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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。

ハロウィンイベントに参加する人の8割以上が「衣装やメイ
ク、アクセサリーにこだわりたい」！

　今年のハロウィンイベントに参加予定の人に、参加する
際に衣装やメイク、アクセサリーにこだわりたいと思うかを
聞いたところ、「とても思う」36.8%、「まあまあ思う」48.0%と
いう結果になった。ハロウィンイベントに参加する人の8割
以上が衣装やメイクなどにこだわりたいと考えており、ハロ
ウィンは仮装や特別なメイクで楽しむ行事として浸透して
いるようた。
 
ハロウィングッズとしてフェイスペイントに「興味がある」は
34.1%。特に10代女性の関心が高く、52.0％が「興味があ
る」と回答
　今年のハロウィンイベントに参加予定の人と、予定はな
いが参加に興味のある人全員に、興味があるハロウィングッ

ズについて話を聞くと、「フェイスペイント」に興味があると
回答した人は全体の34.1%で、ハロウィンイベントに興味の
ある人の3割以上は「フェイスペイント」にも興味を持ってい
ることがわがった。性年代別で見ると10代女性の関心が特
に高く、半数以上の52.0%が「興味がある」と回答した。

ハロウィンにフェイスペイントをしたい理由1位「気分が高まる
から」2位「普段なかなかできないから」3位「写真を撮りたい
から」。10代では4人に1人が「SNSに投稿したいから」と回答
　フェイスペイントに興味があると回答した人にその理由を
聞いたところ、最も多い回答は「気分が高まるから」57.1%、次
いで「普段なかなかできないから」54.9%となった。フェイス
ペイントをすること自体が、非日常感を体験できるもの、ハロ
ウィンやイベントのお祭り気分を盛り上げるものとして注目、
支持されているのではないか。10代では4人に1人程度が
「SNSに投稿したいから」と回答し、SNS世代は写真映えする
ものとしてフェイスペイントに興味を持っているようた。

フェイスペイントで人気のモチーフ：「キャラクター」、「血の
り」など
　フェイスペイントのモチーフとして興味があるものの1位
は「キャラクター」（58.6%）、2位は「血のり」（56.4%）となっ
た。性別で見ると、男性は1位「キャラクター」73.3%、2位「血

のり」65.5%、3位「立体的な傷口」62.1%となり、一方女性は
1位「目元ワンポイント」68.2%、2位「血のり」49.7%、3位
「キャラクター」47.8%と、男女でランキングに差が出る結
果となった。男性にはキャラクターやリアルなホラー系、女
性にはカワイイ系のフェイスペイントが人気のようた。

半分以上の人はフェイスペイントを「友達に描いてもらう」、
女性は「自分で描く」の人も多い
　フェイスペイントをどのように行いたいかを複数回答で
聞いたところ、全体で最も多い回答は「友達に描いてもらう
（54.6%）」。男女で比較をすると、男性は最も多い回答が
「友達に描いてもらう」60.3%、次いで「プロに描いてもら
う」52.6%の回答が多く、女性は「自分で描く」51.0%が最多
となり、「友達に描いてもらう」50.3%が僅差で続く結果と
なった。普段からメイクをする女性にとってはフェイスペ
イントもメイクの延長として親しみやすく、自分で挑戦しや
すいのかもしれないが、気軽に楽しめるフェイスペイント
用の商品を取り扱う店舗が増えてきたことも要因の大きな
ひとつといえるかも知れない。

ハロウィンイベントに参加する人の8割以上が
「衣装やメイクにこだわりたい」
フェイスペイントに「興味ある」と回答

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年9月2日～6日
調査対象者：全国の15歳～39歳の男女計800人

毎年10月31日はハロウィン。近年、日本でもハロウィンの時季には関連イベントが行われ、仮装した人々が街にあふれたり、ハロウィンの
代表的なシンボルであるかぼちゃを使ったスイーツや大袋のお菓子が大々的に売られるなど、ハロウィン市場は年々盛り上がりを見せて
いる。仮装やコスプレをして楽しむ人が増えるハロウィンは、フェイスペイント・ボディペイントの業界にとっても一大イベント。そこで今回
一般社団法人日本フェイスペイントイベント協会は10代～30代の男女を対象に、ハロウィングッズで興味のあるもの・使用してみたいも
のや、フェイスペイントをしてみたいか、フェイスペイントに期待することなどを調査した。

