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【調査概要】
結婚前の同棲についての意識調査～「マッチアラーム」調べ～
調査方法：インターネットログイン式アンケート
調査期間：2016年06月25日～27日　
調査対象：マッチアラーム会員
調査人数：20・30代の独身男女763名　　　　

◆まず「結婚前に同棲したい？」という質問に対しては、男
性の89.7%、女性の66.5%が「結婚前に同棲をしたい」と
いう結果となり、女性よりも男性の方が結婚前の同棲を
望んでいることがわかった。

◆次に年代別にみてみると、男性では20-24歳で88.6%、
25-29歳では94.4%、30-34歳では92.9%、35-39歳では
83.7%の人が結婚前の同棲を希望し、年代に関わらず大多
数の人が結婚前の同棲を希望する傾向に。一方女性では
全体で66.5%と男性に比べて結婚前の同棲を希望する割
合は低かったものの、20-24歳では88.5%と男性同様に約
90%の人が結婚前の同棲を希望していることがわかった。

◆また、「結婚前に同棲したい」と回答した理由について
は「お互いの価値観や生活スタイルを知るため」、「家事
やふたりの今後の生活を考えるため」、「生涯を共にする
パートナーになり得るか見極めるため」などのコメントが
見られ、一方、「結婚前に同棲したくない」と回答した人か
らは、「結婚前に相手を知りすぎると結婚後の楽しみがな
くなる」、「自由な時間が減りそう」、「結婚のきっかけを見
失う」といったコメントが見られた。.

■同棲「したい」理由
◯男性
・「その人との価値観を見極めるために」（20代半ば/京
都府）
・「お互いの生活スタイルを見極めるため」（30代前半/神
奈川県）
・「生涯を共にするパートナーとして見極めたい為。」（30
代後半/大阪府）

◯女性
・「本当に結婚してやっていけるか事前に確認するため」
（20代半ば/山口県）
・「2人で生活したらどうなるか肌で感じてみたいから。」
（20代半ば/石川県）
・「同居すると変わる人もいるから」（30代後半/北海道）

■同棲「したくない」理由
◯男性
・「同棲するなら結婚する。付き合ってる時はお互いの家
に泊まりに行けばいいと思う」（30代後半/埼玉県）
・「結婚前に知りすぎると結婚の楽しみがなくなるかな。」

（30代半ば/東京都）
・「自由な時間が減りそう。結婚までは自由でいたい。」
（20代半ば/神奈川県）

◯女性
・「結婚したときに新鮮味がなくなりそう」（30代前半/愛
知県）
・「結婚のきっかけがなくなる」（20代半ば/東京都）
・「ボロが出る」（30代前半/岐阜県）
・「結婚してから、2人の生活をスタートしたい」（20代半ば/
富山県）

　今や日本でも3組に1組のカップルが離婚しているとい
う現状。プレ結婚生活としての前向きな同棲でお互いの
事をよりよく知るということは、離婚率上昇の歯止めとな
る可能性はある。ただし、後の新婚生活を存分に楽しむ
ためにも、前もって期間を決めておくなどの工夫は必要
かもしれない。

「結婚前に同棲し
たい？」

男性の約90%が「
したい」と回答
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Facebookを活用した婚活アプリ「マッチアラーム」は、20代、30代の独身男女763名を
対象に、恋愛、婚活に関する調査を実施した。

GELTIN “GELATIN GELTIN GELINTIN”
住所：Galerie Perrotin, 17/F., 50 Connaught Rd., Central
期間：～8月20日
時間：18:00～20:00

　独特のセンスで90年代頃から注目を集める
4人組芸術家「Gelitin」。オーストリア出身の彼
らが、今回香港で四半世紀の回顧展を開く。そ
の名も「Gelatin Gelitin Gelintin」。この20年間
の間で作り上げてきた、奇抜な作品の数々が
展示される予定だ。
　始まりはオーストリアのウィーン。アリ・
ジャンカ、フロリアン・レイザー、トビアス・アー
バン、ウォルフガング・ガントナーの4人によっ
て結成された。全く異なる性格を持ち合わせ
た彼らは、ギリギリのユーモアを交えておおら
かに、子供のような無邪気さを以て、時にはわ
ざとらしいセクシーさを取り入れながら作品
を作る。その世界観は独特で、2025年までア
ルプスの山の中に横たえられている内臓の飛
び出た巨大ウサギ「天国からの落とし物」や、
かつてザルツブルク市から苦情が寄せられた
こともある巨大な男性裸体彫刻「凱旋門」は彼
らがどのようなアーティストであるかを見事に
伝えている。今回の回顧展でも、一部の展示は
18歳以下の閲覧不可のため注意が必要だ。

　展示内容はパフォーマンスやドキュメン
テーションから、彼らのユーモアに溢れた
センスと美術的センスが駆使された代表作品
「モナリザシリーズ」まで多岐に渡る。世界で
最も有名な絵画を、ほとんど原型をとどめるこ
となく、オマージュとして描き上げられたこの
作品は、2008年パリにおいて初めて公開され
たものだ。また、塑像用粘土で作った鮮やか
な花の絵画や過去の作品やこれから描く作品
の下書きまで見ることができる。そのほか注
目すべき展示としては「Falling Sculptures」が
挙げられる。この作品はその名の通り、底に
取り付けられたレバーを押すと床に落ちる仕
組みになっている。しかし単純にこの作品を
壊しても良いというものではない。ドタバタ
喜劇のようなおかしさと壊したら買い取らさ
れるかもしれないという恐怖こそが、作品の
価値を問うという点でこの作品の醍醐味と

