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香港

今週の香港ピックアップ スキンケアブランド「Cetaphil」
Daylongシリーズ

香港の強烈な紫外線から肌を守る！
　世界50ヶ国で65年以上にわたり愛されているスキンケアブランド「セタフィル」の

Daylongシリーズから、日焼けあとのリペアクリームが新発売。DNA修復酵素のエンドヌ

クレアーゼを配合し、皮膚の修復機能を活発にする働きがある。日焼けによって熱を

持った皮膚を冷まして健康な肌を維持してくれる。合わせて購入したいのが、日焼け止

めジェル。柔らかいテクスチャーで伸びが良く、テカリや白浮きが少なくて使いやすい。

SPF50+は全身用、SPF30はメイクアップの下地として使用可。また、同シリーズ全てに保

湿成分が含まれていて、乾燥肌や敏感肌など、あらゆる皮膚タイプのニーズに合った製

品を提供している。これからの季節、晴れていても曇っていても紫外線対策は必須。毎日

欠かさずケアして、露出が増える夏も美肌をキープしよう！

実用的でファッショナブルなヘッドセット
　今回は「Urbanista」のSeattleを紹介する。世界の発展をけん引

する工業とアート的都市シアトルと同様に、このSeattleもそんな要

素を表現している。Seatt leのデザインコンセプトはミニマリズム

で、実用と音質も重視されている。ローズゴールドとブラック、ホワ

イトの三色を、好みによってチョイス可能。

シアトルという名のイヤホン誕生
Urbanista

発売中

Level 6, Marco Polo Hongkong Hotel, Harbour City, TST
ランチ 12:00～14:30、アフタヌーンティ 15:00～17:30、
ディナー 18:00～22:30、バー＆テラス 12:00～25:00
(852)2113-0808
アフタヌーンティセットHKD568（2名）

Putyourself.in, Rm. 1501, Chung Ying Bldg., 
20-20A Connaught Rd. W, Sheung Wan
20:30～22:30
groovylifehk
前売券HKD120、当日券HKD160

Manning、Watsons’
After Sun Repair 100ml/ HKD198
SPF 50+ Gel 50ml/ HKD168
SPF 30 Gelfluid 30ml/ HKD138

Log-on、HMV、CSL
(852)3403-2813hk.lush.com

忘れられがちな父の日にプレゼントを贈ろう
　6月18日は父の日。Lushでは、プレゼントに最適な男性向けの石鹸、

シェービングクリーム、スタイリング剤など、各種製品を揃えている。ま

た、お得なギフトセットは、カラフルなラッピングで特別感たっぷり。イン

ターネットからも購入可。今すぐチェックしよう！

Lush Cosmetics
父の日コレクション

発売中

絶景を見ながら贅沢スイーツを味わう
　尖沙咀のマルコポーロホテルにある「Cucina」で、イタリアの高級チョ

コレート「アメデイ」を贅沢に使用した新作のアフタヌーンティが楽しめ

る。1つずつゆっくりと味わい

たい繊細で美しいスイーツた

ち。香港島を一望しながら優

雅なひとときを過ごそう。

イタリアンレストラン「Cucina」
新作アフタヌーンティ

ジャズライブ
YUKAKO YAMANO TRIO

6月11日

ムーディなジャズで落ち着いた大人の夜を
　上環にあるイベントスペース「Putyourself.in」で開催されるジャズラ

イブ「GROOVY STAGE」。メンバーは日本の若手ピアニスト山野有佳子、

様々なアーティストとコラボするドラマー坂本健志、香港の有名ベーシ

ストWong Tak Chung。音楽に酔いしれて

素敵な夜を過ごそう。

香港ピックアップ
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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。

香港 香港

香港&広州

香港ローカルニュース
  キャセイ航空がリストラで800人解雇　従業員激怒で大荒れ

　昨日、香港の最大手航空会社キャセイパシフィック航空が、業
績悪化を理由に従業員約600人の削減を発表。さらに追加で約
200人の削減も検討されていることがSCMPにより報道されまし
た。キャセイ航空は昨日16:15発の名古屋行きフライトで離陸前
の滑走中に燃料漏れが発覚し乗客190名が避難するという出来
事もあり、非常に大きな報道が続いています。
　今回の人員削減は過去20年で最大規模とのことです。香港本

