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深圳 香港

広州香港

　尖沙咀（チムサーチョイ）のショッピングモール「i SQUARE」の20階にあるキヤノンの
ショールーム「Canon Image2」がこのたびリニューアルオープンした。オープニングセ
レモニーにはキヤノン香港社長兼CEOの守永俊一氏も出席し、近日発売予定のミラー
レス一眼レフカメラ最新機種「EOS M5」の紹介をはじめ、新しく生まれ変わったショー
ルームがお披露目された。
　ここで、スタイリッシュで広 と々した同ショールームの楽しみ方を紹介しよう！

最新機器も並ぶキヤノン製品展示ゾーンで先端技術を体感
　同社が誇るイメージング製品の豊富なラインナップを実際に手にとって操作するこ
とができる展示ゾーンでは、EOS DSLR カメラ、PowerShot、IXUSシリーズ、Cinema EOS 
System、PIXMAプリンター、そしてEFレンズといった既存のコーナーにに加え、リニュー
アルオープンにあわせEOS M Digital Camera, 4K のコーナーを新設。様々な最新の機
器の機能と性能を体験することができる。

ワンストップの顧客フォローと高品質なサービス
　香港内での顧客サービスに関する受賞歴を持つ「キヤノンカスタマーケアセンター」
でのアフターメンテナンスや修理サービスなどに関する迅速かつ高品質なサポートの
ほか、新たに移設された「Canon Pro Solution Hub」では会員向けのサービスとして、最
新機種を含めた同社のイメージング機器、そして、プロ仕様の照明機器材やスタジオ機
器などが完備されたプロフェッショナルスタジオのレンタルができる。経験豊富なス
タッフによる専門的なサポートが受けられるレンタルパッケージもあり、入学や卒業と
いった思い出に残したい人生のイベントの記念写真撮影にはぴったりだ。
　

　そのほか、プライバシー対策もばっちりな
セルフプリントコーナーや、写真撮影やビデ
オ撮影のスキルを向上させるためのワーク
ショップやセミナーの開催など、プロ・アマ
チュア問わず全ての写真、映像愛好家のた
め、装いも新たに、そして便利に生まれ変
わった居心地の良いショールームで、最新
技術と美しいイメージの世界を体感しよう！
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キヤノンショールーム
Canon Image2が
リニューアルオープン！

Canon Image2
住所：20/F, iSQUARE, 63 Nathan Rd., TST
時間：11:00～19:00（月～日）祝日休み
電話：(852)3191-2333

キヤノン香港社長兼CEOの守永 俊一氏

キヤノン製品展示ゾーン

スタイリッシュで広 と々した「Canon Image2」

セルフプリントコーナー

ライフ（香港・広東共通）



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SAGRANT INO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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
香港在住の日本人による小さな弦楽
アンサンブルが10余年をへて国籍をこ
えたオーケストラになりました。管弦楽
の響きを間近でご体感ください。12月4
日（日）14:30開場、15:00開演、ハッピー
バレーの日本人小学校香港校体育館。
ドヴォルザーク交響曲第７番、チャイコ
フスキー《くるみ割り人形》等。入場無
料。はじめての音楽鑑賞の場をご提供
できるようお子様の入場制限は設けて
いません。車での来場不可。メンバー随
時募集中　お問合せ
 hkdimanche@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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:九龍チムーサチョイ加拿分道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。）

　日本を代表する90年代ヴィジュアル系バンド
「MALICE MIZER」のギタリスト、そしてゴシックロ
リータの教祖としても知られるManaが率いる
「Moi dix Mois（モワディスモワ）」の初香港ライブ
が10月23日、九龍湾（カオルーンベイ）の「MUSIC 
ZONE」で開催された。当日は地元香港のファン

を中心に、欧米人や日本人客もつめかけ
会場を埋めた。
　オープニングで漆黒の衣装を
纏ったメンバーが登場するや否
や、客席から盛大な歓声があが
る。特にリーダーのMana(Gt.)に
はオーディエンスから熱狂的な声
援が送られ、早くも会場はヒート
アップ！