あなたは今年のハロウィンで、衣装やメイク、アクセサリーに
こだわりたいと思いますか。（n=400単数回答）

36.8%

48.0%

13.0%

2.3%

とても思う
まあまあ思う
あまり思わない
まったく思わない

ライフ（香港・広東共通）
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働く女性のお金に関する情報
　首都圏在住の20～30代の社会人女性600人に
対し、「お金に関する情報」をどのように収集して
いるのか質問したところ、「インターネット
（78.5％）」での情報収集が最も多いことが判明し
た。次いで「テレビ（40.7％）」「家族に聞く（27％）」
といった回答が続く一方、「セミナー（4％）」や「専
門窓口（6.8％）」など“自ら足を運んで収集する”と
回答した人はわずか10.8％であることから、働く女
性のお金に対して受動的な姿勢が垣間見えた。

働く女性のお金に関する情報と老後の経済力
　「お金に関する情報」を正しく理解している自信
があるか質問したところ、「自信がある」と回答した
人は全体のわずか11.8％であることが判明した。ま
た、「老後の経済力」について不安があるかを質問
したところ、「不安がある」と回答した人は全体の
87.8％であり、正しく理解している自信がない中で、
将来を不安視する声が多い事実が判明した。

 

 

 

　また、「老後に毎月必要だと思う金額」について
質問したところ、全体平均で¥216,367、世代別で
みると、女性20代は平均で¥221,433、女性30代は
平均で¥211,300、という結果となった。

働く女性の資産運用方法と貯金額
　現在「資産運用」を行っているかどうか質問した
ところ、全体の約半数が「資産運用をしている」こと
が判明した。なかでも「預金による資産運用」が
38.2％とまだまだ多く、「不動産投資」などの実物
資産での運用は3.8％であることから、マイナス金
利により近年注目を集めている不動産投資は、ま
だまだ少数派である実態が明らかになった。

働く女性の投資事情
　「投資を始めた年齢」について質問したところ、
平均で22.8歳という結果となった。
　また、「投資を始めたきっかけ」について質問し
たところ、全体では「就職」が29.5％で最も多い結
果となった。世代別に見ると、20代は「就職
（42％）」や「家族にすすめられて（10.2％）」とい
う回答が上位にきている一方、 “投資適齢期”とさ
れる女性30代では「資金に余裕ができて（20％）」
や、「老後に不安を感じて（17.9％）」が上位とな
り、20代では、就職を機にお金に対する意識が芽
生え、30代になるとより具体的にお金との付き合
い方を考えるようになるという、世代間の違いが
伺える結果となった。

働く女性のお金と恋愛事情
　「男性におごられてキュンとする金額」について質
問したところ、平均は¥12,047、金額帯では「¥5,001
～¥10,000（37％）」「¥1,001～¥5,000（33％）」と、7割
が1万円以下と回答する結果となった。

　
　また、「男性におごられて“思わず引いた”経験」に
ついて質問したところ、全体の23.7％が「経験があ
る」と回答し、「クーポンを使われた」「少額でドヤ顔
された」や「後で会社で俺がおごったってみんなに
言いふらして自慢していた」「こっそり領収書を貰っ
ていた」など、金額やその後の態度に関する“ドン引
きエピソード”が多数判明し、男性にとっては厳しい
意見が多く見受けられる結果となった。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年8月26日（金）～2016年8月29日（月）
調査対象者：首都圏（東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、
　　　　　  茨城の1都6県）在住の20～30代の
　　　　　  社会人女性600人

インヴァランスでは、昨今の女性の社会進出や活躍の現状を受け、首都圏在住の20～30代の
社会人女性600人に対して「働く女性のお金事情に関する意識調査」を行った。

－働く女性のお金事情に関する意識調査－

Q：あなたは「お金に関する情報」を
正しく理解している自信が
ありますか？（n=600）

Q：あなたは老後の経済力に
ついて不安が

ありますか？（n=600）

Q：あなたが「男性におごられてキュンとする金額」はどれくらいですか？
（全体 n=588※有効回答に限る）  
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ゼロからスタート 第70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

