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香港＆広州

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　今、アメリカやヨーロッパなどの美容に敏感で健康志向の人達の間で話
題を集めているのに、自称健康オタクの私がまだ試したことのなかった
「KOMBUCHA」。日本人が聞くとあーあの昆布茶ねー！もちろん知ってる
わよーなんて思ってしまいがち。少し前から話題にはなっていたんだけど、な
にがそこまで特別なのかも分からず、昆布茶なら家に常に常備してるわよー
ぐらいに思っていた無知な私（笑）。そこである日、友人にどこで買えるかと聞
いてみると、オーガニックショップで買えるとのこと。ふむふむ…オーガニック昆
布茶は通常よりも少し高いのかなーっと。ここまで来てもまだ「昆布茶」だと
思っている私。
　さて、さっそく、友達に教えてもらったオーガニック店「Just green」へ。店内
を一回りして物色してみたもののそれらしきものは見つからず。それならと店
員さんへ聞いてみた。すると冷蔵庫から小さな瓶を取り出して見せてくれた。
この時点で私は「この店員さんの聞き間違い?それとも私の言ったが理解で

明してくれました。私が想像していたものとは程遠い代物でした。KOMBU-

年前と言われても私はまだ生まれていないので流行ってたと言うことは調べ
て分かったのですが…。紅茶キノコは紅茶もしくは緑茶に砂糖を加え、そこ
にゲル状の菌を加えて発酵させた飲み物。見た目がマッシュルーム二似てい
ので日本では「紅茶キノコ」と呼ばれるようになったのだそうです。菌を自分で
育てるものと、既に瓶詰になったドリンクがお店では売っていました。
　今では、健康オタクが多い言われているアメリカの西海岸から人気に火が
付き、マドンナ、ミランダ・カーなどを代表とするセレブやモデル達も常飲してい
るという。KOMBUCHAは酵素、乳酸菌、アミノ酸、ポリフェノールなどが豊富
に含まれ、内臓のデトックス、抗酸化作用、消化期機能にも働きかけるので便
秘の改善、更には美容やダイエットにも効果的。味は甘酸っぱい微炭酸で飲
みやすい。特に熱い夏には爽やかな味でぐいぐい飲めちゃう味。そのままでも
いいけど味がちょっと苦手という人はヨーグルトやジュースなどに混ぜて飲ん
でも大丈夫。
　こつこつ菌を育てながらKOMBUCHAを飲む方が割安ですが、私は自

分で菌を育てるのが面倒だと感じたので瓶詰の
ドリンクを購入しました。香港ブランドのKOMBU-
CHAも売られていて、オリジナルの味からレモン
やピーチ味など種類も多く、一本HKD45前後、
瓶詰の菌はHKD280。
　あなたも今話題のKOMBUCHAを試してみ
ては？
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〈KOMBUCHA取扱い店〉
Just Green Organic Convenience Store
ウェブ：http://justgreen.com.hk/
中環店：(852)2801 5611　　　ケネディタウン店：(852)2325-9997
湾仔店：(852)2528-9969　　　ディスカバリーベイ店：(852)2448-1180
西営盤：(852)2559-0550
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ライフ（香港・広東共通）



　暑い日が続き、夏バテをしたり、疲れやすくなったりと、
体調を崩しやすい今の時期。そんな時に活用したいのが
「栄養ドリンク」や「エナジードリンク」だ。夏の疲れを吹
き飛ばしたい時や、仕事でここ一番という時に、お世話に
なっている人も多いのではないだろうか。そこで今回、ト
レンド総研は、夏場の「栄養ドリンク」や「エナジードリン
ク」の摂取をテーマに意識・実態調査を実施した。

◆夏の疲れ対策に「栄養ドリンク」や「エナジードリンク」
は有効、働く男女の約6割が回答

　まず、「夏は、他の季節に比べて疲れを感じやすいと思
いますか？」と質問したところ、働く男女の83％が「そう思
う」と回答。また、夏バテ、体力減退といった「夏の疲れ」
が原因で「仕事に影響が及んだことがある」という人も、
57％と半数以上にのぼった。

　そこで、仕事がある日の「夏の疲れ」対策として、「栄養
ドリンク」や「エナジードリンク」は有効だと思うかを聞く
と、57％と約6割が「そう思う」と回答。実際に、疲れを感じ
た時に、これらのドリンクを飲んだことがあるという人も
74％にのぼっている。
　ちなみに、「栄養ドリンク」と「エナジードリンク」では、
どちらを飲むことが多いかを質問したところ、67％が「栄
養ドリンク」、22％が「エナジードリンク」、11％が「どちら
も同じくらい」という結果に。働く男女の支持率が高いの
は「栄養ドリンク」であることがわかった。ただし、20代男
性では「エナジードリンク」（48％）と回答した割合が「栄
養ドリンク」（35％）を上回るなど、年代や性別によっても
傾向に差があるようだ。

◆「栄養ドリンク」と「エナジードリンク」、明確な違いがわ
かる人は、わずか1割台!?

