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今週の香港ピックアップ ワールド・カルチャー・フェスティバル
「バイブラント・アフリカ」

11月3日

The Hong Kong Academy for Performing Arts,
Drama Theatre
(852)2547-7150
www.aba-productions.com
HKD435、HKD385、HKD335、HKD195

Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre, TST
20:00～
www.worldfestival.gov.hk/2017/en/kidjo.html
HKD480、HKD380、HKD280、HKD180

世界を魅了したアフリカ音楽の女王が香港へ
　一度聞くと忘れられないパワフルな音楽観が人々を魅了するアンジェリーク・キジョー

が香港に再びやってくる。西アフリカ・ベナンに生まれ、6歳にして音楽の道を歩んで以

降、アフリカンポップ、カリビアン・ジューク、ジャズやゴスペルなど各地の音楽エッセン

スを混ぜ合わせた独特の世界を武器に、彼女はいくつもの賞や名声を手に入れ続けて

いる。最近では、ガーディアン誌発行の「世界で最も啓発的な女性Top100」にも選ばれ

るなど、その勢いが衰えることはない。2016年に3度目のグラミー賞を受賞した歌声に香

港で触れることの出来るまたとないチャンスをお見逃しなく。

ムエタイのトップファイターが香港に集結
　パクルン・ムエタイチャリティーファイトは、ムエタイの普及とイベント

を通した社会貢献を目的に行われている。今年は9ヵ国と地域から、世界

を代表するムエタイのトップファイターが集結。計17試合を戦う。

ムエタイ
パクルン・ムエタイチャリティーファイト2017

10月31日

リンクドホライズンライブツアー2017
「進撃の軌跡」In 香港

10月21、22日

Revoとメンバーがもたらす刺激的な2日間「進撃の奇跡」
　10月21日と22日、アニメ「進撃の巨人」OP「紅蓮の弓矢」で一世を風

靡し、2013年の紅白歌合戦にも出場したリンクドホライズンが香港に

初上陸。メンバーが贈る2日間の興奮と熱狂の世界を見逃すな!

Kowloon Bay International Trade & 
Exhibition Centre, Star Hall
19:30
(852)3588-1731
www.hkticketing.com/events/KBLINKE1017
HKD980、HKD780、HKD580、HKD380

Kowloon Bay International Trade & 
Exhibition Centre, Star Hall
18:30
(852)2766-3772
www.paklungmuaythai.com
テーブル：HKD2,800、HKD2,200、
                   HKD1,500、HKD1,000、HKD600
大人：HKD300

MacPherson Stadium, Mong Kok
19:00～21:00
(852)2111-5333(電話予約)
www.cityline.com
HKD880、HKD680、HKD580

ゆず アジアツアー2017
謳おう -UTAO-

11月29日

ゆず、2度目のアジアツアー敢行
　おなじみのゆずが昨年に続き香港上陸。その輝かしい実績と曲の

数々は語るまでもないだろう。デビュー20周年を迎え、6月には新曲「謳

おう」「4LOVE」を2週続けて発表。その

勢いが衰えることはない。香港・広東の

ゆずファン、11月29日は全員集合せよ！

童話
どんなにきみがすきだかあててごらん

10月20日～22日

サム・マクブラットニィ作 ABAプロダクション/セラドアファミリープレゼンツ
　サム・マクブラットニィ作の童話が、絵本の世界を飛び出し魔法の旅

のステージへ。この愛と奇跡に満ちたステージを演出するのはアンナ・

フォックスとハリー・セーバー、ルーシー・パンクハースト。ステージ上で

繰り広げられる歌や踊りを家族みんなで楽しもう。

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。
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香港ローカルニュース
プレゼンツ

  国慶節の中国人旅行者は、なんと7.1億人！
　10月1日～8日は国慶節。7.1億人の中国人が旅行す
るとの驚きの調査結果を中国旅行研究院（国家旅行局
直属の機関）が発表し、中国メディアでも「世界人口の
10分の1が旅行をする」と大きく報道されています。
　7.1億人中の16.4％である約1.2億人は海外旅行者と
なるようで、そのうち20.9％（約2,400万人）が香港・マ
カオ・台湾を訪れ、その他の中国人が選ぶ人気海外旅
行先は、タイ、日本、シンガポール、アメリカ、ベトナム、
フランス、オーストラリア、インドネシア、ロシアと発表
されています。タイが人気となっている理由はタイの
チャーン島を舞台とした中国の大人気ドラマ「中餐廳
（チャイニーズ・レストラン）」が影響しているとのこと。
　なお、中国本土での人気の旅行先は、三亜（海南
島）、アモイ、杭州、広州、上海、桂林、帳家界、北京、蘇
州、昆明、成都、青島、西安となりました。