社の営業・マーケティング・会計・広報などの部門が対象で、高級・中級管理職の25％（約190名）は即
日解雇、一般職員約400名は6月中旬までに解雇と発表されました。なお現場で働くパイロットやCAに
は影響しないとされています。
　インタビューを受けた従業員は「昨日通勤すると急に解雇が発表され、帰宅用に旅行バス2台が準
備されていた」「残されたメンバーもそのうち解雇されるかもしれない」「士気が下がる」と次々に不満
を口にしています。キャセイ航空は2016年に5億7500万香港ドル（約82億円）の赤字を計上しており、
業績改善に向けて総額40億香港ドル（約570億円）のコスト削減
を計画しているとのことですが、経営陣の決断に対して反発する
労働組合により抗議活動が活発に進められています。
　キャセイ航空は先月、エコノミークラスの座席幅を狭くして、座
席数を10％増やす計画を発表したことも大きく取り上げられて
いました。これらの決断が今後の業績改善につながるのか、多く
の人が注目しています。

  日本から香港への観光客が20％増加 日常への興味
　香港政府観光局の統計によると、2017年1～3月の日本から香港への観光客は昨年度と比べて
20.9％増加、3月においては28.5％も増加したと香港メディア「香港01」が伝えています。
　香港の観光スポットといえば「香港ディズニーランド」、光と音のショー「シンフォニー・オブ・ライ
ツ」、宝石店などと香港人は考えているようですが、日本人観光客はローカルフード店、2階建てバス、
「唐樓（トンラウ）」と呼ばれる旧式アパート、「街市（ガイシ）」と呼ばれる生鮮食品市場、道路の上に乱
立する看板などに深い興味があるようです。
　また、高層ビルのイメージも強い香港ですが、自然の多さにも注目する観光客も多く、ハイキング
に参加する日本人も増えているのだとか。

　たしかに香港政府観光局は、シンフォニー・オブ・ライツの訪問者
数が減少していると発表しており、10月までには改善プランを導入
するとのこと。シンフォニー・オブ・ライツは2004年に開始、ピーク時
の2011年には180万人が鑑賞したものの、2015年には145万人にま
で減少しているようです。
　外国人が香港に魅力を感じる理由は、高層ビルや夜景などの華
やかな部分から変化してきているのかもしれません。香港メディア「香港01」でも、香港の日常を理解
し、整理して改めて海外へ宣伝をすれば旅行目的が多様化するのではないか、とコメントしています。

 香港・珠海・マカオをつなぐ橋が年内完成と発表
　香港国際空港から中国珠海とマカオをつなぐ世界最長級の海上橋「港珠澳大橋」の建設。香港域内
においてはすでに繋がったと香港政府が発表、2017年内には全体が完成、2018年には全線開通する
との見通しが発表されました。現在、香港・マカオ間はフェリーで約1時間、陸路だと珠海経由で約3時
間かかりますが、橋が完成すれば30分あまりに短縮される見込みです。

　「港珠澳大橋」は海底トンネル部分を含めると全長55kmで、総
工費は約1兆8千億円となる見込みの国家プロジェクトにより建
設が進められています。2009年に着工し、元は2016年に開通予
定でしたが、完成が遅れています。
　また最近は、この橋の建設中の死亡事故の多さがニュースで
頻繁に取り上げられており、2011年から現在までで10名の作業
員が建設中に死亡しており、600名以上の負傷者、275件の事故

が発生しているとのことです。直近では、2017年3月、工事中に足場が崩れて2人死亡、3人負傷という
事故が発生したため、改めて安全対策を見直しているようです。
　港珠澳大橋が完成すれば、観光・ビジネスともに香港とマカオ間の交流が加速しそうです。是非利
用してみたいですね。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

プレゼンツ

ローカルニュース
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香港＆広東 香港

香港

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 インテリジェンス
香港16K（/月）

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリー
運営、部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～30K

伝票起票から月次決算程度までの内容を担当。
会計書類確認、日本本社とのやりとりなど。
★経理経験重視。会計資格お持ちの方尚可。

香港/新界 インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 20K～28K

ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプラ
イヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

香港/新界 インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K

繊維試験担当。品質チェック、中国の工場へ
行って過程チェックをすることもあり。★経験者
歓迎！ 英語または広東語コミュニケーションレ
ベル。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～22K

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

香港 12K～15K
会計会社へ提出するレポート作成（未経験者
OK）。店舗から問い合わせ（備品などの）対応。
★営業事務経験者、機転が利く方。

印刷業界よりVicePresident募集。主に日本
本社からのIPO企画サポート。香港やシンガ
ポールの顧客とのやり取り、英文資料のチェッ
クなど。★3年以上の翻訳経験者、語学に長け、
管理能力のある方。

IFAのRM業務（日本のビジネスパートナー
または、エンドクライアントのサポート、各種
変更手続き）。★IFA経験者（または興味のある方）
英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港 40K～50K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験者。