　ライブ前半は〈front et baiser〉や
〈Noctural Romance〉などバンド初期の曲を

中心に展開し、国内外でも屈指の人気を誇る
〈Solitude〉で会場の熱気を最高潮に。まだ音源化

されていない、香港では初お披露目のライブお馴
染みの楽曲〈material death〉で観客は音に身を
任せ、大きな盛り上がりを見せた。日本でのライ
ブでもあまり目にする機会のない〈Deflower〉で
はSeth(Vo.)とRyux(Gt.)のツインヴォーカルで会
場を魅了し、会場をMoi dix Moisの世界へとより
深く引き込んで行く。
　「大家好！（こんにちは）」Sethが広東語で会場
に挨拶し、さらにMoi dix Moisのヴォーカリストの
宿命とも言える、リーダー・Manaの代弁者として
観客を煽り、「Mana様！」と会場が割れんばかりの
大きな歓声にManaもご満悦。この夜はアンコー
ル含め全16曲が演奏されたが、ファンの気持ちに
応えようと、Manaが愛用のクマのぬいぐるみポー
チからサイン入りキャンディーをハロウィンプレ
ゼントとして客席にばら撒くと、このサプライズに
も会場は大いに沸いた。
　ライブのあとは150名限定のサイン会が開か
れ、応援し続けてきたファンと触れ合う和やかな

一時を過ごした。バンドが結成してから14年間、
ずっと待ち焦がれたメンバーを前に、感激して涙
するファンも多い。
　ライブ後Manaがツイッターで「昨日の香港ラ
イヴ、最高の夜になりました！ 凄く大きな声援を
貰い最高に気持ちよかった！　会場も一体となり
香港ライヴ楽しかったです！」と感想を綴った。
　ファンにとってもMoi dix Moisのメンバーに
とっても、忘れられない香港の一夜となったこと
だろう。

香港の夜を熱狂の渦に！香港の夜を熱狂の渦に！

香港初上陸の
ヴィジュアル系バンド

Moi dix Mois

LiveReport

モワディスモワ

ライフ（香港・広東共通）
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attitude on granville
住所：20 Granville Rd., TST
電話：(852)2105-3888 
メール：rsvn@soravithotels.com
ウェブ：www.attitudegranville.com

　今月、尖沙咀（チムサーチョイ）に70年代、80年代の香港をテーマ
にしたブティックホテル、「attitude on granville」が新しくOPENした。館
内に入ると、ローカルハウスのような壁、郵便箱や公衆電話などレトロな
インテリアや、街市で使われる籠をモチーフにしたレセプションカウン
ターなどノスタルジックな空間が広がる。また、館内にはホテルのある
尖沙咀とGranville Road付近の過去の姿と、これまでの開発の様子などを
表現したアートが飾られているのだが、これは若手アーティスト達にとっ
ては作品を発表する場であり、訪れた者にとっては彼らと作品を知る機会
を得るという、一種プラットホームの役割を果たしているのもおもしろい。

客室のタイプは、15㎡の
ダブルorツインで素朴な
雰囲気の「Urban」、キン
グサイズベッドもしくはツ
インのベッドとTV、ライ
ティングデスクとインター
ネットアクセスを備えた
22㎡の「Cozy」、キングサ
イズベッドもしくはシング
ルベッド2つとソファベッ
ドがあり、大人2人、子供
2人の宿泊にまで対応可
能な25㎡の「Elite」、広々
とした空間にキングサイ
ズベッドもしくはシングル
ベッド2つと、ベッドにも
なるソファがあり、窓から

