルを楽しみたい人は、クラウンプラザホテル
28階の「Club ＠28」に足を運んでみよう。風が気持ちよく吹き抜けるルーフトップバーと
して知られる同店では現在フレッシュなフルーツにヒントを得て作られたカクテルや、
オイスターとワインの豪華セットメニューを提供中。ホテルプールに隣接する優雅な空
間で夏ならではの時間を楽しもう。
　フルーツの酸味と甘みを見事に引き出して作られたカクテルはどれもさっぱりとした
喉越しが恋しくなる夏にぴったりのドリンク。まずはハバナクラブの3年物のラムとフ

レッシュグレープ、ライム、ミント、そしてクランベリー
ジュースがミックスされた「Scarlet Mojito」で爽やかな
味わいを実感してみて。より強い辛味が欲しいという人

は3年物のハバナクラブラムとバカルディ151、フ
レッシュライム、レモンジュースにタバスコが混ぜ
られた「Tom Yum」がオススメ。まるで本物のトム

ヤムクンのような酸味と辛味が味わえるカクテルは暑い夏をさらに盛り上げてくれるこ
と間違いなし。コーヒーホリックは上質なエスプレッソコーヒーとパトロンシルバーテ
キーラ、さらにベイリーズが加えられた「XO Expresso」をオーダーしてみよう。アイス
ティーのジャーに入れられたドリンクは飲み応え抜群。富士山の流水で醸造された「富
士高砂」も取り揃えている同店では、梅の香りが豊かな「富士高砂スパークリング梅酒」
や、自然由来の甘さが口いっぱいに広がる「富士高砂スパークリング酒」もオーダーする
ことができる。各種ドリンクで夏の暑さで火照った体をクールダウンさせよう。
　開放的な屋外バーのサイドメニューとして欠かせないのがよく冷えたプリプリのオイ
スター。富士高砂のスパークリング酒のボトルとオイスターがセットになった豪華メ
ニューは3種6個のオイスターでHKD528、6種12個だとHKD668で味わえる。もう少しラ
イトにオイスターを味わいたいという人向けにはシャルドネ1杯と3種のオイスターの
セット（HKD168）か、2杯と6種12個のオイスターのセット（HKD468）がオススメだ。
　熱い夏こそ屋外で楽しく過ごしたいもの。銅鑼湾の夜景やハッピーバレーの喧騒を
堪能しながら冷たいカクテルやワインを楽しむ一夜を過ごしてみてはいかが？

Club @28Club @28

外飲みが気持ちいい季節がやってきた!
ルーフトップバーで味わう新鮮オイスター
外飲みが気持ちいい季節がやってきた!
ルーフトップバーで味わう新鮮オイスター

Club @28
住所：28/F., Crowne Plaza, 8 Leighton Rd., CWB
電話：(852)3980-3300
時間：日～木10:30～25:00
　　  金・土・祝日前日 10:30～26:00
　　  ハッピーアワー  17:00～20:00
ウェブ：www.cphongkong.com/eng/club@28.php　
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　今回は、事前アンケートで“料理に自信がある”と回
答した「料理が得意な主婦」と、“料理に自信がない”と
回答した「料理が苦手な主婦」を各250名に分けて調
査を実施。普段の料理における意識・実態や、「作り置
きレシピ」に対する興味・関心の度合いを探った。

◆“効率”や“時短”は、料理上手の必須条件!?
　はじめに、「料理が得意な主婦」たちに、「自分が料理
上手だと思うポイント」を聞いたところ、「調理の手際」
（76％）、「時短テクニック」（67％）が多い結果となった。

　また、「料理が苦手な主婦」たちに「もっと向上した
いポイント」を聞いた質問でも、「レパートリーの豊富
さ」（63％）に続いて、「調理の手際」（51％）、「時短テク
ニック」（43％）という回答が上位に。“効率”や“時短”が
料理上手の条件であるという点は、主婦たちの共通認
識であると言えそうだ。

◆“おかずこれだけ？” “もう1品ない？” 時短とボリュー
ムの両立に悩む主婦たち
　一方、「料理の時短」の代償になりがちなのが、おか
ずの品数。

　実際に、「毎回家族に十分なボリュームのある料理を
作ることが出来ている」と回答した人の割合は、「料理が
得意な主婦」（94％）では90％超に上っているのに対し
て、「料理が苦手な主婦」においてはわずか40％。
　さらに、「家族に料理のボリュームのなさについて
不満を言われた経験がある」（26％）と答えた「料理が
苦手な主婦」も約4人に1人にのぼっている。
　具体的には、「時間がなくて品数が少なくなった時
に、夫から“おかずこれだけ？”と言われたことがある」
（25歳）、「買い物に行く時間がなく、冷蔵庫のあるもの
だけで作ったら、家族に“もう1品ないか”と聞かれた」
（22歳）などの回答が。

◆料理上手たちが注目する「作り置きレシピ」…肉をは
じめとしたメイン料理でも活用
　そんな主婦たちの悩みの解決策にもつながるのが
「作り置きレシピ」だ。実際に、「料理が得意な主婦」が
「最近レシピ選びの時に注目している言葉」を聞くと、
「作り置き」（31％）が最も多い結果となり、「節約」
（19％）、「アレンジ」（16％）を上回った。
　そこで、具体的に「料理が得意な主婦」たちの「作り
置きレシピ」を聞いたところ、下記のような回答が。
 

●「煮卵はお弁当にも入れられて便利。紅茶豚も
チャーシューのように使えるし、サラダに使っても豪華
に」（34歳）
●「南蛮漬けは野菜も沢山摂れて、味もさっぱり。肉も
入れておくと、作り置きながら立派なメインメニューに
なる」（35歳）
●「鶏むね肉はももに比べて安く売ることも多い。安売
りの時に買い込んで、鶏ハムや鶏チャーシューを作る」
（25歳）

　料理上手たちは、メイン料理も含めて事前に「作り
置き」をしておくことで、時短とボリューム両方をかな
えるレシピを作っているようだ。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査対象：「ほぼ毎日、自身で夕食を作っている」
　　　　  20～40代主婦（年代で均等割付）
　　　　  ※「料理に自信がある」と回答した人250名、
　　　　  「料理に自信がない」と回答した人250名
調査期間：2016年4月26日～4月28日
調査人数：500名
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　忙しい主婦にとって、毎日手間ひまかけて料理を作るのは大変なこと。そんななか、近年注目が集まっているのが「作り置きレシピ」。週末など、
時間がある時にまとめて料理を作り置きしておくことで、平日や忙しい日の調理時間や手間を大きく削減できる。そこで今回トレンド総研では、
この「作り置きレシピ」をテーマに、500名の主婦を対象としたアンケート調査を実施した。
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