なっているのだ。それから真っ暗な部屋に
は、オイル漬けのぬいぐるみが瓶詰にされた
グロテスクな展示。トラウマにもなり得るこの
展示は子供たちが複雑な心境を感じたり、こ
ういったものを見る勇気を培ったりすること
を目的にしている。そして最後に「Whatever 
Happened to Gelitin」と題されたショートムー
ビーシリーズ。そこでは彼らが成し遂げてきた
多くの巨大で独創性に溢れたパフォーマンス
がドキュメンタリー形式で映し出されている。
　一度怖いモノ見たさに行ってみるのもい
いかも？ ユニークかつ恐ろしい作品たちが
あなたを歓迎してくれるはず。

ライフ（香港・広東共通）
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Vol. 84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

　今回は香港の山を少しだけ忘
れて（笑）、今年の旧正月に行っ
たオーストラリアで歩いたコース
を紹介したい。シドニーとエアー
ズロックから日帰りで行ける「ブ
ルーマウンテンズ」と「キングス
キャニオン」を歩いてきた。
　オーストラリアは南半球に位置
し、2月の気候は真夏。薄手のハ
イキングウエアを着て、まず訪れ
たのはシドニーから電車で2時間
の世界遺産ブルーマウンテンズ
国立公園。ここはユーカリの木々
から発生するオイルが蒸発して
景色全体が青みがかるという幻
想的な景色が楽しめる人気のス
ポットだ。ブルーマウンテンズへの
玄関口はカトゥーンバ駅。シドニー
の中心地とは全く雰囲気が違い、とても田舎で素敵な
街だった。2.7kmの道を歩いて、シーニックワールドに向
かった。ロープウェイやケーブルカーがある小さな遊園
地だ。普通の観光客は乗り物でスリーシスターズに向か
うのだが、私たちはその道のりを歩いて向かう。入口の
横にある細い道を進むと、ここからトレイルスタート。始め
は300mほど、岩の階段を一気に下る。するとウェント
ワースの滝に辿り着いた。一度ではカメラに収められな
い程大きく、見事な滝だった。その後しばらく谷底を歩くと、そこから一気に1000
段の階段を上る。青みがかった景色を楽しみながらゆっくり上っていくと、何と
ゴールはスリーシスターズの真横であった。3つの連なった岩の形はとても奇妙
で、雄大な景色の中では一際目立っていた。ここまでトータル6kmの道のり。乾
燥した風が心地よく感じられ、初心者でも気持ちよく歩けるコースでだった。
　別日、オーストラリア中部の砂漠地帯に位置するキングスキャニオンに向か
い、全長6kmのキャニオン・リム・ウォークを歩く、英語ガイド付きのトレッキングツ
アーに参加した。この日の気温は36度、強い日差しで肌がジリジリ焼けていくの
がわかった。歩き始めてまもなく、270mの登りで全身から滝のように汗が出た
が、湿度が20%以下と乾燥していたため「汗をかいてもサラサラ！」という香港で
は体験できない、とても不思議な感覚を味わった。どこまでも続く茶色い絶壁と
突き抜けるような青空のコントラストが素晴らしかった。しかし、なぜか大量にハ
エが飛んでおり、ハエ除けネットをしないと歩くことができないというのが難点
だったが、約3時間、最後まで歩ききった。「世界の中心で愛を叫ぶ」のロケ地に
もなったこの場所はぜひ訪れていただきたいイチオシスポットだ。
　今回のコースは、どちらも初めて出会う景色がたくさんあり、ワクワクの連続
だった。世界中の山に挑戦していきたい！という新たな目標ができた良い旅で
あった。
　さて次回は香港に戻り、名所「ライオンロック」をご紹介。お楽しみに♪

キキのプロフィール
香港に来て2年目。元々運動が大嫌いだったが、香港に来て山歩きの楽しさを知り、今では毎週末、主人
と山へ出かけている。

ENJOY
ENJOYHIKING！
HIKING！

Vol.3
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　生活をしていると、ケガをすることもあります。しかもそのケガ
の原因が人間ではない場合もあります。例えば、犬に咬まれるな
ど…。中国にも動物が原因による損害の賠償について規定した法
律があります。いくつかの場合に分けてお話しましょう。
　まず誰かに飼われている動物の場合です。飼われている動物に
よって損害が発生した場合は、飼い主もしくは管理人が賠償責任を
負わなければならないとされています（民法通則第127条。侵権責
任法第78条）。管理人とは、直接の飼い主ではないけれど、そのとき
に動物の管理に責任を負う者です。例えば、犬の散歩について誰か
に頼んだとき実際に犬の散歩をさせていた人や、動物が病院に
入っていたときの動物病院の担当者などです。ところで、飼われて
いる動物によって損害を負っても相手が責任を負わなくていい場
合があります。しかし、それは厄介なことに法律によってその内容が
異なっているのです。民法通則第127条後段では「被害者の過失で
損害が発生した場合、動物の飼い主もしくは管理人は責任を負わ
ない。第三者の過失によって損害が発生した場合、第三者が民事責
任を負担する」とあります。これに対して侵権責任法第127条後段
は、「損害が被害者の故意または重過失によって引き起こされた場
合、責任は負わないか軽減することができる」としています。故意や
過失があるとは、つまり被害者側に非がある場合ということです。
「犬」だと例えが難しいですが、「牛」の前で赤い布を見せて、ケガを
した場合などは、動物が原因の損害に対して被害者側に非があると
言えるでしょう。家畜による損害もこれらの条文が適用になるので、
中国の農村などに行けば牛もおり、ありうる話です。しかし、単なる
過失で免責されるのか、重大な過失で責任が軽減されるのかが
ハッキリしません。この場合、どちらも正解であり、「使う条文によっ
て回答が変わることがあるのが中国法」と覚えておきましょう（な
お、筆者の個人的見解では、民法通則の方が優先されると思いま
す）。また、ここでいう「第三者の過失によって損害が発生した場合」
ですが、例えば犬を散歩しているときに第三者が過失でとても大き
な音を立て、それに驚いてパニックになった犬が他の人に咬みつ
いた場合などが具体例としてあがるでしょう。飼い主でも被害者で