　しかし一方で、「栄養ドリンクやエナジードリンクをど
のように選んでいるか」を質問したところ、
●「パッケージを見て効きそうなものを選ぶ」
　(38歳・男性)
●「疲れがたまっているときは高いものを飲む」
　(27歳・女性)
●「目についたものの中で、名前に聞き覚えがある商品
を選ぶ」（47歳・男性）
などの回答が目立ち、曖昧な理由や個人的なイメージで
購入している人も多いようだ。

　さらに、「栄養ドリンク」と「エナジードリンク」の違いが
明確にわかるかを聞くと、「わかる」と回答した人は12％
とわずか1割台という結果に。残り大多数は「わからな
い」（68％）と答えたほか、「明確な違いはないと思う」
（20％）という回答も目立っている。
 
　また、栄養ドリンクとエナジードリンク、それぞれの具
体的なイメージを聞いた質問でも、
●「栄養ドリンクは栄養補給、エナジードリンクは活力増
進、のような気がする」（51歳・男性）
●「栄養ドリンクは持続性があるが、エナジードリンクは
単発効果しかない」（46歳・男性）
●「疲れた時には栄養ドリンク、やる気を出す時にはエ
ナジードリンク」（28歳・女性）
など、感覚的に認識をしている人もいるようだ。
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【調査概要】　～栄養ドリンクとエナジードリンク」に関する意識・実態調査～　調査方法：インターネット調査　調査期間：2016年6月9日～13日　調査対象：20～50代　調査人数：男女500人

“SO Hong Kong ‒ Design for You” Campaign
ウェブ：www.hermanmiller.hk/designforyou

　多くの人が夢見るインテリアや家具で
彩ったお洒落な部屋。さらにはせっかく
香港にいるんだから香港らしさを取り入れ
た個性的な部屋にもしたい・・・なんて考え始
めると香港らしく、かつお洒落な家具を見つける
のはなかなか難しい。そんな、部屋にお洒落と香港
らしさを求める人にぜひ知ってもらいたいのがSO 
Hong Kong -Design for Youキャンペーンだ。このキャン
ペーンでは洗練された設計の家具で有名なハーマンミ
ラーと香港で注目を集めるローカルアーティストがコラ
ボして、香港らしさを前面に押し出したイームズロッキン
グチェアを作っている。デザインを手がけたのは独特な
センスが光る香港生まれのアーティスト「ビビアン・
ホー」と香港の世俗的な生活風景に美を見出すアーティ
ストグループ「Graphic Airlines」。まずビビアン・ホーの
作品は、椅子の前面いっぱいに描かれた招き猫に目を奪
われる。鈴の代わりにエッグタルトを付けていて、少し西
洋の影響を受けているのもまた香港らしさを感じさせ
る。背面では真っ赤な下地に白文字が入った香港の質屋
のマークが存在感を放ち、基調となっている昔ながらの
タイル模様がこれまた大衆感を漂わせている。このよう
にビビアン・ホーのデザインが香港のローカル感に焦点
を当てる一方で、Graphic Airlinesのデザインには全く逆
の香港らしさが表れていて面白い。薄いピンク地に描か
れた赤紫の大きな花びらが美しいオオバナソシンカ（大
花蘇芯花）。この花は香港で発見されたバウヒニア属の

一種で芳香を持ち、秋から春にかけて咲く。香港の花とし
ても有名なオオバナソシンカの絵には「願いは必ず叶
う」という想いも込められている。花の中心にさりげなく
描かれた、Graphic Airlinesのロゴにも登場する「Ah Fat」
というキャラクターはこの椅子をただの可愛い椅子では
なくユーモアに満ちた椅子に仕上げていて、シンプルな
部屋に置けば良いアクセントになるかもしれない。どちら
の椅子もアーティストの個性が表れており、ユニークな
デザインと相まって見る者を虜にしてしまうこと間違いな
し。もちろん座り心地も、ハーマンミラーの他の製品と同
様に抜群。たまには香港の喧騒を忘れてロッキングチェ
ア独特の気持ちの良い揺れを感じながら、ゆったりとし
た時間を過ごすのもいいのではないだろうか。

ライフ（香港・広東共通）
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◆全国の中高年女性の家に、約2億足の“埋蔵靴”が
眠っている可能性あり！？

　「1年以上履いてない靴はありますか」という質問
に対して、「ある」と92.2％の人が回答し、40代～60代
女性のほとんどが履いてない靴をもっているという
ことが分かった。
　「履いてない靴がある」と回答した人を対象に、「履
いてない靴は何足ありますか」と質問をしたところ平
均で7.7足の「履いてない靴」を保有していた。統計庁
が2016年6月に公表した「年齢、男女別人口」による
と、40代～60代女性は全国に約2640万人。そのた
め、全国の中高年女性の家には7.7足× 2640万人で
約2億足の“埋蔵靴”が眠っている可能性があること
が示唆された。
　また「履いてない靴」を買った理由第1位は77.8%
が回答した「デザイン」、次いで35.6%が回答した「価
格」という結果に。
　中高年女性にとって、いかに自分の足にマッチす
る靴を見つけることが難しいかを再認識する結果と
なった。

Q：履いてない靴は何足ありますか

◆靴を購入する際に重視する点は、“履き心地”“歩き
やすさ”は当たり前。“価格”“デザイン”が前回から
15%以上大幅アップ

　「中高年女性が靴を購入する際に重視する点」第1
位は87.4％が回答した「履き心地」、第2位は80.3％
が回答した「歩きやすさ」となった。3年前の同社調査
と比較すると、靴を購入する際に重視する点として
「デザイン」を選んだ人が約20%、価格を選んだ人が
約15%アップする結果に。中高年女性の選球眼は
年々厳しくなっているようだ。

