
後悔先取りセミナー開催中！ Vol.2 才田弘一郎氏を独占取材！ P22へGO

PPW×いいとこ鳥を探せ企画!
PPWの中にいいとこ鳥が潜んでる！
見つけたあなたは２０１８年良いことあるかも⁉
こんにちは、皆さん! ほっとくんが帰任してしまった為後任で僕が来ました。
普段人前では姿を見せないのに今回は４週連続で僕が掲載だって!?
社長命令だから仕方ない・・・・それでは、また会いましょう!
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香港 香港

今週の香港ピックアップ 博覧会
赤ちゃん&子育てエキスポ2018

2月2日～4日

Hall 3F-G, Hong Kong exhibition centre, 1 Expo Ctr., Wan Chai
2月2日10:00～21:00、2月3日 10:00～21:00、2月4日10:00～19:30
(852)2811-4522
www.eugenegroup.com.hk/expo/201802
大人 HKD30、子供 HKD20(身長1メートル以内無料)

The Annex, Central
14:00～/18:30～
(852)2528-5477
www.hkticketing.com.hk/
events/CERYOKI0218
HKD600

待ちに待った「赤ちゃんグッズ祭り」再び開催！
　今年は11周年を迎え、「最新」かつ「総合的」で「最も楽しい」赤ちゃんグッズやサービ

スなどが、300以上の展示ブースで紹介される。この博覧会に展示されるのは、多様な幼

児向けの学習教材や幼児用日用品などのグッズを始め、就学前教育クラスや、産前ケ

ア、ベビーケアなどの子育てに関する紹介ブースもある。会場には、幼児教育の専門家

がいて、子育ての経験や知識を共有してくれる。会場は湾仔(ワンチャイ)にある世界的な

イベント会場の「香港コンベンション＆エキシビションセンター」で行われる。会場には、

数多くのレストランやカフェも併設されていてビクトリア湾を眺めながら休憩できる。香

港で子育てをされる方はぜひ訪れてみよう！

中国銀の輸出の起源と職業
　銀製品は世界各地の技術や文化の交流をもたらし、世界経済、貿易

とも繋がっていた。香港特別行政区、海事博物館と広東博物館の共催で

開催されるこの展覧会は歴史博物館

をはじめHSBC所蔵品、そして数名の地

元の収集家の協力により見ることが出

来る貴重なコレクション、銀細工の美し

さにも注目だ。

展示
The Silver Age:Origins and Trade of Chinese Export Silver

～2月25日

崎山つばさ
ファンミーティングin香港　　

2月10日

2.5次元人気舞台俳優のファンミーティング！
　俳優の崎山つばさが、香港でファンミーティングを行う。舞台「刀剣乱

舞」で人気を集めた彼は、歌手としても活躍！イケメン和楽器ユニット

“桜men”とコラボし、昨年11月にデ

ビューシングル「月花夜」をリリース

した。

Hong Kong Gold Coast,
1 Castle Peak Rd., Castle Peak Bay
13:00～20:00

「Blossom Town Valentine’s Market」
＠Gold Coast Piazza x LOCOLOCO　　

2月3日～4日

デートにおすすめのバレンタインイベント
　もうすぐバレンタインデー！　今年はGold Coast PiazzaでLOCOLOCO主

催のバレンタインマーケットが開催される。今回は花をテーマにして、大

きな花のアートが展示される。写真スポットだけでなく、ハンドメイドの

雑貨店や、ワークショップに参加し、パートナーにプレゼントを選ぼう！

北園涼
ファンミーティングin香港　

2月11日

舞台俳優の北園涼が香港へ！
　舞台俳優の北園涼が、香港ではじめてファンミーティングを開催す

る。北園は、ミュージカル「忍たま乱太郎」や「刀剣乱舞」など人気作に出

演。2月9日は、北園の誕生日であ

り、バレンタインも近いため、2つ

のイベントをファンと一緒にお祝

いする。

Exhibition

Hong Kong Maritime Museum,
Central Pier No. 8, Central
9:30～17:30（月～金）
10:00～19:00（土日、祝日）