もない第三者が原因の動物による損害です。この場合、最終責任は
第三者が負いますが、被害者は第三者と飼い主、管理人の誰に対し
ても損害賠償を請求することができます。飼い主や管理人が損害賠
償を支払った場合には、飼い主や管理人が第三者に賠償金額の求
償を請求することができます（侵権責任法第83条）。
　次に被害者側に過失や故意があっても損害賠償を請求できる
場合があります。それは、安全措置を取っていない動物や飼うこと
が禁止されている危険な動物が原因で損害が発生した場合です。
これは非常に大きく獰猛な犬に口輪をしていなかった場合や、ラ
イオンなどの危険な動物を飼っていた場合などが該当します（侵
権責任法第79条～第80条）。
　また動物園の動物により損害を受けた場合も、動物園が動物の
管理につき職責を果たしていたという証明ができた場合を除き、
動物園から損害賠償を取ることができます（侵権責任法第81条）。
さらに、棄てた動物や逃げた動物から損害を受けた場合には、元
の飼い主や管理人が責任を負わなければならないとされていま
す（侵権責任法第82条）。

※本記事の内容は筆者（高橋孝治）
が講師を務めた「分かりやすい法
律教室」（2014年11月28日北京に
て実施・主催：北京日本人会婦人委
員会）で受けた質問に対する回答
の一部を再構成したものです。

中
国
法
律
事
情

目
か
ら
鱗
の

〈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。
中国法の研究を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。現在、中国政法大
学　博士課程で中国法研究をしつつ、執筆や講演も行っている。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「法律コン
サル士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』
（労働調査会）。詳しくは「高橋孝治　中国」でネットを検索！

動物による損害の賠償
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。

11

ライフ（香港・広東共通）

16 Pocket Page Weekly 29 July 2016 No. 550
B



香港

香港

　心と身体の健康を追い求めるフィットネススタジオ「Odinson」。落ち着い
た隠れ家の様なスペースは、個人トレーニングやヨガにぴったりだ。そんな
上環（ションワン）にあるスタジオでは精神、身体、コミュニティにおいてポジ
ティブな変化を起こすことを目的とした年に2回のエンライトメントシリーズ
を開始した。スタートさせたのは、旬なヨガインストラクターのダイラン・
バーンステインだ。14歳でヨガを始め、2001年にアジアへ移り住んだ彼は
インドでヨガの教授法を学び、現在はアジアやヨーロッパ、アメリカなど様々
な国の人々にヨガを伝え続けている。彼のヨガに対する理解と教えの基礎に

なっているのは、アシュタンガヨガとプラナヤ
マと呼ばれる呼吸法、そのほかのシッティン
グ・プラクティスである。
　運動量がとても多いアシュタンガヨガでは、
呼吸に合わせた単純な動作が順番通りに途切
れなく行われる。このヨガの専門であるダイ
ランは、背中を伸ばしたりさかさまになったり
することで得られる「気づき」と「平静さ」を生

徒に探し求めてもらいたいと考えている。Odinsonでのダイランのエンライト
メントシリーズは会員、非会員ともに参加することができ、その料金はカンボ
ジアを拠点とするNGO「Krama Yoga」の収益となる予定だ。カンボジアで最
も長く公共ヨガスタジオを営む「Krama Yoga」は、貧困や虐待、中毒などに苦
しめられる子供たちに対してヨガや生活に役立つスキルを教えることで、下
級層のコミュニティを援助している。ダイランがゲストとしてレッスンを行う
のは7月の毎週月曜日と火曜日。あなたもヨガを実践して人生にポジティブな
変化を起こしてみよう。

Odinson Training & Yoga
住所：11F The Pemberton, 
　　  22 Bonham Strand, Sheung Wan
電話：(852)3955-2206
ウェブ：odinson.asia   

Odinson Training & Yoga

アシュタンガヨガのプロの下で学ぶ
心と身体を豊かにするヨガ実践
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　1921年、「真鍮（しんちゅう）とニッケル銀シートメタルを鋳造技術をもって加工する
ワークショップ」としてスタートしたAlessi。創業以来常に高い品質を保ち続け、約100年
の歴史の中で、優れたイタリアンデザインを生み出すブランドの1つとして徐々に認め
られるようになった。最先端の創
造性と一般の人が求めるものを
バランスよく組み合わせたデザ
インが特徴的。卓越した専門技
術を活かして作る彼らの製品は、
実用的でありながら家にお洒落
な雰囲気をもたらしてくれる。香
港にあるAless i は現在Town 
House familyの下、3店舗を展開
している。
　そんなAlessiから発売された最新コレクションは、応用アートの研究室としても活躍
するこのブランドの特徴を前面に押し出したものとなっている。Ellipseセットには３つ
のサイズがあり、食べ物の大きさに合わせて使えるようになっている。そのビビットな
カラーは、お皿から食べ物を取る瞬間まで食事を楽しめるようにという意図が込めら
れている。さらにSOGOの店舗限定の高級感溢れる金と銀の皿も。金の皿は24Kの金が
取り付けられた、食べ物をよりゴージャスに見せてくれる商品。銀の皿は上品さを演出
してくれる製品だ。手でつまめる食べ物やチョコレートのような小さいスイーツなど、
ちょっとした食事やデザートを提供するのにぴったりかもしれない。また、Ellipseが販
売するのは食器だけではなく、インテリアとして飾りたいお洒落なデザインの時計も。
Infinite Clockは、連続的なカーブが無限に流れ続ける時間を表した独特のデザインが
目を惹く。数字が書かれておらず、あいまいな時間しかわからないというところもこの
時計の魅力の一つだ。Dotty Clockは遊び心溢れる色とジオメトリックな形が可愛い時
計。古代の天文時計をイメージして取り付け
られた針はどこか神秘的な雰囲気を漂わせ
ている。
　部屋に鮮やかな彩りをもたらしてくれる
Alessiの2016年最新コレクション。インター
ネットでHKD2,500以上購入すると、HKD790
相当のLove Yellow Bowlも付いてくる！お
得なサービスと一緒に、Alessiの商品を取り
入れたおしゃれな生活を手に入れよう！