◆中高年女性の81.1%が足に何らかの悩みを抱えて
いると回答

　「足・靴に関する悩みを抱えていますか」という質
問に対して、 「はい」と81.1％の人が回答した。また悩
みで一番多かったものは1位は42.4％が回答した
「外反母趾」、2位は38.8％が選んだ「ヒールの高い靴
が履けない」となった。
　長年ハイヒール等で足を酷使してきた中高年女性
の、思わぬおしゃれの代償が明らかとなった。

Q:現在、足・靴に関する悩みを抱えていますか（SA）
　N=1413

◆中高年女性の約30%は外反母趾の自覚症状が。更
に外反母趾で悩む94.8%の人は、出かけている最
中に足のトラブルを感じた経験あり。

　「自分は外反母趾だと思いますか」という質問に
対して、「そう思う」と回答した人は28.2%となった。
年代別に見て見ると「そう思う」と回答した人は、60
代が37.2%、50代は25.9％、40代は17％という結果
となった。
　また、外反母趾の自覚症状がある人を対象に「出
かけている最中に、足のトラブルを感じたことはあり
ますか」という質問をしたところ、「はい」と回答した
人は94.8%となった。続いて「どのような時に足のト
ラブルを感じましたか」を質問したところ、第1位は
64.4%が回答した「買い物」、ついで「旅行」となった。
　中高年女性の約半数が頭を抱える外反母趾だが、
「足のトラブルで買い物が楽しめない」、「旅行が楽し
めない」という、思わぬ影響が浮き彫りになった。

【40代から60代女性の足の悩みに関する意識調査】
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【調査概要】
～fitfit調べ「40代から60代女性の足の悩みに関する意識調査」～
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年7月6日～10日　
調査対象：40～60代の女性
調査人数：1,413人
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機能とデザインを兼ね備えた靴「fitfit（フィットフィット）」を販売する株式会社fitfitは、
「足の悩みに関する意識調査」を行った。
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　香港のポケモンGOはわけ
あって英語版だけで始まったの
ですが、翻訳機能や検索によっ
て以前より簡単に香港広東語
版の漢字名を探し出せるように
なっています。訳名は90年代末
の頃のままで、誤訳、迷訳、珍訳
もかつてのまま残っていて懐か
しいかぎり。香港の人たちは
そんなことにはお構いなく、勝

手に「蝙蝠」とか「白兎仔」とか見たままの通りに呼んで楽しん
でいるようですが。
　ドラえもんですら広東語版「多啦A夢」と北京語版「哆啦A夢
（梦）」で漢字を書き分けているのです。「比卡超」（ピカチュ
ウ）を今さら「皮卡丘」に統一するというのは大変なこと。ドラ
えもんは、改名が行われて19年たった今でも「叮噹」と、70年
代以来のなじみの名前で呼ばれ続けています。たとえピカ
チュウを公式に「皮卡丘」と改めたとしても、香港のファンは
今後20年、そしてそれ以降もずっと、「比卡超」と呼び続ける
でしょう。人々に夢を与える人たちが逆に夢をこわしてしまう
ということのないよう願いたいところです。
　漢字を統一しようと考える人たちは昔からいて、今でも、現
実には無理だとわかるまで、試みようとする人が後を絶ちま
せん。ポケモンの公式の英語表記は「Pokémon」、これはアル
ファベット圏の国々での統一を図ったもので、「e」の上のゴミ
のようなものは、英語圏の人に、「ポウクモン」ではなく「ポケ
モン」と言ってほしいがために付けられているはずです。ゴダ
イゴのタケカワユキヒデは40年以上前から「タケ」という自分
の愛称の英語表記を「Také」としていて、これも、「Take」では
「テイク」と読まれてしまうため「é」と書いていたのです。しか

し実際のところ、効果の程はどうなのでしょう。「é」はフランス
語で使う記号であり、「e」を「ウ」ではなく「エ」と読め、という
意味なのですが、フランス語を習ったことがなければ英米人
にとって何の記号なのかわかりません。多くの英語話者は依
然として「ポウクモン」と言っています。一応「ポウケモン」のよ
うに言う人はいますが、「Po」のほうを「ポウ」ではなく「ポ」と
言わせるのはもっと難しいでしょうね。日本人が「ゴー」と言っ
てしまう「GO」も英語では「ゴウ」ですから。low（低い）は「ロ
ウ」、「ロー」は法律（law）。香港では普通、「ポケモン」とは言
わずに広東語で「小精靈」。ポケモンGOは「捉精靈」。
　のび太の香港版の名前「大雄」が改名を免れたように、ポ
ケモンのサトシも、ほとんどの国でアッシュ・ケチャムという
名前になっています。変わってるのはフランスで、サーシャ。
原作者である田尻智氏の「智」の字と音を使っているのが中
華圏と韓国。サトシのままなのは極めて少数ですが、ベトナム
とタイがあります。ピカチュウがサトシを呼ぶときは「ピカ
ピ」、必ずアクセントがサトシ●○○と同じ頭高型で、ピカ
チュウ（声優の大谷育江さん）の東京アクセントがここでも踏
襲されています。「ピカピ」＝「サトシ」なのだと、これだけでも
わかっていると、ピカチュウの気持ちがよく理解できてアニメ
がよりいっそう楽しめます。大谷さんの声は全世界共通のは
ずなので、おそらく世界各国の「アッシュ」に向かっても「ピカ
ピ（サトシ）」と声をかけているのでしょうね。
　すでに亡くなっている祖母に、子供の頃、さとしちゃん
○●○○○と呼ばれていたことを、今でもはっきりと覚えてい
ます。さとし、たかし、ひろし、つよし、あつし、などが、聡い、高
い、広い、強い、厚い（篤い）など形容詞の文語形（古語）であ
ることを意識している人は少ないでしょうが、東京アクセント
では形容詞は○●○（か○●●）なのに人名になると皆
●○○と変わることまで常日頃から意識している人はもっと