Granville Roadの眺めを楽しむことが出来る35㎡の「Studio Suite」の
4タイプ。全ての客室は、「感度の高いアートを制作する」と評判の香港の
デザイナーカンパニー、「One bite」によって香港にまつわるウォールペ
イントが施されている。描かれているテーマはスターアベニューから広
東道、海を渡るフェリーやブルースリーなど、実に様々。個性的な部屋の
雰囲気は、滞在中のテンションをより盛り上げてくれるだろう。
　館内には食べるのをためらってしまうほどキュートなルックスの点心を
出す「Yum Cha」と、開放感あるテラス席でワインやカクテル、ジューシーな
ビーフバーガーなどを提供し、休日はグリーン上でおしゃれなバスケット
に詰められたフードと飲み物でピクニック気分も楽しめるヨーロピアンレ
ストラン、「Urban Park」の2つのレストランがある。双方とも既に話題の
フードスポットとなっているようなので、併せてチェックしてみて欲しい。
　香港屈指のナイトスポット、龍城大藥房、太平館餐廳、翠華餐廳などの
有名店、the ONEなど、数えきれないほどの見どころがあり、人々を惹きつ
けてやまないグランビルロード。香港の今と昔、両方を知ることができる
ホテル、Granville Roadなら、旅の思い出は印象深いものになること間違
いなしだ。

がNEW OPENがNEW OPENattitude on granvilleattitude on granvilleホテル、ホテル、
TSTとOld Hong KongをフィーチャーしたTSTとOld Hong Kongをフィーチャーした

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）
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ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

我が家は3兄弟。
幼い頃は毎日誰かが泣いていて、
床には色んなものが散乱し、
動物園状態でした（笑）。

長男は「静」でしたが、
次男、三男は年子で「動」と「動」。
ぶつかり合いもとにかく激しい！！
三男はいつも傷だらけでした。

私は幼少期のぶつかり合いは
あればあるほどいいと思ってます。
保育園でも、噛まれたり、叩かれたり、傷つけられたり。

「これくらいの力だと
相手を傷つけるんだ。」
「こうされるととても痛い。」
「こういう言葉は使ってはいけない。」
犬と同じで(笑)じゃれ合いながら、
学ぶことが大事だと思います。

この加減がわからないと、
今の陰湿なイジメや
残虐な犯罪に繋がるのではないでしょうか。

兄弟喧嘩は誰にも気を使わず
思い切りできる修練です。
兄弟喧嘩を親は裁いてはいけない。
友人同士の喧嘩もできれば放っておきましょう。

裁くということはそこに勝ち負けが生まれます。
光のそばには必ず影ができる。
負け続けている子供はどこかでバランスを
とらなければならなくなります。
学校で告げ口をしたり、

弱い友人を攻撃したりするようになります。

家の中で、勝ち負けは必要ありません。

喧嘩が始まったら、
〇〇くんは〇〇に怒ってるんだー。
〇〇くんはこう言ってるよー。

見たまんまを伝えましょう。
そこにお母さんの感情は入れないことが大切です。

そうすると、子供はつまらなくて勝手にやめるものです。

幼い頃の次男、三男は激しすぎて、思春期になると殺さ
れるかもしれないと本気で思ってましたが（笑）、思春期
の今、兄弟驚くほど仲が良く、皆さんにどうやって育てた
の？と聞かれます。

思い返すと、幼少期、私は心身共に疲れ果てていて、
喧嘩が始まると遠い目をして、
南の国のことを考えてました（笑）。

でもそれが良かった。
裁かなかったのが良かった。

今3兄弟は全員、お母さんは自分のことが一番好きだと
思っていると思います。
だから競う必要もない。
一番になる必要もないのでしょう。

「言葉に腹が立った。」
「態度が気に入らない。」
などの自分の感情が動いたこと以外で、
「お母さんに弟を怒ってほしい。」
「お兄ちゃんを負かしたい。」

お母さんをコントロールする感情が入る子供は
愛のタンクが満たされてない証拠。
「お母さん！お兄ちゃんが！」
「お母さん！あんなことしてる！」
告げ口をすることが多くなったら
考えてみましょう。