　国慶節の期間、香港を含め、多くの国や地域で中国人旅行者がみられるでしょう。

  同性カップルの家族ビザ承認 イミグレの却下覆す
　同性婚の認められていない香港で、イギリスでは法的にパートナーシップとして認
められている女性カップルの家族ビザ（Dependent Visa）が香港イミグレーションに
より認められました。このカップルの家族ビザは、2011年香港イミグレーションに一
度却下されていましたが、香港の裁判所への訴えを世界的な大手金融機関12社がサ
ポートするという異例の対応がおこなわれたため、判決に対して世界中から関心が集まっ
ていました。
　同性カップルのSSさんとQTさんは、イギリスではシビルパートナーシップと呼ばれる制
度により、異性間の婚姻とほぼ同等の権利を与えられていました。SSさんは2011年に仕事

で香港に滞在することが決まり就労ビザを申請、QT
さんは配偶者として家族ビザを申請しましたが、香港
イミグレーションの審査によりQTさんの家族ビザは
却下、QTさんは提訴しますが2016年に敗訴。今回は
その控訴審となっていました。
　2017年9月25日の裁判で、裁判官は「海外で正式
にパートナーシップが認められているカップルの家
族ビザ申請を認めない、という香港イミグレーション
の対応は道理に反している。香港への優秀な海外人
材の招き入れを妨げる。」とし、香港イミグレーション
に家族ビザ申請を承認するように求めました。
　裁判をサポートしたゴールドマン・サックスやモルガン・スタンレーをはじめとする大手金融機関12
社に加え、アメリカ商工会議所やイギリス商工会議所などから、今回の裁判所の決定に関して賛辞が寄
せられているとのことです。また今年、台湾ではアジアで初めてとなる同性婚が容認されたというニュー
スもあり、香港でも同性カップルの権利保護に関心が高まっているようです。

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

ローカルニュース
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in 
香港

&
深圳

Hiking &
Camping
ハイキング&キャンピング特集

秋にオススメのアウトドアシーズン。
日中の暑さも和らいだ山麓から見える景色、
都会から離れた異空間へ誘ってくれる。
秋こそハイキング＆キャンピングに出かけて、
香港＆深圳の自然を思いっきり楽しもう！

Let’s Go!

PPW



　香港には香港トレイル（50ｋ
ｍ）をはじめとするウィルソン
トレイル（78ｋｍ）、マクリホー
ストレイル（100ｋｍ）、ランタ
オトレイル（70ｋｍ）の代表的
なコースがあるが、香港トレイ
ルの最終地点であるドラゴン
ズバックは距離も8.5ｋｍと比

較的短いので初心者でも気軽に挑戦
することができる。（頂上にたどり着く
までにゆっくり歩いて2～3時間程度）
　スタート地点の土地湾バス停に到

着すると、ドラゴンの絵柄がついた標識がお出迎え。これ
から始まるハイキングに備えて入念に日焼けクリームを塗った
り、帽子を目深にかぶって紫外線対策にもぬかりはない。バス
停前の歩道にある石に腰掛けながら軽く腹ごしらえをして、ス
タート！
　石澳半島を見下ろすポイントまで自然にできた石畳や森
林に囲まれた小道、沿岸を見渡せる綺麗な景色を見ながら大
きい石に座って少し一休みしながらゆっくり30分程歩くと、目
の前に海を見渡せる絶景が現れます。右手に見える石澳湾
（セッキオービーチ）は、まるでドラゴン（龍）の背に見える壮
大な景色。
　標高284メートルの石澳頂（セッキオーピーク）からは大浪湾
（タイロンワン）や東龍島（トンロントウ）を一望することができる。
ハイキング途中は日陰もあるので、一休みしながら自分のペース
で歩いて、涼しい風が火照った体をクールダウンしてくれる。
　山を下っていくと、いくつかのポイントで苔の生えた綺麗な
岩壁や小さな滝も見ることができて、小池に足をつけて疲れを

癒したりして、林道の澄んだ空気や清 し々い風を肌で感じてみ
ましょう。
　ドラゴンズバックを制覇したら、山を下りた直後のエリアに
ある標識に書かれたビッグウェイブベイと呼ばれる大浪湾（タ
イロンワン）ビーチへ。そこから途中の経由地まで30分ほど歩
いていくと、大浪湾（タイロンワン）か大潭峡（タイタンギャッ
プ）へ行くための分岐点標識があるので、迷わずビーチへ直
行！分岐点からビッグウェイブベイまで約1時間はかかるので、
少し不安になってしまうかもしれないが安心して林道の小道
を突き進んでいこう。
　突き抜ける晴天の空
にサーフィンやボディー
ボードを楽しむ人から
家族連れで浮輪で遊泳
する外国人も多い。ビー
チ近くにはレストランや
カフェもあるので、お腹
が空いた時はココナッ
ツジュースやポテサラを食べながらゆっくり寛ごう。サーフボー
ドやパラソルなど、終日貸し出しているので、手ぶらでも気軽に
行ける。レストラン近くには筲箕湾（シャウケイワン）駅行きのミ