インテリジェンス
香港香港/香港島 20K営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

インテリジェンス
香港16K～香港/香港島

ブックキーピング、請求書・銀行関連・会計監査
の手配。[勤務時間] 毎週1日は必ず出社（場合
によって2日に分けることもあり）。 その他、必要
に応じて自宅にて作業。

インテリジェンス
香港香港/香港島

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

25K～30K

広告会社より日本語スピーカーの営業募集！
★広告業界に興味があり、フレキシブルな方、
日本語・英語必須。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 5K（/月）ほど

在宅業務も可の秘書ポジション。各ミーティン
グや出張手配。★英語ビジネスレベル、秘書
経験5年以上。[勤務時間]月～金9：00～
17：30（2017年12月末まで）。

輸入航空貨物のカスタマーサービス（顧客受注
対応、各種出荷手配、当社内海外支店とのやり
取り、トラブル対応など）。★広東語必須、若手
歓迎！

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～20K インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K香港/新界

電子部品商社より営業募集！ ★営業経験
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品を扱っていたらベスト）。30代
で英語または北京語できる方。

香港/新界 20K～35K Reeracoen営業・販売系/
物流・倉庫

日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
担当。クライアントの依頼に合わせた、日々の
入出荷のオーダー管理や在庫管理、納期管理
など。

香港/新界 15K～23K Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応業務。
シフト制。空港で働きたい方、旅行や空港での
業務経験のある方歓迎。

広州 RMB
20K～40K 

インテリジェンス
広州

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・
内装・住宅関連

建設工事の現場監督として工事全体の管理
業務。★【歓迎】建築業界での施工管理経験者
で業界経験10年以上お持ちの方。

香港/九龍 25K～45K Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系電子部品商社で、営業スーパーバイザー
業務。クライアントは日系企業となり、電子部品
の納期管理、既存顧客のフォローが中心。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～40K

日系証券会社にて、機関投資家向けの営業を
募集。日本や香港での証券業界での経験者の
応募大歓迎。

香港/香港島

インテリジェンス
深圳

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB～25K

お客様の納期に対し、社内の生産調整や部品
納期まとめ、それらデータを加工しお客様と
定期的な電話会議。★生産管理、SCM経験者。
英語で業務可能な方。電子業界経験者歓迎。
英語：ビジネスレベル。

深圳

香港内の日系企業向け法人営業（製品：飲料
サーバーのレンタルサービス）。★新規開拓営業
もできそうなアグレッシブな方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
その他サービス 香港/新界 20K
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香港香港

広東

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

個人年金としての長期積立ファンド。公的年金にはない側面

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　「長期積立ファンド」はファンドラップまたはセービングプ
ランと呼ばれる海外の投資会社（プロバイダー）が運営してい
る運用商品である。海外において主に個人年金商品として利
用されているものだ。
　世界には日本のような公的年金制度のない国は少なくな
い。そういう国に暮らしている人は老後を国の制度の頼ること
ができないのでこうした民間の投資商品を利用して引退後の
生活資金を自分で作るのである。
　月々少額の資金を銀行口座からの自動送金あるいはクレ
ジットカードから引き落としで投資する。長期積立ファンドのプ
ラットフォーム上には世界各地の株式、債券、商品や不動産な
どのテーマに投資されたファンド（投資信託）が100種類以上用
意されていて、契約者はそこから10種類程度の自分の投資目的
に合致したファンドを組み合わせてポートフォリオを作る。
　毎月引き落とされた資金はそのポートフォリオに振り分け
られたパーセンテージに応じて投資され、長期に渡って運用
されてゆく。ポートフォリオは変更（スイッチング）が可能なの
で景気動向や世界情勢をにらみながら構成銘柄を随時入れ
替えてその時々に最適な運用効果を狙ってゆくことができる。
　自分は投資にあまり詳しくない、あるいは本業が多忙で
ファンド銘柄を逐一チェックしている暇がないという人のため
に運用のプロが組んだポートフォリオを利用できる一任勘定