この子は家の中で「負け」が続いてないかな？
この子の気持ちを聞いてあげれてるかな？

家の中は安心安全の場所。
外でたくさん戦った心を癒す場所。

家の中では「負け」をつくらない。
兄弟喧嘩は成敗しない（^人^）。

連載 第5回 兄弟喧嘩は裁かない

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

ライフ（香港・広東共通）
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●医師のピロリ菌の「検査受診率」は49.8％。
　受診していない医師の71.3％が今後「受診を希望」。

　検査を受けた医師のピロリ菌「感染率」は39.0％。 感染していた医師
の86.5％はピロリ菌を「除菌」。 
　以下、回答医師のコメントを見てみよう。

●「検査を受け、 感染はなかった」　1,367人 
・医師3年目の時、上司の先生にカメラをやってもらいました。胃に入っ
た瞬間、「あ、いないね」と言われました（笑）。（30代、 消化器内科）
・内視鏡検査をしていると、ピロリ菌感染の有無で明らかに違う。除菌、 
未感染者の増加で最近は胃癌にお目にかかることが激減しました。（50
代、 一般内科）

●「検査して感染が見つかり、除菌した」　755人 
・食後の胸やけや二日酔いの時の嘔気嘔吐がほとんどなくなり、とても
快適です。人生の苦しみの何割かがなくなったと感じるほどです。（40
代、泌尿器科）
・父親が60才で胃がんになりました、私も心配ですのでチェックしたら
陽性でした。1次除菌は失敗しましたが、2次除菌がうまくいきました。 
（50代、 一般内科）

●「検査して感染が見つかり、除菌には失敗した」　55名 
・過去に2次除菌まで行いましたが失敗です。新しい薬での除菌をトラ
イしてみようと思っています。（50代、 アレルギー科）
・2次除菌する予定ですが、1週間の禁酒がつらいので、やっていま
せん。（60代、循環器内科）
・除菌2日目に、1晩中下痢となり、中断しました。共存していくことにしま
した。（60代、循環器内科）

 ●「検査して感染が見つかったが、除菌はしていない」　63名 
・普通はやるしかない状況ですが、抗生剤の一つにアレルギーがある
ので除菌しておりません。患者様には除菌をお勧めしているのですが。
（60代、消化器内科）
・このご時世、そろそろ下痢を覚悟して、除菌しようと考えております。
（50代、 消化器内科）

●「検査を受けていないが、今後受けたいと思う」　1,550名 
・知り合いの消化器の先生に、ピロリ菌がいるとどこかの時点で胃癌に
なるとの話を聞いてからは、ピロリ菌がいるなら除菌したいと思いま
す。（30代、放射線科）
・両親とも陽性なので自分も陽性の可能性があると考えていますので、
近いうちに受けたいです。（40代、神経内科）

●「検査を受けていないし、今後も受けようと思わない」　624名 
・2人に１人が持っている菌を、 わざわざ除菌する気はない。それよりも
生活習慣を正すことの方が重要である。不適切な生活習慣の上では、
除菌だけで胃癌撲滅はあり得ないと思う。時間をかけて指導するのは、
投薬するより大変な労力をかけてしまうが、医療とはそれが本来の姿で
はないか？（60代、 一般内科）

「ピロリ菌の検査と除菌をしていますか？」
日本の医師の半数が「検査を受けた」、
感染していた医師の8割以上が「除菌した」

　ヘリコバクター・ピロリ（以下ピロリ菌）感染と胃がん発症の関連を明らか
にするエビデンスが蓄積され、予防医療としてのピロリ菌検査と除菌が重視
されているが、一般の人への認知はまだ十分でないと言われている。 
　日本国内の医師10万人以上（医師の3人に1人）が参加する医師専用コ
ミュニティサイト「MedPeer（メドピア）」を運営するメドピア株式会社は、会
員医師を対象に「ピロリ菌の検査と除菌」についてのアンケートを実施した。