The Annex, Central
15:00～/19:30～
(852)2528-5477
HKD600

香港ピックアップ
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香港＆深圳 香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  気温低下で香港の火鍋店が大人気 TOP10のご案内
　香港の気温が急低下しており寒い日が続くと予測さ
れています。そんな中、香港の「火鍋」レストランは20％
ほどの売上増加が見込まれており、すでに予約が取れ
ない火鍋レストランもあるそうです。
　香港のグルメサイト「Openrice」に掲載されている評
価の高い火鍋専門レストラン1位から10位とリンクをお
届けします。昨年度から香港では蒸気鍋が大変な人気
となっていますので合わせてご注目ください。

1位：鮮入圍煮 Market Hotpot
（旺角／モンコック、201～400香港ドル、広東火鍋）

2位：米走雞 Running Chicken
（旺角／モンコック、101～200香港ドル、香港鳥鍋）

3位：壹火鍋
（旺角／モンコック、201～400香港ドル、香港火鍋・鳥鍋・蒸気鍋）

4位：8鍋臭臭鍋
（尖沙咀／チムサーチョイ、101～200香港ドル、台湾火鍋）

5位：酒鍋 The Drunken Pot
（尖沙咀／チムサーチョイ、201～400香港ドル、広東火鍋）

6位：新南苑私房菜火鍋鷄煲
（旺角／モンコック、201～400香港ドル、香港火鍋・鳥鍋）

7位：吞POT 雞煲火鍋.住家菜 Lazy Pot
（旺角／モンコック、101～200香港ドル、火鍋）

8位：正宗水上人氣鍋專門店
（旺角／モンコック、201～400香港ドル、香港火鍋・蒸気鍋）

9位：101手工涮涮鍋
（尖沙咀／チムサーチョイ、201～400香港ドル、台湾火鍋）

10位：養心殿台式養生鍋
（紅磡／ホンハム、201～400香港ドル、台湾火鍋）

　TOP10は九龍エリアが占める結果となりましたが、香港島エリアでは以下の火鍋レストランが評価
が高くなっています。

■米走雞 Deluxe
（銅鑼灣／コーズウェイベイ、101～200香港ドル、香港火鍋・鳥鍋）

■九重鮮
（大坑／タイハン、201～400香港ドル、韓国蒸気鍋）

■酒鍋 The Drunken Pot
（銅鑼灣／コーズウェイベイ、201～400香港ドル、広東火鍋）

　香港政府は冬の季節の食中毒に注意を促していますので、火をしっかり通して火鍋をお楽しみくだ
さい。

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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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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馬湾で遊ぶ！
知る！知る！暮らす！