サービスもある。
　年金商品としての長期積立ファンドが公的年金と違う点に
はまず強制加入ではなくすべて自分の意思で利用するかどう
かを決めるということがある。民間企業の運営している商品な
ので証券会社で株式の取引をしたり、保険会社で生命保険を
契約したりするのと同じでそれを利用するかどうか、またどう
運用してゆくかは個人の自由である。
　それだけに高度な自主性が求められるという側面はある。
公的年金の場合は良くも悪くも自分の意思とは関係なく適用
されてゆくのでそれにあまり関心を持たない人も多い。自分
が現役の間は毎月いくばくかのお金が国が定めた割合で給料
から天引きされてゆき、引退して一定の年齢になればこれま
た国が定めた金額が支給される。
　いくら支払ってそれをどのように運用していくら受け取るか
ということにおいて自分の意思や希望を反映させる余地はな
い。たとえ平均寿命まで年金を受け取ったとして自分が支払っ
た年金保険料の総額を取り戻すことができないとしてもそれ
を黙って受け入れるしかない。
　民間の年金商品を利用する場合は違う。長期積立ファンド
などの個人年金を利用するかどうかは個人の自由である。な
のでもちろん高齢者になったときに老後の生活資金を充分に
持っている人とそうでない人が出てくる。

　運用をするときもどれぐらいの金額をどれぐらいの期間に
渡って投じてゆくのか、また将来どれぐらいの金額を作りたい
のかということを自分で調整することになる。運用中の資金の
取り扱いも柔軟である。毎月投じる資金の金額は増額したり、
減額したりという具合に金額の調整が可能だ。
　また手元にまとまった資金ができたときにそれを一括で運
用資産に投入することもできる。年金商品は20年とか25年と
いう長いスパンで運用をしてゆくものである。その間には結婚
したり、子供ができて学費がかかるようになったり、転職した
り、大きなボーナスが出たり、はたまたビジネスを成功させた
りということがあったりして家計の状況も変化する。その状況
の変化に合わせてその時々で投じる資金を調整することがで
きることができるのだ。
　一方、長期積立ファンドは資金を投じるだけでなく運用途中
でお金を引き出すことも可能。長い人生の間には思わぬ出費
が発生して急いで現金が必要になることもある。そんなときに
必要な資金を運用資産から引き出して使うことができるのだ。
つまり老後資金を作るための資産運用商品でありながら、必
要なときにはその資金を途中で使うこともできる、ある意味銀
行のような機能を備えているといえる。
　こうしたことは公的年金には望むべくもない側面であると
言えるだろう。

ビジネス（香港・広東共通）
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企業には、企業のための日経を。

http://pr.nikkei.com/pro/

マネジメント層からビジネスの現場にいたるまで、企業が必要とする情報力̶。
「日経電子版」から、圧倒的な情報量のみならず、効率的な記事検索機能やキーワー
ド登録による関連ニュースの自動収集や保存、さらにチーム内で情報をシェアできるグ
ループ機能など、読むだけでなくビジネスにおける様々なシーンで有効活用できるビジ
ネス情報サービスの決定版「日経電子版Pro」がスタートした。
その魅力的な機能の数 を々紹介しよう。

このように日経電子版ならではの良さはそのままに、ぐんと総合的な情報力がアップし
た日経電子版Proは、今後ますます多様化、グローバル化していくシーンの中で、ビジネ
スマンの強い味方になってくれることは間違いなさそうだ。さらに詳しい情報はウェブ
サイトで調べてみよう。

日経新聞の朝刊・夕刊に加え、速報
ニュース解説、動画コンテンツなど、
電子版オリジナル記事を幅広く配
信。Web形式または紙面イメージで
読める。また、「北海道経済」から
「沖縄九州経済」まで、日本の地域経
済面を配信。地域のビジネス情報も
充実している。

個人契約の日経電子版

日経の専門誌

日経電子版 Pro
P O I N T 1

ビジネスに役立つ

情報をさらに充実

約950本

約350本

日経朝夕刊 約350本
 　　　   ＋ 
電子版独自 約600本/日

日経電子版 Pro
P O I N T 2

欲しい情報を

集める・使う

「日経産業新聞」・「日経MJ」・「日経
ヴェリタス」の専門3紙のデジタル
記事が閲覧できるのは電子版Pro
だけ。さらにきめ細かく、ビジネス情
報がチェックできる！

取引先の昇進・移動など、登録した
企業の人事情報・おくやみを知らせ
てくれるアラートサービス。約30万
人分の経歴データベース「日経
WHO’S WHO」も利用できる。

企業・業界のニュースとデータを一
覧できる日経会社情報DIGITALの
データベースを20,000社超に拡大。
取引先や業界を登録しておけば新
着情報が自動で届けられる。