　ニューヨークシティから始まり、今ではイギリスや日本、香港など30か国以上で販売
されている世界的ココナッツウォーターブランド「Vita Coco」。収穫されてから72時間
以内でパックに詰められているこのココナッツウォーターはまるでココナッツの実にス
トローを差し込んで飲んでいるかのごとく味わい深い。他のブランドから売れ出されて
いる製品と違って、新鮮なココナッツウォーターを一切の加工なしに使っているため、
味だけでなく栄養分も自然のまま保たれている。果汁が果肉に変わってしまう前の5～

7か月で収穫された、まだ若いグリーンのココナッツには電
解質も豊富。健康的でミネラルも摂取できるため、夏の渇
きを潤すのにまさにぴったりの飲み物なのだ。
　夏といえば海やプールに行く人も多いはず。ココナッツ

ウォーターはローカロリーなだけでなく、脂肪分やコレステロールもゼロだから、水
着を着る前に痩せたいと思っている人はぜひ、糖分いっぱいのジュースをココナッツ
ウォーターに変えてみて。きっと自慢のボディが手に入るはず。また、スポーツの試合
やハイキングでも喉を潤す飲み物として大活躍。ココナッツウォーターに含まれてい
るカリウムやミネラルは、スポーツドリンクと同じく体に必要な水分を効率よく補給す
る手助けをしてくれるのだ。特別な場面でなくても、普段夏バテで元気がないという
人も多いのでは。そんな人にもやっぱりココナッツウォーターがおすすめ。ミネラル、
マグネシウムもたっぷり含まれているため、あなたに仕事をてきぱきと頑張るエネル
ギーを与えてくれるのだ。さらにココナッツウォーターにはアンチエイジング効果も。
健康的なハリのある肌を目指す人は、料理にも使ってどんどんココナッツウォーター
を摂取しよう。
　ビーチへのお出かけからエクササイズ、普段のリフレッシュメントまで、夏のどんな場

面にも持っておきたいココナッツウォーター。まずはVita 
Cocoから試してみて。サイズは持ち歩きに便利な330mlの
ものと、家で飲んだり好きな入れ物に移し替えて持ち運べ
る１Lのものの2種類。すでに飲んでいた人も、これを読んで
興味を持った人も、情報通の消費者やグルメ、アスリートや
世界のセレブ達も愛するVita Cocoのココナッツウォーター
を飲んで快適な夏を過ごそう！

［ Vita Coco ］ 

暑い夏のマストアイテム！
栄養たっぷり、ココナッツウォーター
暑い夏のマストアイテム！
栄養たっぷり、ココナッツウォーター

Vita Coco
ウェブ: www.facebook.com/vitacocohk

Alessi
ウェブ: www.facebook.com/Alessi.hk

［ Alessi ］ 

独特なデザインがあなたの生活をより豊かに
2016年最新コレクション
独特なデザインがあなたの生活をより豊かに
2016年最新コレクション
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香港 香港

　昨年、香港出身の若手ジュエリーデザイナー、カリーナ・ウォンが立ち上げたブランド
「HETING」。「バランスと調和の探求」という彼女の哲学に根ざし、自然の美しさをシッ
クかつエレガントに表現したジュエリーが人気の同ブランドより、新シリーズ

『Enchanted Forest Collection（魅惑の森
コレクション） Part II』が登場した。
　同シリーズでモチーフとなっているのは

「Insect（昆虫）」「Golden Berry（ほおずき）」「Mushroom（きのこ）」の3
つ。いずれも上質な宝石や金属を使用し、精巧な彫刻を施す「カリーナ
マジック」により大人の女性向けのジュエリーへと仕上げられている。

■Insect（HKD28,500～）
　昆虫を指輪やピンなどにアレンジ。幸せをもたらすといわれるてんとう虫や、力とパ
ワーのシンボルともいえるカブトムシ、また冨の象徴とも言われているハチなど、身に
つけるだけで森に住む生き物たちのエネルギーを感じることができる。

■Golden Berry（HKD22,800～）
　まだ若いときは葉の中に隠れているほおずきの実が、熟したときにはじめて世界に
その姿を見せることから「栄光と実り」という願いがこめられている。実の部分の希少な
ケシパールをはじめ、ピンクサファイヤやホワイトダイヤモンドなどがあしらわれてお
り、見た目にもゴージャスだ。

■Mushroom（HKD24,600～）
　森の中でひっそりと育つきのこの神秘的な雰囲気と、きのこ頭の可愛らしいフォルム
で、カジュアルにもフォーマルにもシチュエーションを問わずに身につけることができ
る。きのこの「かさ側」にも注目してデザインされているのが面白い。
　　
　日々の生活をより華やかに演出してくれるアクセサリー。オーソドックなものに飽きて
しまった時は、新進気鋭のデザイナーが作り上げたキュートさの中にピリッとスパイスの
効いた「自然美ジュエリー」を身につけて、日常に変化をもたせてみてはどうだろうか。

［ HETING ］ 

自然に寄り添う遊び心たっぷりの個性派ブランド
「HETING」新作ジュエリーコレクション
自然に寄り添う遊び心たっぷりの個性派ブランド
「HETING」新作ジュエリーコレクション

HETING 
オンラインショップ：www.lanecrawford.com/heting

Showroom（要予約）
住所：Wayson Commercial Bldg., 28 Connaught Rd. West, Sheung Wan
電話：(852)2546-0008
IFC MALL店
住所：Podium 3, 8 Finance St., Central
電話：(852)2118-2288