馬湾の歴史や住宅事
情、自然公園やテー

マパーク、

地元で人気のレスト
ランを独占取材。

馬湾の良さや住みや
すさについて、現地に

住んでいる人たちに
生の声を聞いてみた

。
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馬湾で遊ぶ！
知る！知る！暮らす！

馬湾の基礎知識馬湾の基礎知識
Ma Wan Basic InformationMa Wan Basic Information

Kung Tsai Wan
公仔湾

Shek Tsai Wan
石仔湾

Tam Shui Wan
淡水湾

Lung Ha Wan
龍蝦湾

Ma Wan Tung
Wan Beach
馬湾東湾泳灘

Noah's Ark
香港ノアの方舟 

Ma Wan Park
馬湾公園

Park Island
珀麗湾Ma Wan Main Street 

Village Central
馬湾大街村中

Ma Wan Main Street 
Village Central
馬湾大街村中

Park Island Beach
Commercial Complex
珀麗湾臨海広場

Park Island Beach
Commercial Complex
珀麗湾臨海広場

Tin Liu New Village
田寮新村

Tin Liu New Village
田寮新村

Fisherman Housing & 
Ma Wan Village Housing

漁村&馬湾村

Fisherman Housing & 
Ma Wan Village Housing

漁村&馬湾村

Fish Plants area
魚棚

Fish Plants area
魚棚

Ma Wan Public Pier
馬湾公衆碼頭
Ma Wan Public Pier
馬湾公衆碼頭

馬湾村
天后古廟

Park Island Pier
珀麗湾碼頭

Bus Stop
バス停
Bus Stop
バス停

人
気
上
昇
の

エ
リ
ア馬
湾の魅

力
馬湾（マーワン）は大嶼（ランタオ）島と青衣
（チンイー）島との間にあるおよそ1平方km
の島。管理上は荃湾地区の一部となってい
る。馬湾を通る橋、青嶼幹線（Lantau　Link)
は政府による香港国際空港と市街を結ぶ
ローズガーデンプロジェクトの一環として、
1990年代半ばに建設された。馬湾の面積の
大部分を占めているのが大規模マンション
であるパークアイランド。テーマパークである
馬湾公園は、2007年の住宅プロジェクト第
一期に伴って建設された。



　馬湾では中新石器時代（紀元前3000年頃）、新
石器時代後期（紀元前2000年頃）、沿岸南中国の
青銅器時代初期（紀元前1500～500年頃）、戦国
時代（紀元前206年～220年）、唐朝（紀元618～
917年）、清朝（1644年～1911年)時代と、幅広い
年代の遺跡が数多く発見されている。1997年に
は古代遺跡事務局と中国社会科学研究所の考
古学研究所との共同発掘により、新石器時代の人間の完全骨格を
東湾仔の墓で発見したほか、新石器時代から青銅器時代初期ま
で、合計20の埋葬地や陶器の破片など、新石器時代後期の5000年
前のもの含め、6つの文化期間の遺物を採掘した。この発見は
1997年に中国で起きたうち、最も重要な10の新考古学的発見の1

つに数えられ、パーク内のHeritage 
Centerでその軌跡を見ることがで
きる。
　一連の発掘調査により、島には新石器時代、漢王朝時
代に住民がいたことも分かっており、近代においては250
年程前から、青衣島のChan一族によって作られた田寮
（Tin Liu）という小さな漁村があった。

　かつて島には「九龍
門」という税関の建物も
あったが、1899年10月4
日に閉じられ、今は記念
碑が残っている。外国人
が初めて島に上陸した
のは1794年。1965年に
はアメリカからの寄贈に
より、漁業組合そばの丘
の頂上に、24棟の住宅が
建設された。
　1970年台初頭、馬湾から向こうの島はWoo、Pang、Wooの3世帯の家族が暮らしてお
り、彼らの子供たちは馬湾の幼稚園や学校に通い、馬湾への船は埠頭で旗を振って合図
を出していたという。Woo一家はかご作りや漁業で、Pang一家は鶏やアヒルの飼育で生
計を立てた。
　1995年時点で魚の養殖業が島の経済活動の大半を占め、2000年時点では人口が
800人になっていたが、パークアイランドの建築計画に伴い、村民達は島の北部に移住。
その報酬として彼らは2,100平方フィートの3階建てのビレッジハウス、もしくは1つのブ
ロック内に700平方フィート（65平方メートル）ｘ3つのユニットハウスの住宅かを、選ん
で手に入れることができた。
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　自然に囲まれた馬湾公園は、青馬エリアを見渡す絶景スポットで、バス送迎
サービス、アウトドア講習、キャンプ、ケータリングサービス、公園エリアでのバー
ベキューなど、様々なサービスの提供がされており、200～500人に対応可能な
大規模なイベントエリアとしても、トレーニングワークショップ、スペシャルイ
ベント、バーベキューなど、個人とグループのアクティビティに活用されている。
　公園内は7つのエリアに分かれており、それぞれのテーマに沿った作りがなさ
れている。
　高台に位置する丘陵の展望台、「ビッグバード」は、その美しい眺めで人々に癒
やしとくつろぎの時間を提供。100名程度を収容でき、結婚式の利用も可能だ。
夜のライトアップもまた美しい。
　スウィートガーデン（Sweet　Garden）は、幼児から成長期、大人になるまでのラ

イフサイクルを花で表現したフラワーガー
デン。少しジグザグな美しい道は、カップル
が歩くのにもピッタリだ。
　アドベンチャージャーニーでは、アドベン
チャートレーニングを体験することによっ
て、個々の自信やチームワーク、リーダー
シップ能力を育み、ポジティブな価値観と人
生の姿勢を育てる経験を提供している。生
徒たちはパートナーからの相互支援と懸念
の重要性を学び、他者と協調し、理解し合い