ニバスやタクシー
乗り場もあるの
で、アクセスも便
利！
　ぜひ、香港の10
月を思い切り楽
しんでほしい！ 

　　香港・南丫島（ラマ島）の島歩きは、海と生き物
が織りなす歴史を教えてくれる。香港島南側、香港
仔(アバディーン)から船に乗って、南丫島へ漕ぎ出
そう。
　ガイドは、街の喧騒とかけ離れた海沿いの道を抜
け、村人のいなくなった集落を通っていく。山を登
り、南シナ海や、そこに浮かぶ長州島やランタオ島を
見せてくれた。歴史を感じる洞窟を目にしながら道
を降りていくと索罟湾(ソッグ湾)にたどり着く。ここには静か
な海を目にしながら、新鮮な海鮮料理を食べさせるレスト
ランがたくさんある。ランチには事欠かないが、食事に夢中
になり過ぎて、村人が遠い過去から崇める海の女神・天后廟

へのお参りを忘れてしまうことのな
いようにしよう。
　海鮮レストランと数多くのの湾内
の漁船に別れを告げ、再び景色を味
わう島歩きへ。第二次世界大戦時に
日本軍によって造られた神風洞とい
う洞窟を見たり、美しい砂浜を、落ち

着いた雰囲気の榕樹湾(ヤンシュエ湾)へと向かったり。南
丫島は私たちを飽きさせることが無い。
　南丫島の南端は、毎年6月から10月にかけてこの地で産
卵を行うウミガメの保護区に指定されている。貴重な資源
を守るため、産卵期間、人々は当地に入ることができない。
船着き場に到着。香港島の中環(セントラル)まで連れて行っ
てくれる高速船が我々を待っている。島の歩き方には、
Youtubeでも示されているように2通りある。夏に島を歩く
場合は、海岸沿い
の道を歩き、索罟
湾に至る歩き方。
　涼しい時は、山
の頂上まで歩き、
眺めを楽しんだ後

で船着き場に戻る歩き方
が良いだろう。
ところで“香港”という街の
名前は、広東語で「香る港」
を意味する“ヒョンゴン”を
英語化したものだ。イギリス人が1830年代に香港に上陸
した頃は、中国の南から積み出された香木が今の鴨脷洲

(アプレイチャウ)に集まり、そこで
独特の匂いを辺りに漂わせながら
輸出の時を待っていた。ここから、
「香る港」という地名が生まれたの
である。

　香港北東部・西貢東半島の大
部分は西貢東郊野公園が占め
ている。公園内にあるのは萬宜
水庫というダムや、大浪湾、北潭
凹、上窰、黃石といった、香港の
喧騒とかけ離れた田園風景だ。
　大浪湾を登るハイキングは私がこれまで香港で経験したハイキング
で二番目にハードなものだった。ただ経験者にとっては特に難しくも
何ともない。夏の間は素晴らしい景色も見ることができるだろう。但し、
その景色を見るためには気温35℃、湿度95％の環境に耐える体力と
精神力が必要になる。
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ビギナーでも楽しめるハイキングコース

ドラゴンズバックドラゴンズバック

場所：土地湾（トーテイワン）村に近い石澳（セッキオー）道
アクセス：MTR筲箕湾（シャウケイワン）駅A2出口、バス

ターミナルの石澳行きのバス9番に乗車、土地
湾バス停で下車。（乗車時間は約30分）

旅程：8:30 中環（セントラル）集合、バスで香港仔(アバ
ディーン)へ移動→フェリーでラマ島へ→ラマ島着後、島
内を散策（約2時間）→12:00ラマ島のシーフードレスト
ランにてランチ→ランチ後、島内を散策（約2時間）→ラ
マ島を出発、フェリーおよびバスでセントラルへ（セント
ラル到着は15:00～16:00頃）

少人数ツアー(HKD800/一人当たり)
※最少催行人数2人、最大定員10人
プライベートツアー（HKD3,000 ※1人～8人まで対応）

お問合せ
Walk Hong Kong Ltd.
電話： (852)9187-8641
メール：walks@walkhongkong.com
公式サイト：www.walkhongkong.com

アクセス：MTR鑽石山（ダイヤモンドヒル）駅C2出口、バスターミナルの西貢
（サイクン）行きのバス92番に乗車、西貢市内で下車後、黃石碼頭
（ウォンシェッキピエール）行きのバス94Rで北潭涌（パクタム
チュン）駅で下車。または沙田（シャーティン）ニュータウンプラザバ
スターミナルよりサイクリングバスターミナルまで299Xバスが利用
可能。西貢市内で94番のバスに乗り、北潭涌（パクタムチュン）駅
で下車。下車後、北潭涌（パクタムチュン）Barrier Gateが見えます。大
網仔（タイモンチャイ）道沿いにトレイルの出発点まで徒歩5分。

ラマ島ハイキングラマ島ハイキング 西貢東郊野公園西貢東郊野公園



しろもと歯科本部統括管理部長。メタボ解消のために46歳でランニング開始。
25キロの減量に成功し、走歴4年強で表彰歴60回を数える。

しろもとクリニックの林原さんが教える、
深圳エリアのおすすめハイキングスポット！

　大自然の「鬼斧神」が
造った公園と言われ、一億
三千五百万年～二万前ま

での火山活動やその他の自然現象により、形
成された奇岩と特殊な地形を特徴とする。七
娘山は国家地質公園内に位置し、主峰の海拔
は869.1米。深圳市内で2番目の高さだ。
　1番主要な経路としては福田バスターミナ
ル、羅湖医院前のバス停から高速バスで大鵬
市街地に赴き、そこで南澳行きのバスに乗り