　　昔の香港は生活が豊かではなかったので、日常用品は流行よりも丈夫で長く使え

るものが求められました。物が壊れたときは新しいものは買わず修理するため、修理、

修繕する職業が現れました。現在では徐々に減っていきましたが、今でも一定の需要

があります。このような名もなき小さなお店は、今では数少ない香港の特色を感じられ

る存在として、非常に価値があると言っていいでしょう。

唔該，我想配匙/補鞋。

m4 goi1，  ngo5 söng2 pui3 si4 / bou2 haai4

すみません、合鍵を作りたいです。/靴を修理したいです。

我想配____(數量)條鎖匙。

ngo5 söng2 pui3____ (sou3 löng6) tiu4 so2 si4。
私はこの鍵を（数）個作りたいです。

我個鞋踭蝕晒，唔該幫我補鞋吖。

ngo5 go3 haai4 zhaang1 sit6 saai3，m4 goi1 bong1 ngo5 bou2 haai4 a1。
靴の踵が磨り減ってしまいました。すみませんが修理してください。

幫我喺呢條皮帶打多兩個窿吖!

bong1 ngo5 hai2 ne1 tiu4 pei4 daai2 da2 dö1 lung1 go3 lung1 a1!
このベルトに穴を二つ開けてください。

我想買一個鎖頭。
ngo5 söng2 maai5 yat1 go3 so2 tau2。
私は錠を買いたいです。

1

2

3

4

5

広東語・発音・日本語

鎖匙

so2 si4
鍵

皮帶

pei4 daai2
ベルト

磨蝕

mo4 shit6
磨り減る

鎖頭

so2 tau4
錠

鞋　
haai4 zhin3

靴の中敷、インソール

皮鞋

pei4 haai4
革靴

開鎖

hoi1 so2
鍵を開ける

鞋　
haai4 zhaang1
くつのかかと部分

高　鞋
gou1 zhaang1
haai4
ハイヒール

門鎖

mun4 so2
ドアの鍵

打窿

da2 lung1
穴を開ける

　
lat1 zhaang1

踵が外れる、取れる

常用句

　　今回は、香港の特色を紹介します。香港には面積が非常に狭く、小さいお

店がたくさんあります。皆さんは普段古い町並みを歩いているとき、このよう

なお店に気がついたころはありませんか。店内を覗いてみると真っ暗で、移

動する空間もなく、ドアには大きな模造の鍵がかかっていることが多いです。

　　このような店には正式名称がないのですが、「補鞋配匙專門店bou２　

haai４　pui３　si４ zhün1 mun４ dim３」と呼んでもいいでしょう。文字

通り、この種類の店は靴の修理「補鞋bou２ haai４」と鍵作り「配匙pui３

si４」を専門としていますが、ベルトに穴を開けるなど、他のサービスも提供

しています。

例えば、あなたがドア鍵を交換したいとき、多くの場合2セットしか渡されず、家族の人数分の合鍵

やスペアキー「後備門匙 hau６ bei６ mun４　si４」が必要になるでしょう。そういった場合は自分で

今ある鍵をお店に持って行き、店主に「すみません、鍵を作ってください「唔該，我想配匙m４ goi1，

ngo５ söng２ pui３ si４」と言って鍵を作ってもらいましょう。

以下、関係する広東語の単語です。
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◆英語力の必要性、 英語の学習状況
　英語力の必要性を感じる人は59.7％。10代では、 
「必要性を感じる」が4割を超える。一方、男性20～40
代では、必要性を感じる人が5割前後で他の層より低
くなっている。 
　現在自主的に英語を学習しているかを聞いたとこ
ろ、「現在英語を学習している」は7.9％、「以前学習し
ていたが、現在は学習していない」は37.7％、「学習し
たことはない」が53.8％。「現在英語を学習している」
は10代では5割弱みられるが、20代では1割強、30代
以上では1割以下となっている。