■調査概要 
調査期間：2016年10月3日～9日
有効回答：MedPeer会員医師4,498人

・医師専用コミュニティサイト「MedPeer」調べ
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　本調査では、文部科学省による統計で捉えられていな
い語学留学等の実態を明らかにした。日本から近く、物価
が安いフィリピンへ4,338人が語学留学しているほか、中
学・高校留学では12,552人が「JAOS」会員留学事業者か
ら留学している。
 
●サマリー1：「第6の語学留学先としてフィリピンが急上昇」
　アメリカ、オーストラリア、カナダ、イギリス、ニュージー
ランドの上位5か国で全留学者数の80％を占めるが、
フィリピンへの留学が5位のニュージーランドに追随し、
日本人留学者の第6の留学先に。中国と台湾は少ない。

●サマリー2：「語学留学以外では中学・高校留学が2割」
　語学留学（3か月未満）が全体の半分以上を占める。次
いで中学・高校留学は全体の約2割となり、その他（ボ
ランティア・インターンシップ・語学なしワーキングホリ
デー）は14％程度であった。

●サマリー3：「根強い英語圏への留学」
　語学留学はほとんどの国で留学生の大半を占めてお
り、特にフィリピンやフィジーでは95％以上が語学留学と
なっている。一方、フランス、シンガポール、台湾では語学

留学の割合が少ない。中学／高校留学は、留学生数上位
5か国の英語圏に集中している。また、大学／大学院留学
は、上位5か国に加えて中国・韓国等も加わる。

　2013年6月に閣議決定された「日本再興戦略」の中
で、2020年までに日本人留学生を倍増させることが掲
げられている。そのためには産官学が力を合わせていく
必要がある。「JAOS」は今後も、留学のプロとして25年
間にわたって蓄積した留学支援に関するノウハウを生
かし、民間の立場で国や大学などと協力しつつ、より多
くの日本人が留学を実現できるよう、啓発や支援活動を
行っていく。

【調査概要】
調査時期：2014年4月～2015年3月
調査手法：「JAOS」に加盟する
　　　　  留学事業者へのアンケート調査
調査主体：独立行政法人日本学生支援機構

日本人留学者数は文部科学省統計の約2倍！
新統計でこれまで捉えきれていなかった
64,988人の留学生の存在が判明

留学事業の健全な発展と国内の留学啓蒙を目的として、留学事業者等65社以上で構成される一般社団法人海外留学協議会（以下、「JAOS」）は、
独立行政法人日本学生支援機構が2016年1月に「JAOS」会員である留学事業者36社を対象に行った「留学事業者36社による日本人留学状況調
査」に関して、調査協力を行った。
その結果、2014年度においては、文部科学省が発表した「日本人の海外留学者数」（2016年3月）の統計数値である55,350人とはほぼ重複しない、
64,988人の日本人が留学していることが分かった。従来の文部科学省による統計は、海外の高等教育機関で学ぶ日本人留学生数のみ反映してお
り、最も人数が多い語学留学などの数字は含まれていない。そのため、より正確に日本人海外留学生数把握することを目的として調査したもの。