換え、さらに半島部を走るミニバスに乗り換えて「横岗」か「地質公園博物
館」へ。
　国家地質公園に指定されて以来、主登山道が整備されるとともに、主登山
道以外の登山道が閉鎖になり、道迷いなどの危険性は大幅に減った。もとも
とが遭難多発地域であるとともに、山頂が標高の割に異様な寒さであったり
などの被服や装備、旧道への迷い込みに注意が必要だ。山頂からの眺めは
絶景。麓の大鵬や葵涌には海鮮市場やレストランがたくさんある。

　塘朗登山̶山頂̶梅林水库に
至るハイキングコースは比較的知
られたルートと言われているが、登
山口の龍珠中学から山頂へと至る
登山道を過ぎると、ハイカーの姿
は激減する。塘朗山頂から市内や香港新界を臨む景色

や夜景が美しいことでも知られている。
　山頂から梅林水库へと至るルートは
以前に比べると整備されてきているが、
コンクリートや石階段になっており、逆に

少し物足りない面もあるが、安全性は高まっている。梅林
水库までは縦走で小さな上下動を繰り返し、全行程で約
3時間～4時間。地下鉄塘朗駅と梅林水库を結ぶ緑道に
出る。
　塘朗山主峰自体は海抜432メートル。階段と舗装路の
2つのルートがある。手頃な登山ができる山として市民
に愛されており、夜でも登山客が多い。（照明器具携帯
必須）

　南山は南頭半島に位置し、周
囲には蛇口工業区、南山市街地

を眼下に置く。主峰は海抜336メートル。山頂から深圳
湾、宝安新城や香港の元朗、天水围などを望む。
　登山道は大きく分けて5つ。明華ホテル側（半山别墅登
山口）から2ルート。日本人学校山手奥、韓国人学校横（海
关登山口）からの１ルート。東濱路側の北口からの2ルー
ト。夜間も開放されていて、夜の登山客も多いが、照明な

どがないため、照明
器具携帯は必須。山
頂と半山别墅登山口には売店があり、
小さな子供や体力のない方でも気軽
に登山が楽しめる山である。

初心者でも安心！ アクセス良好な初級者向けコース初心者でも安心！ アクセス良好な初級者向けコース

南山南山 深圳市南山区深圳市南山区

住所：深圳市龍岗区南澳镇新大村
アクセス：福田バスターミナル或いは羅湖医院前バス停→

大鵬市街地→「横岗」或いは「地質公園博物館」

住所：深圳市南山区龍珠六路32号（龙珠中学奥）
最寄駅：深圳地下鉄7号線「塘朗駅」

住所：深圳市南山区
最寄駅：深圳地下鉄4号線「海上世界駅」

香港・深圳市内の夜景も楽しめる！
中級者向けコース
香港・深圳市内の夜景も楽しめる！
中級者向けコース

塘朗山－梅林水库塘朗山－梅林水库
深圳市南山区－福田区深圳市南山区－福田区

アウトドアに欠かせない万能性を兼ね備えた
ハワイ発のサングラスブランド「マウイジム」
アウトドアに欠かせない万能性を兼ね備えた
ハワイ発のサングラスブランド「マウイジム」

　ハワイ発のサングラスブランド「マウイジム」。
ファッションだけでなく自然を楽しんだりといった健
康志向の今の時代に合わせたサングラス。マウイ島
で誕生したマウイジムは、4色のレンズからなるメガ
ネを通してみえる色彩の鮮明さ、明瞭さが特徴。通常

サングラスのレンズは3～5層が主流だが、マウイジムには偏光レンズや
色彩強化レンズなど9層からなる特許取得済みのレンズ「PolarizedPlus2」
を採用。99.9％のグレア（ぎらつき）をカットし、青色光を95%軽減すること
で有害光線から目を保護することができる。スポーツやハイキングなど万
能に扱うことができるのもこの一品の魅力。

TOKYO OPTICAL CO.(H.K.)LTD. 
住所：11/F., Sogo Dept Store, 555 Hennessy Rd., CWB（ 旭屋書店さん隣）
電話：(852)2895-3348
ウェブ：www.tokyomegane.co.jp/shop/hongkong

カセットコンロ 「ZM-1-FFD(2)」カセットコンロ 「ZM-1-FFD(2)」

　この秋、屋外での料理の相棒
はこれできまりだ。岩谷産業の
新発売カセットコンロ（桜レッ
ド、シャンペンゴールド）に、カ
セットコンロ専用ボンベ、ガストーチが、貴
方のアウトドアライフをより楽しくするだろ
う。便利な軽量設計(0.98kg)、さらには持ち

運び便利なプラスチッ
クボックスつき。出力も2.1KW 1800kcal/h。使い捨てガ
スバーナーの魅力はなんといっても高熱量。

Iwatani Corporation (Hong Kong) Ltd.
販売店舗：Japan Home, Aeon, CitySuperなど
電話：(852)2265-0170
ウェブ：www.iwatani-gas.com.hk/product.html