◆英語の学習方法
　現在英語を学習している人の学習方法は、「参考書」
「テレビの英語講座」「ラジオの英語講座」「英語の書籍
や新聞・雑誌を読む」「英語のリスニングCDなどを繰り
返し聴く」が2割前後で上位にあがっている。「テレビの
英語講座」「ラジオの英語講座」は高年代層で比率が高
く、女性40代以上では「テレビの英語講座」、男性50代
以上では「ラジオの英語講座」が1位となっている。 

◆英語の学習意向、 学んでみたい英語学習法
　今後英語を学習したいと考えている人は35.5％、 10
代では7割弱、女性20・30代では5割前後となってい
る。英語力の「必要性を感じる」と回答した人では6割
強、「やや必要性を感じる」と回答した人では4割強。ま
た、現在学習している人では9割強、以前学習していた
人では5割弱、未経験者では2割弱となっている。

　英語を学習したいと考えている人に、学習してみ
たい方法を聞いたところ、「英会話スクール」「個人

レッスン・マンツーマン」が3割弱、「テレビの英語講
座」「オンラインでの通信学習」が2割で上位にあがっ
ていいる。「英会話スクール」は女性20・30代、 「テレ
ビの英語講座」は高年代層で比率が高い傾向。現在
英語を学習している人では、「英語の書籍や新聞・雑
誌を読む」「英語で実際に人と会話」が他の層よりや
や高くなっている。 

【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）　　調査時期：2016年08月1日～5日　　回答者數：10,780人

英語教育に関するアンケート調査英
語
力
の
必
要
性
を
感
じ
る
人
は
６
割
。

現
在
自
主
的
に
英
語
を
学
習
し
て
い
る
人
は
8
％
、

今
後
学
習
し
た
い
と
考
え
て
い
る
人
は
４
割
弱

マイボイスコム株式会社は、３回目となる「英語教育」に関するインターネット調査に実施し、10,780件の回答を集めた。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

英語力の必要性

第3回（2016/8）

第2回（2013/8）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

必要性を感じる
どちらともいえない
必要性を感じない

やや必要性を感じる
あまり必要性を感じない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第3回（2016/8）

第2回（2013/8）

現在英語を学習している
以前学習していたが、現在は学習していない
学習したことはない
無回答

7.9 37.7 53.8 0.7

7.9 38.1 53.2 0.7

自主的な英語の学習状況

30.4 29.3 17.4 10.8 12.2

29.2 30.6 17.7 12.1 10.4

英語に学習意向

第3回（2016/8）

第2回（2013/8）

ぜひ学習いたい・続けたい
まあ学習したい・続けたい
どちらともいえない
あまり学習したくない・続けたくない
まったく学習したくない・続けたくない
無回答

◆英語を学習したい理由、したくない理由（全6,566件）
『学習したい』
・英語の文章を読むことが時々あるが、翻訳サイト頼み
だから。（女性33歳）
・子供が英会話を習っているので、同時に復習を兼ねて
勉強したい。（女性39歳）
・英語圏の知り合いが多いが、英語が話せない事が壁
になり意思疎通ができず、会話が中途半端に終わって
しまう事が多々あるため。（男性46歳）
・海外からの旅行客も増え、東京オリンピックのボラン
ティアでも役にたつ。また自分の海外旅行でも必要と
思う。（男性61歳）

『学習したくない』『どちらともいえない』
・英語学習にかなりの時間とお金をかけたつもりだが、 
まったく身につかなかった。 これ以上時間とお金をか
けるのはやめると決めている。 （女性40歳）
・スマートフォンやタブレットを使った翻訳機能がこれ
から上昇し、 多国語を覚える必要がなくなる時代が近
いと思うから。 （男性39歳）
・幼少期に無理やり通わされて英語嫌いになったので、 
いま学習しても続けられる自信が無い。 （女性33歳）
・英語を話せるとよいと思うが、 今後使う環境や機会が
ないと思うので積極的に学習しようとは思わない。 
（女性72歳）

＜＜ 回答者のコメント ＞＞＜＜ 回答者のコメント ＞＞

11.8 23.7 28.5 14.3 17.0 4.6

11.2 25.3 30.2 13.9 13.2 6.2
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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。