CANTON ROAD MALL店
住所：3 Canton Rd., TST
電話：(852)2118-2288

HETING Mushroom Collection
TwoPinBrooch HKD48,000

HETING Insect Collection
LapelPin Spider HKD28,500

HETING GoldenBerry Collection 
BangleWPearl 1 HKD57,000

HETING Mushroom Collection 
Ring 7 HKD24,600
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　紫外線の気になる今の季節には、日焼け止めクリームを塗る

以外にもキチンと内側からの紫外線対策が大切です。

　夏野菜には美白に欠かせないビタミンCはもちろん、トマトに

は紫外線ダメージに働きかけるリコピンが、ナスにはアンチエイ

ジングに効果的なナスニンなど…。そして夏野菜には水分代謝を

促し、夏の火照りを鎮めてくれる役割があります。

　そんな夏の美肌作りにぴったりな、夏野菜をたっぷり使用した

レシピを今回はご紹介します。

キレイを
つくる
レシピ帳

キレイを
つくる
レシピ帳

第14回 

協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。

川島 令美 （かわしま れみ）プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル 
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。

公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。

美容を絡めた日本のトレンドを基に、

「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。

メイクや服装で見た目を変えることはできますが、

本当のキレイは身体の中から。

これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、

心も体も美しくなりましょう！

❶にんにくをみじんぎりに、玉ねぎ・パプリカは1.5センチ角に
カット、ズッキーニ・ナスは縦半分にカットし、1センチ幅で半月切
りにする。

❷お鍋にオリーブオイルとニンニクを加え熱し、香りがたってき
たら玉ねぎを加え炒める。

❸パプリカ、ズッキーニ、ナス、トマトも順に加え、塩ひとつまみを
振り、炒める。

❹ベイリーフと、トマト缶を潰しながら加え、フタをして20分ほど
煮込んだら、塩・こしょうで味を整える。

　粗熱をとり冷蔵庫で冷やして頂くのも、味が馴染み、食欲の落
ちやすい夏の常備菜としてピッタリです。パスタやチキンソテー
のソースとして、薬味と共にそうめんに乗せても美味しくオススメ
です。
　ソースになどアレンジもしやすいよう、今回はホールトマト缶
を使用しています。フレッシュトマトで作りたい場合には、トマト
２個分をざく切りにしてホールトマトに変えて加えてくださいね。
　パプリカは本来、赤いパプリカの方が紫外線対策には有効と
言われていますが、色味を華やかに食欲増す彩りにしてバランス
を取ることもとっても大切！

　次回は色の美容効果についてもご紹介したいと思います。

美
味
し
く
キ
レ
イ
を
手
に
入
れ
よ
う

       

　
　    

　     

〜
夏
野
菜
レ
シ
ピ

〈夏野菜た
っぷりラタ

トゥイユ 〉
 

 ●  トマト 
（ホール

） 1缶

 ●  玉ねぎ 

1/2個

 ●  ズッキー
ニ 

1本

 ●  パプリカ（
黄） 

1個

 ●  ナス 
2本

 ●  にんにく
 

2片

 ●  オリーブ
オイル 

大さじ2

 ●  塩 
全体で小

さじ1前後

 ●  こしょう 
少々

 ●  ベイリーフ
 

2枚
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香港

香港

◆夏の‘‘ゲリスク’’1位は「冷たいジュース」男女、年代別
の違いも
　冷たい食べ物が恋しくなり、ついつい部屋の冷房を強
くしてしまいがちな夏。そんな中で「下痢」を起こしてし
まった経験がある人もいるのではないだろうか。今回の
調査では、そんな夏に下痢を起こしがちな人400名に調
査を行い、夏の生活習慣に潜むゲリスクを探った。
　はじめに夏の下痢経験者に「下痢の原因＝ゲリスク」
をたずねると、1位に「冷たいジュース」（78％）、2位に
「冷たいスイーツ（アイスやかき氷など）」（76％）、3位に
「冷たいコーヒー、紅茶」（71％）という回答が続いた。
　また、性年代別でゲリスクを比較すると、10代男性の
68％が挙げた「扇風機をつけて寝ていたこと」、20代女
性の76％が挙げた「エアコンの効いたオフィスにいるこ
と」や、40代男性の64％が挙げた「ビールなどアルコー
ルの摂取」など、他の年代と比較すると高い傾向を見せ
る「ゲリスク」も。年齢に応じて注意すべき「ゲリスク」の
違いもうかがえる。身体の中からの冷えだけでなく、外
部からの冷えも下痢を引き起こす大きな要因になって
いるようだ。

◆「夏の下痢」が起こったら 嫌なシーンランキング、1位は
「海・プール」
　次に、「夏の下痢」を起こしやすい人に、どんなシーン
で下痢になったら嫌だと思うかを聞いたところ、1位に

「海・プール」（82％）、2位に「移動中の乗り物内」
（79％）、3位に「通勤途中の電車内」（77％）が続いた。

　多くの夏の下痢経験者が、トイレが見つかりづらい外
出先で下痢に襲われることを不安に感じているようだ。
具体的な夏の下痢を経験したシーンとして「海でかき氷
を食べてすぐ、海に入って、おなかをこわし下痢になっ
た」（19歳・男性）、「花火大会の際に下痢になり、長蛇の列
でなかなか進まなかった」（44歳・男性）など、楽しい外出
のはずが辛い思い出になってしまった人も。

◆81％が「夏は他の季節よりも『下痢』の原因となる『誘
惑』に負けやすい」と回答するも、対策がない悩みも
　そんな「ゲリスク」に負けたくない夏。「夏は他の季節
よりも『下痢』に気をつけるべき」（76％）と答えた人は約

8割にもおよぶ。さら
に他の季節と比較し
て下痢になる原因が
多いかどうかをたず
ねたところ、70％の夏
の下痢経験者が「は
い」と回答。ここから、
夏の下痢経験者も十分に夏の「ゲリスク」の高さを理解
していることがわかる。さらに、「夏は他の季節よりも『下
痢』の原因となる『誘惑』に負けやすい」と回答した方は
81％に上った。