少ないと思います。関西では、高い、広い、強い…も、たかし、
ひろし、つよし…も、いずれも●○○。京都アクセントが１拍
後ろにずれたのが東京アクセントですから、形容詞は●○○
→○●○という法則が両者の間に成り立ち、関東ではもとも
と、広い、聡い…も、ひろし、さとし…も、○●○だったことの
説明がつきます。その後、江戸の中心に京言葉が移植されて、
人名のほうだけ上方京都式に●○○と変わっていったので
しょう。「熊」は、関西では●○、東京では、動物の熊は１拍後
ろにずれて○●で、「江戸っ子といえば、くまさん、はっ
つぁん」の「くま」のほうは上方式に●○、という区別があった
のですが、最近は動物のほうも●○と言うのが首都圏で普通
になってきています。妖怪ウォッチのケータの親友「クマ」は
人間の愛称なので●○。５月に秋田県で起きた人食い熊の
ニュースでは、アナウンサーはＮＨＫも民放も○●と言って
いたので、「標準語」では動物の熊はまだ○●のようです。標
準語と東京弁（首都圏方言）との開きは、こんなところにも現
れてきています。
　言葉は、無理やり変えるのは難しくて、人々に受け入れられ
るのは、無理なく自然に変わった場合だけです。

大沢ぴかぴ
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広東語無料体験
広東語無料体験11月まで開催。日本人ク
ラブと同じビルにて資格を持つ先生に
よる指導。新たに香港に来た方々や香港
人向けの日本語教師に最適。予約は
https://bookwhen.com/cantonesetrialsで。
お問合せは
enquiry@aida-education.comまで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北
京語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか！日本語
が話せる講師が発音や文法を丁寧に
教えます。マンツーマンまたは2～5人
の少人数制で講師の指名も可能なの
で、自分のペースで語学をマスターで
きます。ただ今、英語/北京語/広東語
の30分間の無料授業が体験できます。
詳しい内容については、日本語でお気
軽にお問い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団で一緒に歌
いませんか（ただいま男声ベース急募
中）。初心者の方も大歓迎！歌が大好き
な方、ぜひ一緒に合唱を楽しみません
か。【練習時間：水曜 午前（女声合唱）、
土曜 午後（混声／男声合唱）、週一回、
二時間ほどの練習です】見学のお問い
合わせなどお気軽にご連絡ください。
（練習場所のご連絡いたします）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）、
公式サイト:www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智社
会福祉専門学校、聖母看護学校にゆかり
のある方はお気軽にご連絡ください。深
セン、広州など広東省在住の方や出張な
どで香港お立ち寄りの方も大歓迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院

にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp（事務局）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しも沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bやソウ
ル（MOTOWNからDISCO系まで）を演奏し
ているバンドです。現在新たに即戦力
ボーカルとドラマーを募集しております。
土曜日夜のライブが可能な方、お待ちし
ております。まずはご連絡くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：(852)9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生およ
び関係者の皆様は、お気軽にご連絡くだ
さい。日本国内および海外にある校友会
支部の紹介も可能ですので、青学OBの
ネットワーク作りにお役立てください。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の19時または、ランチタ
イムに集います。経験不問・登録料など
いっさいかかりません。～ユニークな
メンバーが多い、楽しいサークルです。～
奈津子携帯：(852)9722-0012
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽の
好きな方、ぜひ一緒に演奏しませんか。
<募集楽器>フルート、オーボエ各若干
名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバス)大募集中！月2回ほど日曜
午後3時間練習しています。見学のお問
い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フルタイムスタッフ急募！
ホリスティック＆オーラルデンタルケア
センターではフルタイムの日本人スタッ
フを募集します。週５日勤務午前9時～
午後6時まで。英語堪能な方。
連絡先：31007068 Ms. Vivian Tse
Email: vivian.tse@drgordonchiu.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラウンジバーキャスト　募集

コーズウェイベイ駅から5分の17年続く日
本人ラウンジバーBROS LOUNGE@ 

Causeway Bayでは日本人・日本語が話せ
る香港人キャスト・スタッフ・バーテン
ダーを募集しております。時給は、キャス
トは$110～各種手当あり。曜日、勤務時間
は、応相談。まずは、メールくださいね。
メール：bros.hongkong16@gmail.com　
担当：加藤
ご連絡お待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系バー
で働ける。パートタイムスタッフを募集し
ています。お酒への興味があり、おしゃべり
好きで、明るく楽しく働ける方、大歓迎！ご
興味のある方は、先ずご連絡ください。夕
方～深夜勤務ですが、条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集
1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、
ご興味ありましたらエリース　チェンま
でご連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パートタ
イムスタッフを募集しています。語学が
好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお送り
ください。ベビーシッターも募集中です。