屋外で大活躍間違いなしの「EOS 6D Mark2」屋外で大活躍間違いなしの「EOS 6D Mark2」

　撮影場所に留まらず、お出かけの通
り道まで記録するGPS機能から正確性
と反応の素早さを両立させる高速高
精度のオートフォーカス機能。様々な
角度からの撮影を実現するDAFテクノ
ロジー機能。画面をタッチするだけで
撮影できるワンタッチ撮影。そして様々
なアングルの撮影を可能にするバリアングルモニターや「ビューファイン

ダーモード」がフレーミングやアングル
決めを簡単にしてくれる。

CANON
ウェブ：http://m.canon.com.hk

コロンビア 3in1ジャケットコロンビア 3in1ジャケット

　女心と秋の空、これからの季節は気候が
変わりやすい。アウトドアで突然の雨。服は
ぐしょぐしょ、体温を奪われ風邪を引いた･･･
という経験がある方も多いだろう。そんな
あなたへコロンビアは、防水、持ち運び、
保温の三機能を兼ね備えたジャケットを発売。外側は防水・通気性を重点
に、保温性を重点に置いた内側は羊毛とコロンビア独自のオムニヒート
2種類から選ぶことが出来る。

Columbia
住所：Shop 726, Times Square, CWB
電話：(852)2310-6523
料金：レディース HKD2,799～HKD3,999
　　  メンズ HKD2,799～HKD3,599
ウェブ：www.columbiasportswear.hk

無印良品のインスタントフード無印良品のインスタントフード

食べるスープオクラ入りねばねば野菜
　オクラやモロヘイヤなどのねばねば野菜を使った食べ
応えのあるスープ。生姜や柚子の風味の良さを楽しもう。

素材を生かしたスープミネストローネ
　じっくり煮だした野菜の甘みと旨みを生かし、チーズの
コクを加えたトマトスープ。イタリアの家庭料理を手本に
している。

無印良品
ウェブ : www.muji.com/hk
Facebook : www.facebook.com/muji.hongkong
Instagram : http://www.instagram.com/muji_hongkong

全てのスポーツを愛して止まない者に捧ぐ、究極の速乾シャツ
「DRY EX SHORT SLEEVE CREW NECK T-SHIRT」
全てのスポーツを愛して止まない者に捧ぐ、究極の速乾シャツ
「DRY EX SHORT SLEEVE CREW NECK T-SHIRT」

　ユニクロの贈る速乾シャツ・ドライEX
半袖Tシャツは、スポーツ、レジャー、高温
所での作業など、汗をかく場面にぴった
り。速乾性に優れた素材は通気性も群を
抜いており、汗をかいても爽やかな着心
地を提供する。暑い中のジョギングやジ
ムでのトレーニングなどで重宝すること
間違いなし。

UNIQLO
販売店舗：ユニクロ各店舗
料金：HKD99

タイガーステンレスミニボトル　MMX-Aタイガーステンレスミニボトル　MMX-A

　タイガーステンレスボトルMMX-Aはおしゃれな外見と
軽さを備えたセーフティロック機能搭載のアウトドアの持
ち運びにぴったりの製品。防錆加工と溶接加工テクノロ
ジーを駆使して製造されたボディは錆や汚れに強く、スー
パークリーン加工とポリッシュ仕上げを施している。水が
漏れるのを防ぐだけではなく細菌から守る素材を採用。清潔を保ち軽量化
を実現。優れた保温効果により季節に関わらずお好みの温度に保つ。

TIGER
カラー：ミントグリーン、さくらピンク、ホワイト
容量：0.2L / 0.3L
サイズ：W5.8 x D5.8 x H19.8cm
重量：0.5㎏
料金：MMX-A020 HKD308、MMX-A030 HKD328
ウェブ：www.tiger-corporation.hk

日よけ/風よけテント165x130 cm
（ブルー/グリーン）

日よけ/風よけテント165x130 cm
（ブルー/グリーン）

　 I K E Aの日よけ・風よけ
「STEKNING」はアウトドアの新
定番。2.05kgという軽さで、ピ
クニックや家族でのお出かけ
に威力を発揮する。パラソル
に使用した布地には紫外線を
96％以上カットする効果もあ
る。モバイルフォンやサングラ

スを収納できるポケットは2つあるので、アウトドアには必
携のアイテム。

IKEA
サイズ：W165 x D130 x H110 cm、重さ2.05 kg
料金：HKD299
ウェブ：www.ikea.com/hk

Outdoor Item
BEST8

Outdoor Item
BEST8

山頂から絶景が楽しめる！ 
深圳で2番目の標高を誇る上級者向けコース

七娘山七娘山 深圳市龍岗区 －
     大鹏半島七娘山国家地質公園
深圳市龍岗区 －
     大鹏半島七娘山国家地質公園
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西湾村でアウトドア!
サイワンヴィレッジ