ながら生きるための技能を身につけていく。都市部では得難い、希少な自然体験を求めている方に
おすすめしたい。
　ソーラータワーでは太陽と天文学に関する数々の展示がされており、太陽系について学べるだけ
でなく、人間と自然、宇宙の強いつながりを感じ、環境に対する意識を高めることができる。
　自然と教育、芸術、愛というテーマを融合して設立されたこの
公園は、5.6ヘクタールの面積の実に90％以上が緑に覆われ、丘
陵地帯に沿って建つ道は生態系と自然の植物を維持し、何千も
の自然の木を保護しながら、訪れた人に自然豊かな環境で寛ぐ
時間を提供。
　エネルギーについても先進の配慮がされており、園内の風力
発電所では、太陽光発電、風力発電、地熱、バイオマス、水力など
の再生可能エネルギーを使用して、一部の公園施設に電力を供
給し、従来の発電による汚染を減らして、環境保全に関する研究
データベースを提供している。その他にもクラスルームや談話室
はビジネス、教育目的で貸し出しており、利用料には、基本的な
設備とオンラインサービスの使用料も含まれている。

陸路でのアクセス
 香港政府は当初、島に青嶼幹線
経由で道路を繋ぐことは「物理
的に不可能」であると主張してい
たが、これはパークアイランド建
設の開始に際して覆された。島
は現在、青衣とは青馬大橋（ Tsing Ma Bridge）、ランタオ島へは汲水門
大橋 (Kap Shui Mun Bridge）によって繋がっている（２つの橋は青嶼幹
線の一部）。現在、パークアイランドからは青衣駅、葵芳メトロプラザ、香
港国際空港、荃湾MTR駅近くまでのバスが運行されている。2008年7月
3日、午後8時から午前7時の時間帯でタクシーの乗り入れが許可され

たのち、2012年12月14日からは、全面的に乗り入れが認可されている。自家用車はディス
カバリー・ベイ同様、原則的に進入出来ず、運輸局からの許可が必要となる。貨物車は、特
別な許可無しに毎日午前10時から午後4時まで乗り入れが可能だ。

水路でのアクセス
　北西部のパークアイランドフェリーピア、かつ
ては深井フェリーを運行していた西部の田寮村
のピア、馬湾メインストリート・ビレッジの南西
にある馬湾パブリック・ピア、南部のTai Pai Tsui 
ピアなど、政府管轄のものも含め、島には複数
の埠頭がある。パークアイランドトランスポート
株式会社は、パークアイランドとセントラルのピ

ア2を結ぶフェリーを運営している。馬湾と荃湾西駅近くまでを結んでいたルートは10年間
運行されていたが、2012年12月13日をもって廃止となった。
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　「私は蜑家人*1(たんかみん)で、自分の家がなくて、生まれてからずっと漁
船に住んでいました。馬湾は元々漁村で200年以上の歴史があり、最も栄えた
のは1960～70年代、主に漁と蝦ペーストを生産することで生計を立てていま
した。原住民は数10件しかなく、近所同士のお付き合いも良好でした。陸上の
住民とも繋がりは深く、陸上、水上関係なく、子供たちは芳園図書ルームで共
に勉強をしました。
　その後、香港の漁業は次第に中国が取って代わるようになりました。漁民の
収入も生活を維持するには不十分でしたので、26歳の時に漁師を辞めて、油
麻地（ヤウマーテイ）でスターフェリーの船員をしました。

1981年に退職するまでは馬湾で魚の養殖をしていました。私は馬湾以外の場
所に住んだことはありません。1983年には船には住むことはなくなり、村の中
に住んでいます。」と述べ、馬湾の発展と変化について「昔は馬湾の人口は少
なく、都会への行き来は船に頼っていましたし、施設も少なかったです。現在
は新しい住民が増えて賑やかになり、交通も便利になって施設も増え、暮ら
しやすくなりました。」と郭さんは語ってくれた。