　その一方で、「夏の下痢対策」に自信を持っている人
はわずか25％のみ。多くの人が必要性を分かりつつも、
実行できていない現状が垣間見える結果となった。「も
ともとおなかを冷やしやすいのだが、夏は飲み会が大
変多く、なかなかいい対策がない」（41歳・男性）など「対
策」に困る声も聞かれた。

海水浴、ビール、かき氷 etc. 原因を徹底調査
8割超が、「下痢の原因となる『誘惑』に負けやすい」と回答

夏の

“ゲリ
スク”

に

要注
意！

【調査概要】
大幸薬品調べ
調査名： 「夏の下痢」についての調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年5月13日～18日　
調査対象：15～49歳の男女
調査人数：400名 ※性・年代別に均等割り付け　　

大幸薬品株式会社は、15歳～49歳の「夏におなかの不調を起こしやすい」男女400名を対象に、
夏の「下痢の原因＝ゲリスク」についての調査を実施した。
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　広 と々した作りでネオンやカラフルなインテリアが印象
的な「298 NIKUYA KITCHEN」。和牛は厳選された鹿児島県
産のA5ランクのみを使用しているというこだわりの店だ。
サッポロプレミアムビールにぴったりのメニューを聞いて
みたところ、「一番合うのはタン塩厚切り（HKD100）ですね」
とシェフのゲンさん。すでに下味がついているので、シンプ
ルに何もつけないで食べるのがオススメとのこと。肉厚な
ので存分に肉の旨味を楽しむことができるだろう。また、そ
の日仕入れた肉の中で一番良質な部位で作られるという
「盛り合わせ」もぜひ試してみたい一品。その他、香ばしい
香りが食をそそる「石焼ビビンバ」、外はカリッと中はふっく
らの「チヂミ」などアラカルトメニューも豊富だ。
　今なら8月末まで
最初の1杯がBUY1 
GET1 FREEキャン
ペーン実施中！この
機会を見逃す手は
ない！

伊呂波
CWB店 
住所：2/F., Jardine Ctr., 50 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：(852)2882-9877
時間：12:00～15:00、18:00～23:00
TST店
住所：1/F., Cameron Plaza, 23-25A Cameron Rd., TST
電話：(852)2311-4700
時間：12:00～15:00、18:00～23:00

TST店 298 NIKUYA KITCHEN
住所：3/F., China Insurance Bldg., 48 Cameron Rd., TST
電話：(852)2799 2818
時間：12:00～14:00、18:00～23:00 （月曜定休日）

Central店 298 NIKUYA ROOM
住所：2/F., Pearl Oriental House, 60 Stanley St., Central
電話：(852)3568 9298
時間：月～土12:00～14:30、18:00～23:00
　　  日17:00～23:00 （Lo: 14:00 & 22:30）

Yakinikuu
住所：Basement, 29-31 Gough St., Central
電話：(852)2331-3805、(852)2331-3092
時間：12:00～15:00、17:30～23:00

【298】
ビールに合う多彩な料理を楽しもう！ 

【298】
ビールに合う多彩な料理を楽しもう！ 

　銅鑼湾（コーズウェイベイ）と尖沙咀（チムサーチョイ）
にそれぞれ店舗構える「伊呂波」では「和」の雰囲気の中
で焼肉を存分に楽しむことができる。おすすめは、アメリ
カ産牛肉の最高峰「プライム」グレードの厚切りカルビ。6
種類のフルーツを使い、一週間程かけて手作りされた秘
伝のタレでいただこう。２センチはあろうかという存在感
たっぷりの厚切りカルビは噛めば噛むほど肉汁と甘みの
あるタレとが絡み合い、口いっぱいに旨さが広がる。キ
リっと冷えたサッポロプレミアムビールとも相性抜群だ！
　同店では90分間食べ放題をHKD298（52品）、HKD398
（60品）とお手頃価格で開催中！さらに、8月末までサッ
ポロプレミアムビールもプロモーション価格でキャン
ペーン中だ。
 この夏は伊呂波で決
まり！モリモリ食べて
夏バテを撃退しよう！

【伊呂波】
厚切りカルビがビールとベストマッチ！

【伊呂波】
厚切りカルビがビールとベストマッチ！

　中環（セントラル）の隠れ家的焼肉店「Yakinikuu」。内装
は日本人デザイナーによる流行を取り入れたインダスト
リアルスタイルで、程よく暗い照明が落ち着いた雰囲気
を醸し出している。同店おすすめは九州産・上級ランク和
牛の“リブロース”（HKD280）だ。肉質はしっかりと歯ごた
えがあり、鰹節の香り感じる土佐醤油でいただくと、肉の
味わいが引き立ち、のど越しの良いサッポロプレミアム
ビールとの相性も抜群！「上質なお肉をお手頃価格で」と
いう想いから、厳選された部位を数種類使ったコース“お
任せ”（HKD480～）もあり、プラスHKD100でビール飲み
放題にもできる！他にも「ビーフシチュー」や「焼うどん」、
「チャンチャン焼き」など日本で馴染みのメニューも豊富
だ。8月末までのキャンペーン期間中は無料でおつまみ
が付いてくる！
　この夏、上質な焼肉と懐かしい日本の味を、サッポロ
プレミアムビールと一緒に楽しもう！

【Yakinikuu】
日本のYAKINIKUをビールと共に！
【Yakinikuu】

日本のYAKINIKUをビールと共に！

夏だ！夏だ！
じりじりと強い日射しが照り付ける、香港の蒸し暑い夏、
キレ、コク、苦みのバランスが絶妙のサッポロ生をぷはっ！っと行きたい！
そしてビールにぴったりのパートナーといえば、そう、焼肉だ！！　
編集部おすすめの、個性豊かな焼肉店3軒を紹介しよう！