周辺スポットのアクティビティ盛りだくさん！
ビギナーでも楽しめるキャンピング！

10月中旬に入って、ようやく涼しくなってきた香港はハイキングシーズンを迎える。香港では各エリアにハイキングコースがあり、初心
者から上級者までレベルに合わせて楽しむことができるのもアウトドアのハイキングの魅力。今回、PPW編集部スタッフは香港で知ら
ない人はいない“ハイキング＆キャンピングの達人”、マクドナルド直子さんに同行、1泊2日で初心者でも楽しめるキャンピングのテクニ
ックを伝授！アクティビティにも参加してキャンピングの醍醐味を体感！

Morning マクドナルド直子さん直伝！

2人で役割分担しながら
約15分でテント取り付け完成！

初心者でも簡単！ すぐにマスター！ 組み立て方法！

①平らな場所を選ぶようにする
　（若干、坂になる場合は高いほうを頭にする）
②古い木が落ちてくる可能性もあるので、
　周りに大きい木がない場所を選ぶ
③風通しの良い場所でテント入口が海正面に
　なるようにセット

①連結ポールを順序良く組み立てていく
②きちんと連結されているかどうか、確認する
③連結したポールをテントのポール穴に通す
　

①最初に連結ポールをグラウンドシートに止めて、
　次にテント本体を連結ポールに止める
②連結ポールをペグで4方を固定する
③ペグは45度の角度になるように地中にペグを
　70％程度差し込む

Afternoon

①連結ポールとテント本体をストッパーで固定していく
②風に飛ばされないよう、漏れがないか入念に
　チェックする
③必要に応じてさらに4方を固定して補強する

①仕上げにタープをテント本体に取り付ける
②ひもやストッパーでタープとテント本体を固定する
③ここまでできたらほぼ完成！

インストラクターがサポート!

シーカヤックで半日周遊もトライ！ 初心者でも簡単！ SUPボード！

ダイナミックにクリフジャンピング!

飛び込むか！泳ぐか！ 足場には気を付けて！ ウォーターシューズは必需品!

Sea Activity Water Fall Activity
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ビーチ近辺にはレストランや
茶屋もあるので、自炊でき
ない人はこちらもオススメ。
(営業時間は流動的)

牛さんも歓迎モ～ど！

傾斜の緩やかなコースで
目的地まで約1時間

ハイキング途中の眺めは最高！

［アクセス］
西貢（サイクン）タウンか
ら西湾村（サイワンヴィレ
ッジ）行きのミニバス“29
Ｒ”に乗車、公園内の終点
で下車。停留所から西湾村
まではハイキング。左側の
道は傾斜の高いコース、右
側は傾斜の緩やかなコー
ス。傾斜の緩やかなコース
を進んだ場合、西湾村まで
徒歩で1時間程度。

Sunrise

海面が真っ赤に染まるシーン 洞窟からウォッチング！

カヤックで日の
出が観れるかも?!

2nd Morning

日の出を見た後のブレックファースト！

“スピードボート”の名の通り、
相当スピーディーで波の高い
エリアもビュンビュン速度を
出すので船酔いしそうだが、
右手に見える自然に形成された
岩は感動的で見る価値あり！

今夜のキャンピングディナー
野菜具沢山のラタトゥーユ！

持っていくと便利なアイテム３選
（キャンプショップ等で購入できます）

用意する物
1. ステンレス鍋
2. ポータブルガス
3. ポータブルコンロ

4. 予め用意した野菜4品
5. トマトソース

1 2 3 4

事前に火を通した野菜を
詰めるようにステンレス鍋に
入れていく。

トマトソースを野菜にかけて
全体に行き渡るように満遍
なく混ぜる。

ウォーター容器 コーヒーフィルター ポータブルガス&コンロ

焦げ目をつけないように、
弱火でじっくり煮込む

トマトソースがグツグツしてき
たら、今晩のディナーは完成！

スピードボート！
約30分で西貢市内へ!

Leaving

西湾村でキャンピング＆ウォーター用品を
レンタルしている専門店
テントの組み立て方からカヤック、SUPボートの指導まで、
バディさんが英語で丁寧に対応してくれるので安心！
サービス内容
テント（4名用） HKD300
テント（8名用） HKD500
ロールマット　　 HKD20
ロールマット（膨らまし式） HKD50
キャンピングベッド HKD100
寝袋＋ブランケット HKD50

カヤック（1名用） HKD100/1時間、 HKD200/3時間、 HKD250/1日
カヤック（1名用） HKD150/1時間、 HKD250/3時間、 HKD400/1日
SUPボード（スタンドアップパドル） HKD150/1時間、 HKD300/3時間、 HKD500/1日
サーフボード（ソフトトップ） HKD100/1時間、 HKD200/3時間、 HKD300/1日
サーフボード（ハードトップ） HKD150/1時間、 HKD300/3時間、 HKD400/1日
ボディボード　 HKD50/1時間、 HKD100/3時間、 HKD200/1日
シュノーケル＆マスク　 HKD30/1時間、 HKD50/3時間、 HKD100/1日
ウォーターシューズ　 HKD20/1時間、 HKD40/3時間、 HKD80/1日
ウォーターヌードル　 HKD30/1時間、 HKD60/3時間、 HKD100/1日