子供が好きな方、体力に自信のある方、
下記まで履歴書をお送りください。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／英語の教師募集

北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはＥメールで送りください。詳細は
お電話にてお問い合わせいただけます。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店とん
勝は、日本語堪能、接客好きな方を募集
中! 希望シフト制でプライベートも充実♪
TST駅N1出口から徒歩2分、通勤ラクラク
☆日本人店長で日本人のお客様が多い
から現地の言葉が出来なくても働ける！
興味があれば、まず応募してください！分
からない事や不安な事をなんでも質問し
て下さい。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送

付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きませんか？
履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）のダイニン
グバー(Sowelu)ではスタッフを募集し
ています。勤務時間・曜日は応相談で
す。詳しくは中村まで。
電話：(852)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他
メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

　7月17日（日）、MTR黄大仙（ウォンタイシン）駅からバスで15分ほどの場所にある新
蒲村道体育館にて、中國香港柔道總會主催、香港柔道隊際錦標賽（Hong Kong Judo 
Team Championships）が開催された。試合はトーナメントによる団体戦（5人制、チーム
の合計体重が410kg以下）で行われ、参加した12チームによる熱戦が繰り広げられた。
　今年1月で50周年を迎えた香港柔道館（館長 岩見武夫 八段）からは3チームが出
場。選手の家族や友人らも駆けつけ、観客席からは各試合に声援が飛び交っていた。

当日は香港柔道館3チームのうち1チームが決勝まで順調に
勝ち進んだが、決勝で惜しくも敗退し2位となった。優勝は地
元香港の「朗青柔道會」。香港柔道館館長補佐 岩見龍馬さん
は「皆よく頑張りました。来年こそ優勝したいです」と語った。
　香港柔道館では柔道経験の有無や国籍を問わず、子供から
大人まで随時生徒を募集している。「礼儀を身に付けたい」「日
本特有の上下関係を学びたい」という思いで柔道を始める外
国人も多いとのこと。体幹も鍛えられるので、引き締まった体
を手に入れたい人にもぴったりだ。興味のある人は下記まで
問い合わせを。

香港柔道館
住所：Rm. 1202, East Point Centre, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2891-0851
ウェブ：www.hongkongjudokan.com

香
港
柔
道
館

国籍を超え、
日々心身を鍛錬！

Hong Kong Judo Team Championships

一本！ 切れ味鋭い齋藤選手の背負い投げが見事に決まる

背負い投げを決めた齋藤さん（左）
柔道は6才から始めたとのこと

観客席からの家族や友人達の声援が
選手を後押し

香港柔道館のフランス人選手も健闘

リオデジャネイロ
オリンピックでも
日本柔道チームが 大活躍！

リオデジャネイロ
オリンピックでも
日本柔道チームが 大活躍！
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　今年、映画会社のJet Tone Filmsが25周
年記念を迎えた。これを記念して香港が
誇る映画監督ウォン・カーウァイの4本の
映画のサウンドトラックが、レコード盤と
スーパーオーディオCDで再発売されるこ
とになった。ウォン・カーウァイの名前を聞
いて懐かしいと感じる人もいるかもしれ
ないが、彼の作品の中でもベストと評さ
れるのは2000年公開の「花様年華（In the 
Mood For Love）」だ。今ではほとんど見か
けることのなくなったレコード盤は、この
映画の中で描かれている時代にちなんで
発売された。サウンドトラックに収録され
ているのは、梅林茂作曲の「夢路のテー
マ」やマイケル・ガラッソ作曲の「アンコー
ルワットのテーマ」など。これらの曲はこ
の映画がウォン・カーウァイのベスト作品
と呼ばれる所以の一つでもあると言われ
ている。サウンドトラックに使われた他の
3作は1997年公開の「ブエノスアイレス

（Happy Together）」、1994年公開の「楽園
の瑕（Ashes of Time）」、1995年公開の「天
使の涙（Fallen Angels）」だ。またウォン・
カーウァイがデザインしたアルバムパッ
ケージやまだ公開されていない映画の
シーンを切り取ったアート作品も、このサ
ウンドトラックの魅力のひとつ。ウォン・
カーウァイのファンなら絶対に手に入れ
るべき、絶好のチャンスを逃すな！

ショッピングに悲しみを
癒す効果はない

「隠れたコスト」に気を付けて余裕がないなら諦めよう

　買ってから後悔するということがなぜ起こってしまうの
かといえば、多くの人が欲しい物を「手に入れること」よりも
お金を払って「買うこと」に満足感を感じているからだ。例
えばすごく欲しくて買ったモノに対し、1か月後も買った時
と同程度の魅力を感じている人は少ない。ある実験によれ
ば、ショッピングの時の幸せがピークに達するのはまさに
レジでお金を払うときで、モノを「手に入れる」ことに対す
る幸せは長く続かない。これを理解していればあなたの衝
動買いも少しは抑えられるのでは。

　何か悲しいことがあった時、衝動買いによって
その悲しみを癒そうとする人がいるかもしれな
い。しかし驚いたことに気晴らしのためのショッ
ピングは、悲しみを癒すどころか衝動買いによる
無駄遣いまで生み、何もいいことがない。悲しい
ことがあった時は、その感情に向き合えるように
なるまでショッピングを控えるようにしよう。