約1,300本
記事数あわせて

約6,700社
人事情報

約20,000社
企業情報

取引先の人事が
メールで通知されるから、
大事な人事を見逃さない！

個人契約の電子版の約５倍の
企業基本情報、業績、最新ニュースなどを
企業別にまとめて閲覧できる！

日経人事ウオッチ 日経会社情報DIGITAL

キーワードを登録すれば、
必要な情報だけを効率的に収集できる！

日経電子版と専門紙の膨大な記事の中
から、読みたい記事をすばやく探せる。

記事検索
登録したキーワードに関連するニュース

記事や紙面の切り抜きイメージを保存
できる。

を自動収集してくれる。

キーワード検索

登録した連載・コラム、企業・業界の新着
を一覧できる。

フォロー

「日経電子版Pro」「日経電子版Pro」
はじまる！はじまる！

日経電子版 Pro
P O I N T 3

いつでもどこでも

読み方自在

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

場所を選ばないからビジネス自在

日経電子版 Pro
P O I N T 4

情報をすばやく簡単に

共有する

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

ギフト機能
グループ専用のタイムライン上で、新着
情報を共有。コメント機能など、チーム
での情報活用ができる。

シェア・グループ機能
記事をプレゼントして情報共有できる 重要な情報をチームでシェアできる

（2017年秋開始予定）

〈現在、国際版をご自宅・オフィスで定期購読中の方〉
日経電子版Proをすべて『無料』でお使いいただけます。
https://www.nikkeiasia.com/app/denshi/未登録の方はこちらのサイトよりお申込・
お問い合わせください。

〈電子版Proのみをご希望の方〉
電子版Proは法人契約向けの商品となり、会社単位でのお申込となります。
https://www.nikkeiasia.com/denshi/詳細はこちらのサイトよりお問い合わせください。

●日経電子版Proのお申込方法

  問い合わせ先
日経中国（香港）有限公司／NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.
LEVEL21, No.28, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
TEL: +852-2598-1771 email: nikkei@nikkei.com.hk

記事保存



香港

男性が女性のために買い物をする時、彼らは努力することが重要だと思う傾向があるが、実際は違う。プレゼントは信頼だけで成立するわ
けではない。プレゼントを選ぶ際は自分の好みやショップのこだわりを捨て、”彼女が本当に欲しいのは何なのだろうか？"と考え抜くことが
重要なのだ。貴方はゴールドが好きかもしれないが、彼女はプラチナを好むかもしれないし、あなたがワンカットの指輪を気に入っても、彼
女は別のカットが好きかもしれない。忘れてはいけないのはお金をだすのは貴方でも、指輪は彼女のものであり、あなたがそれをすること
は一生ないが、彼女は一生身に着ける。あなたが好きなものではなく、彼女が買うものを常に考えておくことだ。以下に、選ぶ指輪毎に彼女
の好みやタイプをヒントとして挙げるので、1つの参考にしてほしい。

あ
な
た
の
彼
女
は
ど
の
カ
ッ
ト
？

      

エン
ゲ
ー
ジ
リ
ン
グ
の
選
び
方

 【ラウンドカット】
　彼女の希望はクラッシックなウェ
ディング。選ぶのはAラインのドレス
や長さのあるヴェールなどは、すべ
てが時代を超えて愛されるデザ
インだ。ブーケに祖母のブローチを
あしらうなど、彼女は式に対して特
別なこだわりを見せることだろう。

 【プリンセスカット】
　彼女は鋭い視点を持った現代的
な花嫁。白いパンツスーツや白い
ショートドレスなど個性的なブライ
ダルルック、式の場にもルーフトッ
プガーデンや小さなアートギャラ
リーなど、ユニークなウェディング
スタイルを選ぶかもしれない。

 【クッションカット】
　トラディショナルさを大切
にしつつ、そこに自分なりのテ
イストでひとひねりを加える
のが彼女のスタイル。例えば、
式で身に着ける"サムシング・ブルー"はマーメイド・ガウン
とキラーヒールのペア、というように。スパンコールの付い
たブライド・メイドドレスやクリスタル・ブーケ、シャンパン
タワーなど、式はグラマラスなものになるだろう。

 【エメラルドカット】
　ミニマルなエレガンスさ
に憧れを持つ彼女。ウェ
ディングドレスはおそらく
シースで、お手本にするセレ
ブはケイト・ハドソンやキー
ラ・ナイトレイなどのクール
な女性達。シンプルかつシックな雰囲気を好むので、ユリ
のブーケを持ち、キャンドルが並ぶウェディングロードを歩
むのがご希望かもしれない。

 【カラフルリング】
　色彩豊かなドレスやアクセサ
リーは傍目には個性的なように
見えるが、彼女は気にしない。
異国風の演出や、ガーデンで皆
がはしゃぐような催しなど、ゲス
トの記憶に残るような楽しい
パーティをしたいと考えている
だろう。
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