A TEAM EDVENTURES Limited
電話：(852)2560-8838
メール：info@ateamedventures.com
ウェブ：http://ateamedventures.com/
カヤックアクティビティ：http://ateamedventures.com/kayak-hong-kong/

キャンピング取材協力をサポート
してくれたオーナーのアンソニー
さんとマネージャーのバディさん

Evening

キャンピングディナーのポイント！
其の一　事前に具材を調理しておくと調理しやすい！
其の二　ジッパーで汁気がもれないようにブロック！
其の三　万が一のために非常食も持っていくと役立つ！
其の四　必要最低限の調理器具を持っていく！
其の五　必ず野外でディナーを楽しむ！
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ランタウ島にある東涌（トゥンチュン）駅より運行しているロー
プウェイに揺られて綺麗な景色を見ながら昂坪（ゴンピン）ター
ミナルに到着、天壇大仏・寶蓮寺より小道へ入って徒歩10分ほ
ど歩いていくと、香港のパワースポットの1つとして知られる
「ハート・スートラ」が目の前に現れる。38本の木柱にはそれぞ

れハーマ・スートラの一節が中
国語で書いてあり、青空に向
けて直立している不思議な光
景。それぞれの木柱は8の字
になっていて、“無限（インフィ
ニティ）”を象徴する。最高頂

の木柱に字を文字が刻まれていないのは、空白の
ままにして「心経」を意味する「空」を象徴してい
る。周囲を見渡すと、山に囲まれていて、澄んだ空
気を吸いながら草木を飛び交うとんぼを見ることも
できる。涼しくなり始める10月下旬以降に訪れてみ
たい。

場所：｠昂坪奇趣徑, 大嶼山昂坪
アクセス： MTR東涌（トゥンチュン）駅B出口、東涌（トゥンチュン）ターミナルより
 運行しているケーブルカーに乗車して終着地点の昂坪（ゴンピン）ターミナルまで約30分。
料金：スタンダードキャビン　大人片道 HKD145/子供片道 HKD70 / 大人往復 HKD210/子供往復 HKD100
　　　クリスタルキャビン　　大人片道 HKD200/子供片道 HKD130 / 大人往復 HKD290/子供往復 HKD180

心経簡林（ハート・スートラ）

新界の中心にある元朗(ユンロン)には湿地帯を
走り抜ける約20キロのサイクリングコースがあ
る。サイクリングロード沿いには広い沼があり、渡
り鳥の休息地としても知られている。またこの道

の終わりには平坦な草
地が広がっている。凧
を揚げてもよし、自転
車に乗るもよし、子供
たちを遊ばせても良い
だろう。

南生圍(ナムサンワイ)

サイクリングルート：南生圍の渡し船（スタート地
点）→ユーカリ並木→南生圍路→漁沓教育園地
→元朗市街（ゴール）
距離：8km　所要時間：1.5-2km　難易度：初級
アクセス：西鉄線元朗（ユンロン）駅よりミニバ
ス”611”もしくは”611P”系統に乗車、山貝村
で下車。南生圍路をスタート場所まで歩くか、タ
クシーでスタート場所まで乗車。

ディズニーエクスプローラーズ・ロッジにあるレイン・ドロッ
プ・プールは小さな子供や家族連れにおすすめのプール。
ディズニーランドのホテル内の道沿いにありプールからは南
シナ海を望むことができる。レイン・ドロップ・プールの後ろ側
にはディズニー・エクスプローラーズ・ロッジがあるのでディ

場所：Disney Explorers Lodge, Magic Road, 
Hong Kong Disneyland Resort, Lantau Island
時間：8:00～20:00
問合せ：(852)3510-2000

レイン・ドロップ・プール(ディズニーエクスプローラーズロッジ内)
ズニーランドの魔法の世界そのままに、ホテルで過ごすこと
ができる。ホテルでは、朝、グーフィーが太極拳を開き、午後
にはディズニーの仲間たちがプールパーティを開く。夕方か
らはディズニーハリウッドホテルで、ミニチュアの車に乗りな
がら昔のディズニー映画を鑑賞することができる。エクスプ
ローラーズロッジを含めたディズニーランド内に3つあるホ
テルの宿泊者は、それぞれのレクリエーション施設を終日楽
しめるほか、指定されたアトラクションのプライオリティパス
や、ステージショーの座席指定を行うことも可能だ。

錦田路(Kam Tin Road)沿いに位置する吉慶圍(Kat Hing 
Wai)。明代の1465年から1487年に、鄧族一門により作
られたとされ、高さ約6mの城壁はそれからおよそ200年
後、山賊や海賊から村を守るために建てられた。この圍で
はかつて「鉄門事変」が発生している1899年、新界がイ
ギリスに租借された一年後、村人たちがイギリスの支配に
抵抗。イギリス側との戦闘の後、門内から退却した。1924
年、当時の長老が香港政庁に陳情し門内への「帰宅」を果
たしてから現在まで、鉄門は村を守っている。中に入ると、
祠に繋がる道とそこから分かれる狭い道を目にする。村の