留
学
事
業
者
36
社
に
よ
る
日
本
人
留
学
状
況
調
査

文部科学省「日本人の海外

留学者数」（海外の高等

教育機関への留学の数字）

55,350人（2013年）

JAOS統計（留学

事業者の数字）

64,988人（2014年度）
＊語学留学が多い。中高留学、

専門学校留学も含む

JAOS会員会社から留学する日本人
2014年度64,988人

留学目的別 国別

※JAOS会員留学事業社36社への調査結果による

語学留学
（３ヵ月未満）
51.9％

アメリカ 25.5％

その他
7.3％

オーストラリア
19.4％

カナダ
14.4％

イギリス
11.6％

ニュージランド 8.0％ニュージランド 8.0％

フィリピン 6.7％フィリピン 6.7％

その他
（WH等）
14.0％

中学・高校
留学19.3％

語学留学
（３ヵ月以上）
11.2％

大学院課程 0.5％

大学学部課程
（学位取得目的）1.1％

大学学部課程
（学位目的以外）1.6％

専門学校・各種学校等0.4％

フランス 4.2％
韓国 1.2％
中国 0.8％
台湾 1.0％
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　香港の水道水はWHOの基準を満たしているが、中に
は配水管が古く衛生的でない水もある。そのため香港で
は、飲料水や調理用の水は、身体に取り入れるからこそ
良質なナチュラル・ミネラルウォーターを摂取したいと
考える家庭も多い。ウォーターサーバー用の宅配水とし
て、日本製の正真正銘の安心安全なナチュラル・ミネラ
ルウォーターを待ち望んでいた家庭も多いはずだ。
　今回ご紹介する「信濃湧水」はただのミネラルウォー
ターではない。原水は「日本の屋根」と称される北アルプ

スの中腹にある標高1220mの
「矢沢水源」から湧き出るナチュ
ラル・スプリング・ミネラルウォー
ター（天然湧水）だ。日本の公的
機関発行の「ナチュラル・スプ
リング・ミネラルウォーター証明
書」がある正真正銘のナチュラ
ル・スプリング・ミネラルウォー
ターだ。
　この大自然そのままのナチュ
ラル・スプリング・ミネラルウォー
ターの水質が変わらないように

非加熱処理し、自然の恵みをそのままに、香港の自宅・オ
フィス・店舗まで無料で宅配・配達・デリバリーするので、
主婦や職場にも嬉しい水だ。
　「信濃湧水」は、硬度16度という超軟水で大自然が
育んだバランスが良いミネラルウォーターだ。すっきりと
まろやかな味わいのナチュラル・ミネラルウォーターな
ので、日本のお米や料理との相性はもちろん、赤ちゃん
のミルク用に使用する水にも適している。
　日本のウォーターサーバー用宅配水業界初のISOや
FSSC認証で裏付けされた徹底した衛生管理で安全安心
な宅配水だ。価格面でも毎日欠かせない「ウォーター
サーバー用宅配水」だからこそ、輸入販売宅配店のデリ
バリー網や倉庫を活用して、ここ香港でも日本のウォー
ターサーバー用宅配水とほぼ同等価格を実現している。
　今なら香港での宅配・配達・デリバリーの開始記念
キャンペーンで、通常より更にお手軽に、この高品質の
ナチュラル・ミネラルウォーター宅配水を手に入れること
が出来る。また、ウォーターサーバー無料進呈の特典付。
是非この機会に、無料宅配・配達・デリバリーで、日本製
の正真正銘のナチュラル・スプリング・ミネラルウォー
ターを香港の自宅やオフィスで味わおう。

日本のナチュラル・ミネラルウォーター

輸出元：株式会社トーエル
東証一部上場。アルピナやハワイアンウォーターの
ウォーターサーバー用宅配水でおなじみwww.toell.co.jp  
アルピナ（日本国内で宅配）：www.alpina-water.co.jp
ハワイアンウォーター（日本国内で宅配）：www.hawaiiwater.co.jp

輸入販売宅配店：Hokkaido Marche HK LTD.
ミルクトップ・アイスクリームやアミコ・スウィーツでおなじみ
www.milktop.com.hk　 
https://zh-hk.facebook.com/milktop.hk
https://ja-jp.facebook.com/HokkaidoMarche.hk　 

信濃湧水（Shinano Yusui）
宅配・配達・デリバリーのご注文はこちらから
ウェブ：http://shinanoyusui.hokkaido-marche.com.hk
メール：shinanoyusui@hokkaido-marchi.com.hk
電話：(852)2428-3101
（卓上ウォーターサーバーの在庫終了次第、無料進呈を終了）