香港の都市開発と共に馬湾の発展は住民の生活水準向上に大きな役割を果たした。
しかし、かつて存在した漁村の雰囲気は少しづつ歴史になりつつある。
次の世代には馬湾の風情は本の中の写真でしか伝えられないだろう。

*1  蜑家人＝船上生活者の総称

　ギリシャ人のエレーナさんは、馬湾のほ
か、大埔（タイポー）、ケネディータウン、
ミッドレベルなど様々な場所で暮らした
が、彼女が1番好きだったのは馬湾。現在
は上環（シェンワン）に住んでいるが、「私
にとって街の喧騒やプレッシャーは耐え
難いもの。馬湾は狭いけれど、必要なもの
すべてがありました。」とエレーナさんは
再び、馬湾に住むことも考えている。
　古い漁村、田寮村に住んでいた彼女は、海が好きで魚の養殖用の水上小屋が並ぶ、近所ののどか
な光景がお気に入りだった。90年代、ディベロッパーと政府の交渉により、村民達は土地を譲るため

にその地を離れ、多くが新しい仕事や家を求めて他へ移り住んでいった
が、現在でも約20世帯が昔の村周辺に点々と暮らしている。村にあるの
は家賃12K～14K程度の2～3階建て低層家屋で、周囲には3つの食料品
店とパークンショップがある。
　「静かさや車通りの少なさ、人とペットのための快適さを兼ね備えた
その土地に魅了されました。先住の村民達は素朴かつフレンドリーで、
彼らとは家族のような関係でした。」とエレーナさんは語る。村を出てか
らの約半年間、パークアイランドで暮らした。部屋の敷地面積は300～
700sq.ftほどで、賃料は1か月あたり15K～17K程度であった。「村の住宅
に比べれば、パークアイランドの施設は贅沢でモダンです。ほとんどの
人は短期賃貸で暮らしていますので、コミュニティの結束力は村ほど強
くありません。」
　パークアイランド居住者は、Chic　Chicクラブでバーベキュー設備と専

用キッチン付きのプライベートプールを予約することができ、住民達は家族や友人達とリラックスし
た時間を過ごしている。また島には数多くのリゾートスタイルのプールがあり、Blue Blueクラブには、
屋外プールと素晴らしいオリンピックスタイルの屋内プール、3つのジャグジーもある。

　馬湾は元々、島の天后廟にちなんで「媽湾」と呼ばれていた。村屋と呼ばれる一戸建ての
家屋のほとんどは2、3階建て、海辺には棚屋と呼ばれる水上家屋もあり、村民の生活は素朴
であった。1997年以降、大規模な不動産開発が馬湾付近に大きな変化をもたらした。住民が
立ち去った水上家屋、遺棄された船、それらからも以前の生活の足跡を感じることができる。
　今回、編集部は馬湾鄉事委員会のご協力の下、75歳の郭さんに当時の漁村の生活につい
て話を伺った。

馬湾で遊ぶ！
知る！知る！暮らす！

漁村&馬湾村漁村&馬湾村
Fisherman Housing & Ma Wan Village HousingFisherman Housing & Ma Wan Village Housing

かつては漁村であった馬湾、その生活

まるでリゾート？
馬湾の暮らし体験談



　「以前は青衣（チンイー）に住んでいま
したが、空気が澄んでいて自然と調和し
た住居を探していた所、自然と海が近い
ロケーションに一目ぼれして馬湾へ引越
しました。通称『ドッグアイランド』と呼ば
れる『パークアイランド』では犬を飼って
いる居住者が多いことで知られています。
犬が遊べる広場をはじめ、幼稚園や小学
校もレジデンス内にあり、テニスコート、
子どもたちが遊べる遊具などもあります。また、クラブハ

ウスは4つ併設されていて、室内
外プール、ジム、ボーリング場、バ
トミントンコート、図書館などが
あり、天気が良ければ仲間を呼ん
でバーベキューを楽しむこともで
きます。FUSIONもあるので日常
生活に必要な食料品や生鮮食品
などはすべて揃います。レジデン
スの居住者は『馬湾コミュニティ
SNS』でつながっているので、困っ
たことがあればだれかが助けて