■コンビニでの商品購入は、3人に1人が
　“キャッシュレス派”
　コンビニエンスストアでの商品代金の支払
いに、「現金を使わない」人は12.0％、「現金を
使わないことが多い」人は15.2％、「現金で支払
うことが多い」人は19.4％、「現金で支払う」人
は48.4％でした。現金で支払う人が半数近くと
最も多かった一方で、「現金を使わない」「現金
を使わないことが多い」を合計すると27.2％と、
約3割の人が現金以外で払うことが多いよう。 

■キャッシュレス化によって、3割が
　「予定外の購入が増えた」
　コンビニエンスストアやスーパーでは現金
以外で支払うことが多いと回答した人のうち、
「予定外の商品を衝動買いすることが増えた」
人は30.3％。また、「ポイントや特典を受ける楽
しみが増えた」人は72.6％、「現金以外の決済
方法のあるお店を選ぶことが増えた」人は
53.8％。 
 ※いずれの数字も「あてはまる」「ややあては
まる」の合計。 

■20代女性の6割以上がパソコンよりも
　「スマートフォンでネットショッピング」
　直近1年間にネットショッピングをしたことが
ある人に、ネットショッピング時、主に利用する
機器について聞いたところ、「パソコン（デスク
トップ、ノート）」と答えた人は61.1％、「スマート
フォン」と答えた人は34.0％。 
　ネットショッピング時に「スマートフォン」を
利用する女性の割合を年代別に見てみると、
10代女性は67.6％、20代女性は62.0％、30代女

性は64.8％と、いずれも「スマートフォン」の利
用が6割を超えた。 

■スマートフォンでのショッピングでは、
　4割以上がWebよりも「アプリを利用」
　主にスマートフォンでネットショッピングを
行うと回答した人に、ネットショッピング時、
Webとアプリのどちらを利用するかを聞いたと
ころ、43.1％の人が「アプリの方が多い」と回答
し、「Webの方が多い」（32.5％）を上回った。な
お、「アプリとWebは同じくらいの頻度で利用」
と答えた人は、21.9%。 

モ
バ
イ
ル
＆
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
月
次
定
点
調
査

【調査概要】
調査名：モバイル＆ソーシャルメディア
　　　 月次定点調査 （2016年9月度）
調査期間 ：2016年9月29日～30日
調査対象 ：15歳～69歳の男女1,100人

～コンビニでの商品購入は、 3人に1人が“キャッシュレス派”～
　株式会社ジャストシステムは、マーケティングリサーチに関する情報サイト「Marketing Research Camp（マーケティング・リサーチ・
キャンプ）」で、ネットリサーチサービス「Fastask」を利用して実施した『モバイル＆ソーシャルメディア月次定点調査（2016年9月度）』
の結果を発表。本調査は、15歳～69歳の男女1,100人を対象にしている。 
　また、集計データとしてまとめた全114ページの調査結果レポートを、「Marketing Research Camp」の自主調査レポートページから、 
無料でダウンロード提供する。

買い物の"キャッシュレス化"によって、
3割が「予定外の購入が増えた」

0% 20% 40% 60% 80% 100%

予定外の商品を
衝動買いすることが増えた

現金以外の決済方法の
あるお店を選ぶことが増えた

ポイントや特典を受ける
楽しみが増えた

レジで後ろに並ばれたときの
プレッシャーから解放された

お金の管理がやりやすくなった

キャッシュレス化による生活の変化
※コンビニ、スーパーで現金を使わないことが多い回答者（n=409）

9.3% 21.0% 24.9% 26.4% 18.3%9.3%9.3%9.3% 21.0%21.0%21.0% 24.9%24.9%24.9% 26.4%26.4%26.4% 18.3%18.3%18.3%

24.9% 28.9% 23.2% 12.5% 10.5%24.9%24.9%24.9% 28.9%28.9%28.9% 23.2%23.2%23.2% 12.5%12.5%12.5% 10.5%10.5%10.5%

11.7% 20.8% 30.3% 20.5% 16.6%11.7%11.7%11.7% 20.8%20.8%20.8% 30.3%30.3%30.3% 20.5%20.5%20.5% 16.6%16.6%16.6%

18.3% 25.2% 32.8% 13.2%10.5%18.3%18.3%18.3% 25.2%25.2%25.2% 32.8%32.8%32.8% 13.2%13.2%13.2%10.5%10.5%10.5%