　「お買い得！」のタグを見ると、まんまとその商品を買って
しまう人もいることだろう。ただそれがあなたにとっても同
じようにお買い得とは限らない。例えば普段は高くて買え
ないようなイスが安く売られていたとしても、あなたの部
屋にすでにイスがあるなら、新しくイスを買うことはただの
無駄な買い物に過ぎない。もしもあなたが、その「お買い
得！」タグを見るまでまったくその商品を買う気が無かった
のなら、それを買ってしまうことは何も「得」ではないのだ。

　これは6つの中で最もシンプルで、同時に残酷でもある。
つまりあなたに何かを買う経済的な余裕がないなら、そん
な買い物はしてはいけないのだ。もしも、頑張れば買える
と思ったとしても将来の見通しまできちんと考えなければ
ならない。明日急に多額の借金を抱えることも、突然仕事
を失ってしまうこともあり得なくはない話だ。そんな時にあ
の買い物をしていなければ・・・と後悔したくないなら、
ショッピングは余裕のある時だけにしよう。

　新しいソファを買うためにコツコツ貯めていた貯金を崩
してしまった、という人がいたとしよう。いったいその人は
何のために頑張って貯金してきたのか。大学に入るため、
新しい車を買うため、新しい家を建てるため・・・。何にせよ
そのソファの買い物は、その人の経済的計画を狂わせたこ
とになる。ショッピングをする時は、将来何にお金が必要に
なるかをしっかり考えて、計画的な買い物をすることが重
要なのだ。

　何か大きい買い物をする時に、そのメンテナンスなどに
かかるお金について考えていない人が意外に多い。例え
ばボートを買ったとすると、メンテナンスだけでなく更に燃
料や冬の間に置いておく場所にかかるお金も必要になる。
そういった「隠れたコスト」に気づかずに買い物をしてしま
うと、やはり後で後悔することになってしまう。どんなもの
でも、経済的な余裕を持って、買った後のコストについて
も忘れずに考えるようにしよう。

必要もないのについ買ってしまった、なんて経験は誰にでも一度はあるはず。あなたの買い物は直観にまかせるタイプ？
それとも冷静に財布と相談するタイプ？いつも何も考えずに買い物をしているという人は要注意。この記事で紹介している
「買い物の時に覚えておきたい6つの事柄」を読んで、無駄遣いのない上手なショッピングを楽しもう！

「手に入れること」よりも
「買うこと」による満足感

「お買い得！」があなたにとっても
お買い得とは限らない

経済的な計画を
しっかり立てておくこと
経済的な計画を
しっかり立てておくこと
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 ショッピング（香港・広東共通）
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　夏の太陽が香港のアスファルト道をじりじりと照り付ける中、中環（セントラル）に店を
かまえる「Fish & Meat」が新しいアラカルトメニューを追加した。これまで通り素材にこ
だわり、新しい料理一つ一つに少しずつ改良を加えながら作り上げた自慢の料理の
数々だ。質の良い牛肉や鶏肉を提供する農場から取り寄せ、シーフード食材も新鮮なも
のだけを厳選して仕入れている。
　新たなメニューとしてまず紹介したいのは、14オンス（約400グラム）のM7神戸牛スト
リップステーキ。エシャロットマスタードとアヒルの油で焼いたニンジン、マダガスカル
ワイルドペッパーを添えていただくこのステーキはまさに絶品。24時間かけてじっくりと

調理したビーフリブも外せない。セプマッシュ
ルームとブロイッシュのパン粉で鮮やかにトッ
ピングしたこのビーフリブは、3人から4人で

シェアして食べるのがおすすめのボリューミーな一品だ。ビーフ以外の料理ならムラー
ドダックブレスト。ラベンダーの香り漂う蜂蜜に漬けこんだアヒルの肉に日本のコロッケ
に似たアラチーニ、共に盛り付けられたフェンネルと一緒に食べれば上品な味が口いっ
ぱいに広がる。また、リニューアルされたフランス産
若鶏の丸焼きは唐辛子とヨーグルト、軽く調理され
たマスタードグリーンと共に更に豊かな味わいを生
み出している。最後にぜひ試してみて欲しいのが、イ
タリアンワインセレクション。慎重に選ばれたワイン
はきっと料理の美味しさをより引き立ててくれるだ
ろう。カクテル通の人には、Fish & Meatが誇る一流
バーテンダーが、自家製ネグローニとファームハウ
スジャムの二つを使って作るカクテルを。このカクテ
ルは同店のオープン以来ずっとメニューにある人気

のドリンクだ。
　これまで、Tatlerのベストレストラン賞
やLifestyle Asiaの香港ベストプレミアムステーキ賞など数々の賞を受賞して
きたFish & Meat。このレストランの肉料理や魚料理に合わせて美味しいイタ
リアンワインを飲めば、きっと素敵なディナーになることに間違いない。大切
な人と一緒に新メニューを楽しみながら、週末の夜を祝おう。

Fish & MeatFish & Meat

素敵なディナータイムを楽しみたいなら
夏の新メニューを味わおう
素敵なディナータイムを楽しみたいなら
夏の新メニューを味わおう

Fish & Meat
住所：1 & 2/F., 32 Wyndham St., Central
電話：(852)2565-6788
ウェブ：www.fishandmeat.hk