くれるのでとても安心できます。またレジデンスへは自動
車制限があり、アクセスはバスまたはフェリーのみなの
で、排気ガスの心配もなく、子どもたちも安心してのびの
びと生活することが出来る点も馬湾の良いところだと思
います。ちなみに香港国際空港行き直行バスが運行して
いるので、航空機長や客室乗務員もたまに見かけます。」
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馬湾で遊ぶ！
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馬湾（マーワン）に住み始めた経緯について
　「以前は紅磡（ホンハム）に住んでいましたが、2014年に
次男夫婦の馬湾への引越しに合わせて私も引越してきま
した。馬湾には今年で4年目になります。馬湾に住み始め
たきっかけは、次男の職場が香港国際空港にありますの
で、馬湾から空港まで片道約30分と大変近いからです。
　私はここに住み始めてこの土地の良さが分かってきまし
た。馬湾は自然に囲まれているので、空気が澄んでいます。
その理由の一つとして、このエリアへの乗用車の乗入制限
があると思います。そのため、騒音もなくとても静かです。
私の職場は銅鑼湾（コーズウェイベイ）にありますので、馬
湾から直行バスで青衣（チンイー）まで行き、MTRで青衣駅

から中環（セントラル）、乗り換えて銅鑼湾まで約50分程度です。馬湾から中
環行きフェリーも運航していま
すが、フェリーよりも通勤時間の
少し短いバスとMTRを利用して
います。通勤時間のバスは混ん
でいるイメージがあると思いま
すが、本数が多いのでストレス
を感じることはありません。馬湾
居住者向けに乗車割引もありま
すので、さらにお得です。」

Park Island（パークアイランド）について
　「私が住んでいるPark　Island（パークアイランド）にはクラブハウスが4つ
あり、お手ごろ価格で利用することができます。クラブハウス内にはレスト
ラン、プールやサウナ、ジムなどがあり、HKD14～で利用することができま
す。以前は週末によくサウナへ行ったりしていました。そこには女性専用の
小さなジャグジーも併設されており、個室シャワーもあります。食料品は

スーパー”FUSION”へ行けば、必
要な物はほとんど揃いますし、
簡単な日本食も手に入ります。
　パークアイランドで犬を飼っ
ている住民は本当に多いです。
犬を連れながら道端で井戸端
会議をしたり、リードなしで散歩
している人もよく見かけます。犬
好きの方にとってもオススメの

場所ではないで
しょうか。また歩
いて10分のところ
にビーチもありま
すので、馬湾非居
住者の家族連れ
もよく遊びに来て
います。
　香港人以外に白人や日本人も住んでいます。最近は中国本土の人たちも
住み始めており、大家さんも結構強気で、パークアイランドのレジデンス家
賃は高騰傾向にあります。不動産はパークアイランド内にもありますので、
私たちは物件を複数内覧をした上で入居手続きを行いました。うちの場合、
入居後大家さんが変わりました。大家さんが変わった後に部屋を見に来た
いという連絡がありました。物件内覧もしないで購入する、投資目的の人た
ちもいるんですね。」

馬湾へのアクセスについて
　「馬湾から他エリアへのアクセスは中環行きフェリーもありますし、青衣か
らバスで乗り継いで沙田（シャーティン）へも行きやすいです。馬湾在住者向
けの専用アプリ「MaWan2*1」もダウンロードするだけで無料利用できま
す。このアプリを利用して馬湾への交通機関を調べたり、時刻表をチェック
することもできるのでいつも利用しています。」

パークアイランドパークアイランド
Park IslandPark Island

大見謝 理奈さん（馬湾在住2年目）

西田美保さん（馬湾在住4年目）

*1MaWan2は、馬湾居住者およ
び訪問者のための交通機関の便
利な時刻表アプリ。リマインダー
機能を使用して、目的地までの次
のスケジュールのカウントダウン
機能あり。交通ニュースや青馬大
橋（Tsing Ma Bridge）のスナップ
ショットは、馬湾地区の最新の交
通情報を知るのに役立つ。