あてはまる　　　　　　  ややあてはまる　　どちらともいえない
あまりあてはまらない　　あてはまらない

35.7% 36.9% 19.8%

2.9%

4.7%35.7%35.7%35.7% 36.9%36.9%36.9% 19.8%19.8%19.8%

2.9%2.9%2.9%

4.7%4.7%4.7%
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❶「スイーツ男子」はもうあたりまえ？ 
　男女とも6割以上が「週に2回以上スイーツを食べる」。
　20代の男女800人に、スイーツが好きか嫌いかを聞いた
ところ、「好き」78%、「どちらかというと好き」16%で、実に
95%がスイーツ好きという結果になった。

　また、スイーツを食べる頻度については、最も多かった
のが「週に2～3回程度」43%、次いで多かったのが「毎日」
21%で、6割以上がスイーツを週に2回以上食べていた。男
女別でもあまり差は見られず、男性では60%、女性では68%
が、週に2回以上スイーツを食べていると回答。最近の20代
男子は女性とほとんど変わらない頻度でスイーツを食べて
いることが分かった。

　スイーツを月に2回以上食べると回答した人に、どのよう
なシーンでスイーツを食べることが多いかを聞いたところ、
1位「小腹が空いたとき」69%、2位「誕生日・クリスマスなど
の特別なとき」50%、3位「コーヒーやお茶などを飲むとき」
50%、でした。
　男性にとっては「日常的に食べるもの」、女性にとっては
「特別なときに食べるもの」と、スイーツを食べるシーンは
男女別で傾向の違いが見られる。ここでも男性の生活にス
イーツが浸透している様子が見て取れた。

❷スイーツの購入場所は1位「コンビニ」80%、2位「スー
パー」70%、3位「デパート・百貨店」31%。「味」も「価格」も
重視したい20代にとって、今や「コンビニスイーツ」は最も
身近なスイーツと言えそう。

　主にどこでスイーツを購入するかを聞いてみたところ、1
位「コンビニエンスストア」80%、2位「スーパーマーケット」
70%、3位「デパート・百貨店」31%でした。

　購入時に重視するポイントは、1位「味」87%、2位「価格」
77%、3位「デザイン・見ため」37%でした。「メーカー・ブラン
ド」18％や「トレンド・流行」10％よりも、「味」や「価格」が重
視されているよう。コンビニでのスイーツの発展がスイー
ツ男子の増加を加速させているのかも知れない。

❸20代の好きなスイーツランキング：1位「アイス」、2位「チョ
コレート」、同率3位「プリン・クリームブリュレ」「ドーナツ」。

　この秋、気になっているスイーツでは「栗」「芋」「かぼ
ちゃ」など、旬の素材を用いたスイーツが票を集める。
　好きなスイーツについて聞いてみたところ、1位「アイス・
ジェラート類」91%、2位「生チョコ・チョコレート・チョコレー
ト菓子」77%、同率3位「プリン・クリームブリュレ」「ドーナ
ツ」73%という結果でした。さらに、好きなスイーツとして回
答したものの中から、最もよく食べているものを1つ選んで
もらったところ、1位「アイス・ジェラート類」31%、2位「その
他和菓子（大福・羊かんなど）」16%、3位「生チョコ・チョコ
レート・チョコレート菓子」12%という結果でした。また、「こ
の秋、気になっているスイーツ」について自由回答で聞いて
みたところ、1位「モンブラン」131票、2位「スイートポテト」
25票、3位「チーズケーキ」21票でした。その他、「栗」、「芋」、
「かぼちゃ」などの単語が目立っており、秋に関連するス
イーツへの関心の高さがうかがえた。

私たちを目でも舌でも楽しませてくれる魅惑の「スイーツ」。毎年何らかの
スイーツがブームとなり、話題に事欠かない。日本ではコンビニスイーツの
登場で手軽においしいスイーツが食べられるようになり、私たちの生活にも
すっかり浸透した印象があるが、実際はどうなのか？ 20代の男女に調査した。