デリバリー料金無料
が香港に上陸！！  が香港に上陸！！  「信濃湧水」「信濃湧水」ウォーターサーバー用宅配水ウォーターサーバー用宅配水

新発売   信濃湧水（Shinano Yusui）

1回の配達は2箱以上。香港のご自宅や
オフィスへ無料宅配・デリバリー。

○お買い得コース：12箱（1本8L  x  36本）
＊1箱HKD295。リッター単価HKD12.3
＊卓上ウォーターサーバー無料進呈あり。
＊宅配・配達・デリバリー無料。

○スタンダードコース：6箱（18本）
＊1箱HKD305。リッター単価HKD12.7
＊卓上ウォーターサーバー無料進呈あり。
＊宅配・配達・デリバリー無料。

○お試しコース：2箱（6本）
＊1箱HKD315。リッター単価HKD13.1
＊卓上ウォーターサーバー無料進呈「なし」。
＊宅配・配達・デリバリー無料。
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TASSELSで扱う主なブランドは7つ。

Sogo Causeway Bay Shop
住所：6/F., Sogo Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2833-2436
時間：10:00~22:00 日～木、10:00~22:30 金～土

TASSELS
ウェブ：www.tassels.com.hk

Central Shop
住所：Shop B64-65, Basement, The Landmark, Central
電話：(852)2789-9911
時間：10:30~20:30

Beijing Shop 
住所：Shop 107, Beijing Kerry Centre Mall, 
　　  1 Guang Hua Rd., Beijing, China
電話：(86) 10-8529-8060

Bontoni
Bontoniは古くから製革産業が盛んなイタリアのマルケ地方で生産さ
れ、職人達の高い技術力に定評がある。手染めしたレザーの色合いと一
枚革仕立てのホールカット製法を得意としており、一足あたりに施すハン
ドステッチは数百本にのぼる。既製品は12週間、オーダーメイド品には
10カ月程度時間をかけ、一足一足丁寧に作られている。

価格HKD8,500～

Crockett & Jones
英国調らしい洗練されたデザインのCrockett & Jonesは、ロンドン北西の都
市ノーザンプトンで1879年に二人の兄弟により創業。世界で最も多くの
木型の種類を保有し、靴作りのデザインバリエーションや素材選びのノウ
ハウを持つ。靴は約200パーツからつくられ、一つひとつ手でカッティング
された底材を使うなどこだわりの素材を使用している。

価格HKD4,300～

Alden 
ALDENは1884年、マサチューセッツ州ミドルボロウで創立。1952年に
タッセルローファーを初めて世に出した会社。1970年代には、履き心地
とデザイン共にこだわった医療用矯正靴への取り組みが世間に高く評
価され一躍有名に。現在ではアメリカントラッドを語る上で不可欠な存
在である。また、約200にも及ぶ工程をハンドメイドで製作している。

価格HKD4,500～

Rivolta
1883年にエリンコ・リボルダがイタリアのミラノにアトリエを設置。最も洗
練されたコーブレ技術を使用し、男性的な優雅さのあるデザイン。そし
て、ハンドメイドの靴は1960年代にミラノの有名な貴族やブルジョアの
家族や文化人によって、究極の地位を築いた。現在もそのエレガンスな
デザインは変わらず、特にスリッポンに定評がある。

価格HKD5,500～

Joseph Cheaney & Sons
Edward Greenと同様の年に、「J.Cheaney, Boot & Shoemakers」として設
立し、1903年に現在の社名に変更した。1896年に工場を移転して以降、レ
ザーカットから最終工程まで、一貫して同じ工場で行っている珍しいメー
カー。グッドイヤーウェルト製法で、ノーザンプトン製のシューズとしては
安すぎず、高すぎずの丁度いい価格帯で、適度なクオリティーが特徴。

価格HKD2,600～

Barker
BarkerはArthur Barkerが2人の職人とイギリスのノースアンプトンに1880
年に設立。135年の続く老舗ブランドで、クラシック・カジュアルともに、イ
ギリスらしい靴として重宝されている。厳選されたレザーのみを使用し、
最後の工程はハンドメイドで行う。Barkerの靴は現在でも歴史に基づき、
基本を忠実に守り続けている。