24 Hour Slow Cooked Beef Rib

Australian W
agyu Inside Skirt Steak Pavlova

Mulard Duck Breast 

Whole Roasted Australian Barramundi
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　7月29日、ドイツバー＆レストランの「Beerliner」と「The Beer House」の2店舗がリ
ニューアルし再スタートした。これらの新しく生まれ変わった店では、これまで通りのク
ラシックメニューや看板メニューに加えて、新しいドイツビールセレクションや料理が提
供される。店のロゴデザインを手がけたのは、有名グラフィックデザイナーのアラン・

チャン。2つの異なるタイプのフォントとカ
ラーを用いて、「Beerliner」における温かいダ
イニング体験やドイツっぽさを表していると

いう。香港にいながら、本格的なドイツビールやドイツ料理を味わうのにうってつけの
場所となっている。
　新しくメニューに並ぶドイツビールの中でも特に味わって欲しいのが、1417年に創設
されたミュンヘンで最も長い歴史を持つ醸造ブランドの一つ「Hacker-Pschorr」のビー
ルだ。このブランドからBeerlinerに提供される3種類のドラフトビールのうち、1つ目は
「Hacker Pschorr Munchner Hell」。ホップオイルが生み出す微かな苦みはこのビールに
独特の味わい深さを与え、鼻を突き抜ける芳純な香りは緑豊かなドイツの夏を彷彿と
させる。グイッと飲み干して乾いた喉を潤すのにぴったりなビールと言える。2つ目は控
えめな炭酸とマイルドな口当たりが特徴的な「Hacker Pshorr Weissbier」。バナナとハチ
ミツの軽い甘さが、舌の上でとろけると同時にナツメグ
の苦みがアクセントを効かせて、爽やかな味わいに仕上
げている。そしてもう一つが「Hacker Pshorr Kellerbier」と
いう、本格的でありながら比較的飲みやすいビール。カラ
メルとハチミツ、梅が隠し味として含まれていて、鼻に
ツンとくる感覚がたまらない。またリンゴとグレープフ
ルーツのフルーティな味わいは、夏の暑さを吹き飛ばす
爽やかな気分をにもたらしてくれるはずだ。
　そして、ドイツといえば欠かせないのがソーセージ。ス
ライスアップルと玉ねぎを添えた「Award-winning 
Homemade Blood Sausages」がメニューに新しく加えら
れた。西ドイツの伝統料理である豚の血がたっぷり詰
まったブラッドソーセージは、肉 し々さを存分に味わえるまさに本物のソーセージだ。同
様にフライドポテトやズッキーニ、玉ねぎと一緒にカレートマトソースをかけて振る舞
われる「Award-winning Pork Sausages」も絶品新料理の一つ。これはドイツでもっとも
人気のファーストフードで、香港でも人気メニューになること間違いなし。とにかくドイ
ツらしさが詰まったドイツバー＆レストラン「Beerliner」。色んな種類のビールを試して、
ソーセージと一緒に大満足のディナータイムを過ごそう。

リニューアルでさらにドイツ感満載に！
本物の味で乾杯！
リニューアルでさらにドイツ感満載に！
本物の味で乾杯！

Beerliner
湾仔店（Wanchai）
住所：4/F., W Square, 314-324 Hennessy Rd., Wanchai
電話：(852)2891-8689
時間：12:00～23:00

BeerlinerBeerliner

黃埔花園店（Whampoa Garden）
住所：Shop G10, G/F., Site 4, Whampoa
電話：(852)2972-0078
時間：11:30～23:00　　　　　　　　　　　他
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　夏になると多くの人で賑わう香港の人気ビーチの一つ、淺水湾(レパレスベイ)。都会
の喧騒を忘れて、毎日のストレスからも解放されてリラックスした時間を過ごすことがき
る。そんな淺水湾の海辺沿いに昨年オープンした商業ビル「Pules」に新しくイタリアの
伝統的なピザをメインにしたイタリアンレストランが仲間入りした。

　「Amalfitana」はイタリア南部のソレント半島南岸広がる世界的な高級リ
ゾート地、「世界一美しい海岸」とも言われるアマルフィ海岸にちなんでいて、
カジュアルだけれども洗練された店だ。カラフルなイタリアのタイルが敷き

詰められ、美しいアマル
フィ海岸で過ごすバカン
ス気分さえも味わあわせ

てくれる。週末のランチに良し、ビーチでゆっくりとした時間を過ごした後にドリンクや
食事で立ち寄るのも良し。キッズメニューもあるので子供連れでも気軽に利用できる。
　同店のシェフ、マイケル氏はイタリアとロンドンの有名レストランでピザ職人としての
経験を積み、確かな技術を修得。イタリアの伝統的なピザからユニークでモダンにア
レンジしたピザまで幅広いメニューを誇る。通常のピザに比べて薄生地で、サクッと軽
い口当たりが特長だ。ピザはオーダーが入ってから石釡で約10分で焼き上げる。まずは
王道の「マルゲリータ」を。シンプルなだけにその店の味の真価を問われる一品だ。そし
て2枚目にはバッファローモザレラチーズ、トマト、ポルチーニマッシュルーム、パルマハ
ム、そしてルッコラをトッピングした「Amalfitana」を。そして、贅沢にもシェフがテーブル
でトリュフを削ってトッピングしてくれるシェフのスペシャルメニュー「as Il Capo」は自分
へのご褒美としてオーダーしてみて。メインのビザの以外のメニューにも注目したい。新
鮮なイタリア産のモッァレラチーズ、アボカド、トマトとブルシェッタチーズを3段に積み
重ねた「insalata tricolore」をはじめ、スタッフすすめのイタリア産の生ハムやチーズの
盛り合わせ「Salumi」はワインと共オーダーしよう。
　イタリア人にとってアペリティーボ（食前酒）は欠かせない飲み物。その中でも北イタ
リアで定番の飲み物のスプリッツはカンパリとソーダ―で割ったとものとオレンジのリ
キュールアペロールで割ったもの「アペロール・スプリッツ」がありハーブの苦味とオ
レンジの甘味が絶妙にマッチしたカクテル。その他、フィレンツェ発祥の食前酒のカク
テルでジンとカンパリとワインの一種のベルモットを1:1:1で割った「ネグローニ」もぜひ
味わってみて。
　さあ、香港でイタリアのバカンス気分を味わいながら絶品ピザを堪能しよう。