場所：香港新界元朗錦田吉慶圍（錦田公路側）
アクセス： 西鉄線Kam Sheung Road(錦上路)駅B出口より徒歩15分
入場料：城壁内に入る場合、心付けとして入口の小箱にHKD3

錦田吉慶圍 (Kat Hing Wai Walled Village)
石造り建築の多くは近代
建築に代わり、住居が壁
より背が高くなった場所も
いくつかある。教科書で
習う香港の歴史とは違っ
た一面を感じる町歩き。
皆さんもいかがだろうか。

今年の秋もMoreアクティブに！
PPW
編集部 オススメスポット
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香港ディズニーランドは10月31日まで史上最強のハロウィンパーティ
「ディズニーハロウィンタイム 2017」を開催中。今年はあの悪名高い
ディズニー・ヴィランズがゲストを待ち受ける。背筋がゾクゾクするスリ
ルをリゾート全域で味わおう。ディズニーのキャラクターによる、参加型
のミステリーダイニングも開催。お気に入りのキャラクターや悪役たち

と一緒に魔法にかかる一日を是非。
アトラクション「メイズ・オブ・マッドネ
ス」では、狂気に満ちた博士が皆様
をディズニーストーリーのダークサ
イドへご案内。ストロンボリのワゴン
（ピノキオ）、スケアフロア（モンス
ターズインク）、マッドハッターの帽

子屋（不思議の国のアリス）など、ディズニーの世界を再
現したアトラクションで逃げ回れ！ 今年のハロウィンは、
ミッキーと仲間たちが参加型ディナー・マジカルハロ
ウィンハントを開催する。３種類あるディナーコースをとり
ながら、マジシャン、オカルト信者、預言者や音楽家の謎
を一緒に解き明かそう。

鰂魚涌（クオリーベイ）にオープンした香港最大級の
ロッククライミングジムは、子供から大人、初心者から上
級者まで、様々なレベルに対応したインドア・ロッククラ
イミングジム。14歳以下の子供は大人同伴、8歳以下の
場合、トレーニングには子供一人当たり一人の大人の補
助が必要。

香港最大級のロッククライミングジム「ヴェルムシティ・クライミングクラブ」

香港を訪れてくれた大切な友人へのアテンド。限られ
た時間の中で効率よく案内できる地元香港人と日本
人のスタッフが考え抜いたパンダバス主催の「香港1
日案内コース」。どの席からでも美しい夜景を望められ

るオープントップ2階
建てバスに乗って、
ヴィクトリアハーバー
の向こう岸に見える
香港島側の夜景を堪
能したり、ネーザン通

料金：大人 HKD260～、子供（2歳以上10歳以下）HKD180～
公式サイト：www.pandabus.com/hkg

日本語案内の大人気現地ツアー
りの看板下を疾走しジェットコースターのようなアトラ
クション感覚でスリルを体感したりと、充実のコースを
ベテランガイドが日本語で案内。買い物天国の女人街
にもちょっと行ってみたいという方は移動の手間も省
けて、そのまま買い物も楽しめる。

ビクトリアハーバーの景色と共に、ドイツを味わおう。10月20日から
11月11日までマルコポーロ香港ホテル内にて、マルコポーロ・ジャー
マンビアフェスタ2017が開催される。選び抜かれた珠玉のビールとと
もにドイツの7人バンド・ノーテンホブラーのドイツ音楽を聴きながら最
高の時間を楽しめる。

開催場所：Viewing Platform, Level 6, Marco Polo Hongkong Hotel
開催日時：10月20日～11月11日（18:00～23:00）
料金： 日～木　大人HKD160(ビール一杯分の料金を含む)　子供HKD120(ソフトドリンク一杯分の料金を含む)
 金～土　大人HKD280(ビール一杯分の料金及びイベント限定グラスを含む)    子供HKD160(ソフトドリンク一杯分の料金を含む)
ネット予約：www.hkticketing.com/events/TSMARCO1017

マルコポーロ・ジャーマンビアフェスタ2017

ディズニーハロウィン 2017（～10月31日）
【10月20・21・27・28日の限定イベント】 「ミッキーのマジカルハロウィンハント」
開催場所：エクスプローラークラブ・レストラン(詳しい場所は秘密)
予約問合せ：(852)3550-3388
価格：大人　スタンダード：HKD398　アーリーバード：(HKD378 / マジックアクセス保有者はHKD338)
　　 子供　スタンダード：HKD199　アーリーバード：(HKD189 / マジックアクセス保有者はHKD169)

場所：4/ F, Kodak House 1, 321 Java Road, Quarry Bay
問合せ：(852)2560-8128
メール：info@vermcity.com
料金：1回分HKD180/1時間　※回数券（10回・3ヶ月有効。グループでのシェア可能）
公式サイト：www.vermcity.com

香港ディズニーランドのハロウィンで新しい魔法の一時を

Best 8! 香港ではハイキングやキャンピングだけでなく、
ワクワクするイベントやスポットが盛り沢山！

秋におススメしたい旬のスポットエリアをご紹介します！
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