スイーツが好きか嫌いか（ベース：全体/n=800）

スイーツを食べるシーン・男女別
（ベース：スイーツを週に2回以上食べる男性/n=239,女性/n=272）

スイーツを食べる頻度（ベース：全体/n=800）

小腹が空いたとき

コーヒーやお茶などを
飲むとき

夕食の後に

誕生日・クリスマスなどの
特別なとき

自分にご褒美をあげたいとき

                                       66.5%

                  51.5%

           47.3%

38.9%

38.5%

                            70.2%

             59.6%

          58.1%

51.1%

50.7%

小腹が空いたとき

誕生日・クリスマスなどの
特別なとき

自分にご褒美をあげたいとき

ストレスやイライラが
たまっているとき

贅沢したいとき

【調査概要】
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：20歳～29歳の男女（マクロミル提携モニタ）
割付方法：男女を均等に回収（5歳刻み）／合計800サンプル
調査期間：2016年9月27日～28日

【調査概要】
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：20歳～29歳の男女（マクロミル提携モニタ）
割付方法：男女を均等に回収（5歳刻み）／合計800サンプル
調査期間：2016年9月27日～28日

6割以上が「週に2回以上食べる」！
20代男女のスイーツ事情を調査
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　香港でも屈指のグルメとショッピングの街、銅鑼湾（コーズウェベイ）のタイムズスク
エア裏に、今年の8月新たに商業ビル「V Point」が仲間入り。その最上階には、香港で数
多くのレストランを展開し香港の飲食業界を引率する「ダイニング・コンセプト・グルー
プ」の新店で、グリル料理をメインにフレンチとアジア料理を融合させたコンテンポラ
リーレストラン「Alto」がオープンした。目の前に広がる美しいビクトリアハーバーと香港

の摩天楼を220°見渡せるのが魅力
で、インテリアには、家具や照明で
有名なトム・ディクソンのデザイン

を使っている。伝統的なフォルムを残
しながらコンテンポラリーなデザイン
を融合させた、モダンでシックなお洒

落空間に仕上がっていて美味しい料理と共に粋な時間を過ごすことができる。
　同店のエグゼクティブシェフ、マイケル氏は、ラスベガスのベネティアホテルの有名レ
ストラン「Bouchon by Thomas Keller」、シーザーパレスホテルのミシュランレストラン
「Bradley Ogden」で勤務し、その後、香港で同じくダイニングコンセプトのイタリアンス
テーキハウスの「Bistecca」でヘッドシェフを務めさらに料理の腕を磨く。そんな彼の作
る料理は、厳選した旬の食材にこだわった絶品料理が勢ぞろいだ。
　まずは、あっさりした口当たりが魅力の「Watermelon Salad (スイカのサラダ)」。スイ
カの甘さに唐辛子でローストしたフェタチーズの塩気、ミントのアロマの香り、松の実の
歯ごたえ、レーズンビネガーの酸味と絶妙な味のハーモニーと食感が癖になる。濃厚な
味のフォアグラに梨のピュレ、グリルしたピーチで味のバランスを整えたフォアグラのソ
テー「foie gras」は赤ワインに合わせていただこう。メインには同店が力を入れている自
慢のグリル料理を。シェフがおすすめするのは、和牛とは異なったワイルドな味が魅力
の本場のステーキのUSDA。またはアルジェンティーナのステーキをミディアムレアで。
何もつけずに食べても充分おいしいが、お好みで岩塩やマスタードをつけて。お肉を
ガッツり食べたいお肉好きにはぴったりだ。お肉以外にオススメするのは、鱸（スズキ）
の腹にレモンを詰めて、チェリートマト、フェンネルとサヤインゲンと共にローストした
「Roast Branzino」。シンプルな味付けだが素材の味を十分に味わえる一品だ。
 食事のお供にワインも忘れずに。経験豊富なソムリエが種類豊富なワインリストの中

えているので気兼ねなくソ
ムリエに聞いてみよう。
　さあ、さっそく美しい夜
景とおいしい料理を楽し
みに出かけよう。

摩天楼とビクトリアハーバーの絶景に息を飲む
グリル料理が自慢のコンテポラリーレストラン
摩天楼とビクトリアハーバーの絶景に息を飲む
グリル料理が自慢のコンテポラリーレストラン