石釜で焼く薄焼き絶品ピザが自慢！
リゾート気分たっぷり！海辺のカジュアルイタリアン
石釜で焼く薄焼き絶品ピザが自慢！
リゾート気分たっぷり！海辺のカジュアルイタリアン

AmalfitanaAmalfitana

Amalfitana
住所：Shop 105, G/F, The Pulse、28 Beach Rd., Repulse Bay
電話：(852) 2388 7787
時間：月～日　12:00～24:00
ウェブ：www.amalfitana.hk

イタリア産
生ハムの盛り合わせ
「Salumi」

カプレーゼを
アレンジした
「Tricolore」

人気メニューの「Amalfitana」ピザ

エグゼクティブシェフの
マイケル氏

ア
ペ
リ
オ
・
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香港 中国全土

◆1位：菓子・スイーツ
　スナック菓子などは昨
年の調査でも少なくな
かったが、今年の調査で
女性回答者において急
増したのが、ケーキや
シュークリームなど「ス
イーツ」の差し入れに対
する支持。
　お肉を食べた後にス
イーツを楽しむのは確

かに最近の外食店では定番。だが、バーベキューの
後でも本格的なスイーツを楽しみたいとは、女性の
スイーツ好きは場所を選ばないようだ。
　お肉を中心に食材を販売するバーベキュー場は
増えたが、「スイーツ」に力を入れているところはまだ
まだ。業界の方々、これはチャンスかも！

◆2位：牛肉・豚肉・鶏肉
　追加のお肉を差し入
れておけば無難と安易
に考えるのは間違い
だ。回答内容の詳細を
見てみると、肉は肉でも
普通の肉ではなく、「ブランドが付いたお肉」や「希少
部位」など、いわゆる高級なお肉がうれしいとの声が
圧倒的。普通のお肉は買い出しから漏れることはま
ずないので避けたほうがよさそう。
　よくある「焼肉用の牛カルビスライス」などは、幹
事の買い出しと重なる可能性が高いため差し入れ候
補からは外そう。高価な食材が厳しければ、「鶏肉」
など定番の「牛肉・豚肉」を外したお肉にするのも一
つの手だ。

◆3位：冷菓
　（アイスクリームなど）
　昨年の調査では、バーベ
キュー1番人気の差し入れ
であったが、今年度は3位
に陥落。とはいえ票数は僅差なので、やはり鉄板の
バーベキューの差し入れといっていいだろう。
　強い日差しにさらされながら、冷たいビール片手

にバーベキュー。BBQ最盛期である夏によくある爽
やかなレジャーシーンだが、実際ビールだけでは涼
みが足らないことが多いのでは？
　そんなとき、「冷た～いアイスクリームやシャー
ベット」を差し入れすると、スタンディングオベー
ション間違いなし！

　今回の結果を受けて、注目すべきは女性視点、子
供視点に配慮した差し入れが上位を占めたこと。昨
今のバーベキューは「野外焼肉」というオジサンが主
役のスタイルから、「BBQパーティ」という女性や子供
が主役のスタイルに傾向が変わりつつある。もち
ろんうれしい差し入れも、主役が喜ぶものに変わっ
ていって当然。「スイーツは別腹」理論がバーベ
キューの場でも一般的になってきていることが明ら
かになった今回の調査。バーベキューの差し入れに
お悩みの方は、是非参考にしてみよう！

【調査概要】
～BBQ GO! 調べ「600人のバーベキュー消費者に聞きました！」～
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年5月　
調査対象：過去1年間のうち1回以上、
　　　　  バーベキューに行ったことがある19歳～59歳
調査人数：男女600人

バーベキューの人気の差し入れはこれだ！
1位は肉でも、ビールでもない意外な甘いアレ！
バーベキューの人気の差し入れはこれだ！
1位は肉でも、ビールでもない意外な甘いアレ！

　バーベキューに参加することに決まったら、悩ましいのが差し入れ。余計とは思われず、みんなに喜ん
でもらえるものって……？そんなときは、「みんなの声」を聞くのが一番！そこで今年も「BBQ GO!」では
バーベキューの差し入れで嬉しかったものを、アンケートで大調査！
　1位は、女性がリードすることが多くなった昨今のバーベキューシーンの影響からか、BBQでもそれ
が欲しいの！？と思わずオジサンが唸る、甘い「アレ」。
　バーベキューの人気差し入れTOP３は、「菓子・スイーツ」、「お肉」、「冷菓・アイスクリーム」に決定！
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