価格HKD1,990～

人と過ごす機会の増えるホリディシーズン。まずはシューズから、心華やぐスタイリングにチェンジしてみてはいかがだろうか。

歴史ある7つのメンズインポートブランドを扱う
クリスマスや新年の特別な日には足元からお洒落をしよう
歴史ある7つのメンズインポートブランドを扱う
クリスマスや新年の特別な日には足元からお洒落をしよう

仕事、パーティ、特別な機会に欠かすことが出来ない
ドレスシューズ。
そごうのメンズシューズショップ、‘‘TASSELS”では厳選
されたブランドから最新デザインのブーツ、スマート
シューズ、カジュアルクラッシックなど、シーンに合った
シューズを豊富に取り揃えており、あなたのファッション
のランクアップを確実にお手伝いすることが可能だ。

オーダーメイド可

オーダーメイド可

オーダーメイド可

Edward Green
1886年にエドワード・グリーン氏がノーザンプトンで設立。美徳を追求
する信条や卓越した職人技から「英国でも稀代の才気煥発な靴職人」と
言われた。グッドイヤーウェルト製法の最高峰。履き心地が良く頑丈。か
つ軽快でスタイリッシュなデザインが特徴。一足一足、最高級品質の
カーフスキンを使い伝統的な手作業で作られている。

価格HKD7,000～
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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。
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香港

　アートやショップなど香港の新たな文化の発信地となっている中環（セントラル）のPMQで、
日本人オーナーパティシエが手掛ける手作りスイーツと、世界各地から取り寄せた20種類以上
の生豆を焙煎した本格コーヒーが楽しめる「Café life」。同店では今年も期間限定クリスマス
ケーキを発売する。
　福岡県産の高級苺「あまおう」と純生クリームを使用し、卵、小麦粉に至るまで日本産にこだ
わった「手作りクリスマスケーキ」のうち、昨年大好評を博した3種類と今年の新作を紹介した
い。さっそく、クリスマス気分を盛り上げてくれる華やかな4つのケーキを見てみよう。
　昨年同様サクサクのタルト生地の上に手作りカスタードクリームとあまおうをふんだんに
使った「ストロベリータルト」（限定25台）は、クリスマスらしく見た目も豪華な一品。また、ふわ

ふわのスポンジケーキにあまおうをサンドし、上にもたっぷ
りと飾りつけた定番の「ショートケーキ」（限定25台）や、しっ
とりとした食感が特徴の濃厚なガトーショコラに生チョコを
飾った「チョコレートケーキ」（限定25台）も贅沢なクリスマ
スを演出してくれそう。そして、今年の新作は生クリームとあ
まおうとの相性が抜群で口の中で溶けてしまうほどしっとり
ふわふわの「スフレチーズケーキ」（限定25台）となってい
る。（いずれもデコレーション等が変更となる場合あり）
　日本産の苺のみを使用しているため予約締切りは12月
15日。価格はHKD320からHKD650とサイズによって異なる
が、予約者に限り販売価格から10%割引となるのでウェブ
でチェックして早めに予約しよう。（支払い方法は現金のみ）
　今年は、香港に居ながらにして日本のスイーツを味わう
ことができる「Café Life」のクリスマスケーキで家族や恋人、
友人とクリスマスを過ごしてみては。

日本人パティシエが作るクリスマスケーキ予約開始
香港でも日本テイストを贅沢に！
日本人パティシエが作るクリスマスケーキ予約開始
香港でも日本テイストを贅沢に！

ショートケーキ

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ケ
ー
キ

ストロベリータルト

Café Life
住所： S106 PMQ 35 Aberdeen Street Central
電話：(852)2858-8755
時間：11:30～20:00（月～金）、10:30～20:00（土・日）
ウェブ：www.pmq.org.hk/shop/cafe-life
フェイスブック：Cafe Life×PMQ

Café LifeCafé Life
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