ALTO
住所：31/F, V Point, 18 Tang Lung St., CWB
電話：(852)2603-7181
時間：ランチ　   12:00～15:00
　　  ディナー　18:00～23:00
ウェブ：www.diningconcepts.com/Alto

AltoAlto

あっさりとした口当たりの
「Watermelon Salad」

ワインとぴったりの「foie gras」

ボリューム満点の「USDA Prime Amirian Ribeye Beef」

シェフおすすめの「Roast Branzino」

エグゼクティブシェフの
マイケル氏
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある寿司屋では、日本人/日本語
が話せる香港人ホールスタッフ/ホール
主任/調理経験者を募集しています。
ご興味のある方は、まずご連絡ください。
勤務時間・曜日・条件など相談可能。
メール：info@tokami.com.hk
担当：小林〳オウ
電話：（852）6123-9222
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両方
を募集中です。アルバイトは週２日から
の出勤も可能です。女性のお客様が１
人でも来れる明るい雰囲気を目指して
いるお店です。ご興味がある方はこちら
までメールで簡単な履歴書をお送りく

ださい。追ってご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Irene
　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。）
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　健康で美しい髪は、その人の第一印象に
良い影響を与える。健康で光沢のある髪を
常にキープすることは、日常に潜む様々な
チャンスや出会いををつかみ、そして人生を
明るい方向へと導いてくれる。
　ところが、私たちの髪は香港の強い紫外線や埃によって、常に髪の毛はダメージを受
け、頭皮も皮脂や汚れで詰まっている。現に、香港に住む女性の2人に1人は髪や頭皮に
ついて何らかの悩みを抱えているという話も。

　政府の再開発計画により、昨年末にローカルな町並みから西洋のおしゃれな
ストリートへと大変身した湾仔（ワンチャイ）の利東街に店を構える「Elephant」

は、そんな髪や頭皮の悩みを解決するヘアケア
や頭皮ケアのみならず、ネイル、メイクアップ、ヘ
アスタイリング、そしてウエディングサービスま
でを行うワンストップのビューティーサロンだ。

　ここで、経験豊富な髪や頭皮の専門家が、顧客の髪と頭皮の健康を改善するため高
レベルの施術を行う同サロンお薦めのケアメニューを紹介しよう。

■Professional Ion & Ozone Scalp Clean and Therapy（HKD300）
　超音波技術により、マイナスイオンとオゾンのマイクロミス
トが髪の内部にまで浸透。通常の水蒸気より50％細かく軽量
なマイクロミスト粒子は、より深くまで浸透し頭皮を綺麗にし、
髪を若返らせ、しなやかさと強さを与え、輝きを長持ちさせる
と当時に、ヘアカラーやパーマの施術効果を高めるため、カ
ラーやパーマ液などに髪をさらす時間を短縮させることがで
きる。

■Deep Clean and Refreshing Therapy（HKD500）
　まずは頭皮マッサージでリラックスして、頭皮へのハーブエッセンスの吸収効果を高
めたあと、カモミール・マリーゴールドなどの天然植物成分を配合したシャンプーで洗
浄。これにより頭皮の血液の循環が促進し、汚れや不純物を除去。脱毛を防止すると共
に、頭皮を強化することで、頭皮の健康を向上させる。そして最後には、頭皮の状態に応
じて鍼灸マッサージを行う。施術には日本から取り寄せた機器やハーブエッセンスを使
用し、安全で高品質なケアを実現。
 一般的に高いと思われがちなスカルプ・ヘアケアがHKD300からと比較的気軽に施術
が受けられるのも嬉しい。夏の疲れが出やすいこの時期。季節の変わり目のリフレッ
シュのために、身体だけでなく髪や頭皮のケアをして、軽やかに街にでかけよう！

夏の疲れた髪や頭皮のままで大丈夫？
プロフェッショナルな技術とケアで輝く健康な髪に
The Elephant
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

The Elephant
住所: G36, Lee Tung Avenue, 
　　  No. 200 Queen’s Rd. East, Wan Chai
電話: (852)3709-6976
時間：10:00～20:00（月～日）
ウェブ：www.the-elephant.com.hk
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