じりじりと強い日射しが照り付ける、香港の蒸し暑い夏、
キレ、コク、苦みのバランスが絶妙のサッポロ生をぷはっ！っと行きたい！
そしてビールにぴったりのパートナーといえば、そう、焼肉だ！！　
編集部おすすめの、個性豊かな焼肉店3軒を紹介しよう！

（キャンペーンはTST店298 NIKUYA KITCHENのみです）

８月末までのお得なキャンペーン！

スモークトポーチドエッグ」、
そして「ナマコと雑穀添え蒸し煮サ
マースカッシュ」などなど。旬のフルーツを
使ったものを求めるなら、蟹と玉ねぎ、チーズを詰め込んだ「ベイク
ドメキシカンアボカド」や「マンゴーマヨネーズ添えエビ炒め」など
をどうぞ。もちろんカクテルも夏に合わせて新しいものをご用意。ビ
ビアンの写真から発想を得て出来上がった「Azure」は、自家製パイ
ナップルジンジャーラム酒、白のリレ、ライム果汁、シロップとココ
ナッツウォーターをブレンドしたものに綿あめが添えられている。
その色はまさにモルディブの海からくんできた水のようにきれいな
エメラルドグリーンで、飲めば夏らしさを存分に感じられること間
違いなし。
　高層ビルが立ち並び、ビジネスマンがあくせくと働く香港から
抜け出したいならここへ。モルディブの夏を切り取った写真を眺
めながら、夏らしさ満点の料理やドリンクを味わおう。きっと普
段の忙しさや疲れも忘れて、ゆったりとバカンス気分に浸れる
はず。

　中環（セントラル）の中心、ウェリントン通りに店を構える「Tycoon 
Tann and Mod Bar」。ここでは食べ物やドリンク、店のデザインやアー
トを通して香港文化のルーツを感じることができる。3階建て構造の
この店は、地下に東洋と西洋が入り混じった雰囲気、一階に現代的
な中国の雰囲気、二階に上海のフランス利権時代を想わせる雰囲
気を漂わせ、各階に違った世界観を作り出している。今回この店で
行われるのは、香港を拠点に活動する写真家ビビアン・ウォンによ
る写真展「Azure」とそれに伴う夏のディッシュ＆ドリンクの提供だ。
　「Azure」は日本語で「青色」。展示される予定の写真はすべてモ
ルディブで撮影されており、入道雲の浮かんだ夏らしい濃い青色の
空と太陽に照らされてきらきら光る透き通った海のコントラストが
美しい。雲がピンク色を帯びた夕方の空の写真もまたどことなくノ
スタルジーを感じさせる、夏を存分に表現した作品だ。そんな夏に
ぴったりの軽食として新しくメニューに並ぶのは、パル
ムハムスープ、黒トリュフ、フレッシュクラブミート
の三つから添えるものを選べる「オーガニック
ジャーマンホワイトアスパラガス」、「プリザーブ
ドプラム添えチリステムレタス」、「キャビア添え

Tycoon Tann
住所： 74 Wellington St., Central
電話：(852)3125-3228
期間： 9月30日まで
時間： Tycoon Tann 1/F～2/F ランチ11:30～15:00
  ディナー18:00～23:30
 Mod Bar G/F 11:30～26:00（日曜～木曜）
  11:30～27:00（金曜～土曜）
ウェブ：www.tycoontann.com

写真展「Azure」と夏にぴったりな料理＆ドリンク
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ひんやり
  クリーミー♪

香港

　「Regal Court」は観光客で賑わう尖沙咀（チムサーチョイ）に位置する九龍ホテルの2
階にある、本格的な四川料理レストランだ。九龍ホテルは1982年に開業し、香港を訪れ
るビジネスマンや観光にきた家族連れなど、世界各国の幅広い層の人々に利用されて
いる。特に商業やエンターテイメントの盛んな尖沙咀で、MTRの駅やウォーターフロン
トプロムナードへのアクセスの良さなど好立地も観光客を魅了して止まない理由の一
つだ。そんな高い人気を誇るホテルでゆったりと美味しい料理に舌鼓を打つのも、また

旅の醍醐味と言えるだろう。石畳模様に統一された
ライト、壁紙、カウンターに加えて、シックな黒いチェ
アや清楚な白いクロスの掛かったテーブル、その上

に置かれた赤いバラの花が店内の高
級感を演出している。そんな洗練され
た雰囲気の同店では今、8月31日まで

の限定「ヘルシーディッシュシリーズ」を提供している。旬の素材をヘルシーな調理法で
料理した、唸るほど美味しい品々をぜひ食べてみて。
　特におすすめの4品はこちら。ロブスター団子のジューシーさとスイートパンプキン
の甘さ、トリュフの豊かな香りが絶妙にマッチして素晴らしい味を生み出している
「Stir-fried Lobster with Pumpkin and Black Truffle」。ふわふわの食感と芳純さがたま
らないマイタケをシーフード、卵の白身と一緒に蒸しあげた、素材の新鮮さを存分に味
わえる一品「Steamed Egg White Maitake Mushrooms and Seafood」。鶏肉を栄養価の
高い夏の高級フルーツいちじく、爽やかな酸味を料理に加えるレモンと一緒にじっくり
煮込んで最高の味に仕上げた「Braised Chicken with Fig and Salted Lemon」。そして、
マロウを干し貝柱や魚の浮袋と一緒にとろ火で煮込み、ぎゅっと凝縮された干しシー
フードの旨味をたっぷりと感じられるよう調理した「Braised Morrow with Conpoy and 
Shredded Fish Maw」。どれも見た目に工夫が凝らされており、華やかな彩りが食べる者
の食欲をそそる。「“Healthy Delights” Menu」の中にはこれらのおすすめ料理のほかに
も、食べて満足すること間違いなしの料理が多く並んでいる。九龍ホテルに滞在の方、
近くへ立ち寄った方はぜひ訪れて欲しい。もちろん、このレストランを目当てに、食事の
後にきらびやかな夜景を楽しんで帰るのも良いかもしれない。脂っこい料理が多い香
港で味わえるヘルシーな四川料理の数々。この機会を見逃してはいけない！

Regal CourtRegal Court

九龍ホテルのレストランで味わう本格四川料理
ヘルシーな「Healthy Delights Menu」が大好評
九龍ホテルのレストランで味わう本格四川料理
ヘルシーな「Healthy Delights Menu」が大好評

Regal Court
住所：2/F., Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Rd., TST
電話：(852)2313-8681
時間：ランチ　 12:00～15:00（月曜～金曜）
　　　　　　  10:30～15:00（土曜、日曜、祝日）
　　  ディナー 18:00～23:00（月曜～日曜） 
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　ドリアン。それは大きくて、不格好で、好き嫌いの分かれる、強烈なニオイを放つけだもののようなフルー
ツだ。「腐りきったどろどろの玉ねぎのようなニオイ」と言われるそれはまさに「匂い」というよりは「臭い」が
ふさわしい。しかしその悪臭とは裏腹に、味は絶品。「食べると天国にいるような気分になる」とも言われる。そ
のトゲトゲとした攻撃的な見た目などから「果物の王様」と呼ばれ、鎧のような堅い皮をたたき切ると、中から分
厚く、カスタードのようにクリーミーなクリーム色の果肉が現れる。複雑な味わいと程よい甘さ、滑らかな口どけ、贅
沢なクリーミーさとたっぷりの果汁。強烈なニオイを乗り越え、その至高のうまみに魅了された者たちは、多くの犠牲を
払ってでもドリアンのある東南アジアへ赴き、手に入れようとする。フルーツとしてそのまま食べられることの多いドリアンだが、ア
イスクリームやビスケットなど、スイーツに香りづけとして使われることもある。クリーミーさと甘さを残しながら、ニオイが格段に抑えられたド
リアンスイーツは、手軽にドリアンを味わう手段となっているのだ。そしてもちろん、そういったスイーツを香港でも味わうことができる。ドリア
ンスイーツを提供するおすすめのカフェ8軒を紹介しよう。

　ドリアンファンだけでなく、今までそのニオイのためにドリアンを食べる勇気の持てなかった人にもぜひ食べて欲しい、
ドリアンのいいところだけを用いて作った絶品スイーツの数々。まずは近くのお店から、ドリアンスイーツ巡りを始めよう！

「沛公甜品(Dessert Playground)」
で味わえる「Durian thousand layer cake」は一口食べるた
びにドリアンクリームの甘みが口に広がる。「Puff Pastry 
on Creamy Durian and sago soup」は滑らかなサゴスープ
と噛みごたえあるペストリーが見事にマッチした一品。

「Durian with coconut 
jelly-noodle」は麺のようなココ
ナッツゼリーがドリアンと一緒に南国の雰囲気
を演出していて、夏を感じたい人におすすめ。

白いお餅に包まれたドリ
アンアイスクリームが口の
中 いっぱ い に 広 がる、
「Home Sweet」
の「Durian Mochi Ice cream」
も外せない。

ユニークなものを求めるなら「樂天皇
朝（Paradise Dynasty）」
の「Durian Dumplings」。ドリアンの餡をも
ちもちの皮で包んだ小さな小籠包は友人
たちとシェアして食べるのにぴったり。

「The Dessert Kitchen」
の「Durian Snowflakes」は台湾スイーツ
「スノーフレーク」を使った見た目も楽しめ
る可愛いデザートだ。

「純粹。甜」では「Durian Baked 
Alaska」を食べよう。サクサクの焼きメレン
ゲを砕いて中のドリアンアイスクリームを
楽しんで。

沛公甜品（Dessert Playground） 
住所：G/F., Shop 14B, Tsuen Hing Path, Tsuen Wan
電話：(852)2411-1119

The Dessert Kitchen
住所：G/F., 12-12A Hau Fook St., TST
電話：(852)2732-2722

Home Sweet
住所：G/F., 12 Yick Lee Mansion, 
　　  26 Kin Tak St., Yuen Long
電話：(852) 5484-2293

嚐樂（Shalom） 
住所：Shop A-B, 86 Tak Ku Ling Rd., Kowloon City
電話：(852)2382-1989

樂天皇朝（Paradise Dynasty） 
住所：6/F., Lee Theatre, 99 Percival St., CWB
電話：(852)2177-0903

純粹。甜
住所：Shop B1, G/F., 
　　   36 Tai Wai Village St. 1, Tai Wai
電話：(852)2661-2768

それから「猫山皇（Musang King）」の
一押しドリアンスイーツは「Durian Ice cream puff」、
「Dreamy Dur i an I ce c ream」、
「Durian Pancake」の3つ。濃厚なド
リアンアイスクリームとふわふ
わパフのコントラスト、
アーモンドやクッキーな
どが口の中で混じりあっ
て生み出す豊かな食感、温
かいパンケーキの中に入っ
たドリアンフルーツの甘みをそ
れぞれ楽しむことができる。

「　樂(Shalom)」で提供するの
は「Durian ice cream and sago」。もちもち
のサゴとココナッツミルクが濃厚なドリ
アンの甘さに包まれた思わずうなってしま
う美味しさだ。

「Next Station Dessert」の
ドリアンスイーツは「Vanilla 
Foam with Durian Ice 
cream」。なんといっ
ても口の中でとろけ
るバニラフォームと
ドリアンアイスク
リームの甘さがた
まらない。

貓山皇（Musang King）
住所：Shop D, Lee Fat House, 
　　  No. 5 Yan Lok Square, Yuen Long
電話：(852)2402-3039

Next Station Dessert
住所：G/F., 13 Hak Po St., Mong Kok
電話：(852)2668-8355
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