馬湾は本当に住みやすいエリア

自然に一目ぼれして馬湾へ
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　都会の喧噪から離れて、ゆっくりリラックスしたい場所として挙げられるのが有名
な大澳、長洲島、ラマ島。生態価値が高く、歴史的な建物がある島「馬湾」もぜひおす
すめしたい場所の1つ。馬湾公園の隣にあるテーマパーク「ノアの方舟」、「ソーラー
タワー」の施設（一部）は入場料がかかるが、馬湾公園は入場無料。ノアの方舟と

並んで馬湾公園の主な人気スポットである。自然・教育・芸術・愛をテーマにそれぞれのエリアで特徴があ
る馬湾公園を訪れてみよう。いつでも気軽に行けて、1日あればすべてのスポットを楽しむことができる。
馬湾公園はアクセスし易い自然あふれるスポットだ。障がい者の方でも頂上にたどり着くことができる。

　「ノアの方舟」は世界初の実物大レプリカであり、海外や国内から多くの観光客が訪れる観光スポット。馬湾公園の
ビーチ沿いにある方舟からは、ランブラー運河や青馬大橋を見渡すことができる。また、馬湾の歴史や文化を体験でき
るアクティビティや展示施設もあり、是非、家族連れで訪れてみてほしい。

自然公園＆ノアの方舟
Nature Garden & Noah’s Ark

馬湾で遊ぶ！
知る！知る！暮らす！

金律広場（Golden Mean Plaza）金律広場（Golden Mean Plaza）
　金律広場はネイチャー・
ガーデンの入口。そこでは大き
な巻き貝が大自然の美しさを
黄金比で表現している。入り口
には噴水もあるので、写真を
撮る観光客を引きつけている。

　公園の西南方向は「世
の中に7種類の愛」を
テーマにした、彩虹牆と
いう虹と同じ7色で作ら

れた壁。“赤”は寛大の愛、“オレンジ”は愛人との愛、
“黄色”は家族との愛、“緑”は人と大自然への愛、“青”
は探検の愛、“藍”は無私の愛、“紫”は友の愛。この作
品はイタリアの芸術家によって描かれた壁画で、1枚
1枚の壁画は見る角度によって内容も異なり、壁には
絵が14枚あるように見える。その奇妙な演出効果に
より、彩虹牆は人気の撮影スポットになっている。

彩虹牆（Rainbow Wall）彩虹牆（Rainbow Wall） 鳥望台鳥望台
　公園内の小道
は自然の景観を
活かすように作ら

れており、2,000本の樹木が保護されている。小道
を歩いていくと、公園で最も高い場所「鳥望台
（Hilltop Lookout）」に着く。長稈で100個鳥雕塑を
支えている。山の麓から延びる樹木を全部合わせ
ることで巨大な鳥の形が出来上がり、まるで「大
鳥」のように世界へ高く遠くへ羽ばたいていけるよ
う、愛と平和のメッセージが込められている。麓か
らは島や青馬大橋の景色も眺めることができる。

アーク・ガーデンアーク・ガーデン
　アーク・ガーデンに入ったら、67のつがいの実物大の動物彫刻を間近で見るこ
とができる。獅子やキリン、ゾウ、カバなどの野生動物と絶滅危惧種の動物の彫
刻が展示されている。ガーデンの中には色々な植物を鑑賞することができるの
で、子供にとって自然と接触するまたとないチャンス。

住所：地下（F出口の近く）　時間：10:00～18:00（最終入館時間は17:45）
アプリ：「方舟動物物語」をダウンロード。園内にある各動物彫刻にはQRコードが付いてい

るので、QRコードを読み込むことで動物についての知識を深めることができる。

大自然を満喫、
ネイチャーガーデン「馬湾公園」

アクティビティが充実、
           テーマパーク「ノアの方舟」

アーク・エキスポアーク・エキスポ
　アーク・エキ
スポを訪れて
みると、心を打
たれる旅を体
験することがで

きる。動物と接触するこ
とで、生命の神秘につい
て学ぶ。ワイド・スク

リーンの4Dシアター映画館では、ノアの方舟についての物語を見ることが
できる。大型隕石も展示されている。親も子供と一緒にワークショップに参
加して、DIYの楽しさを体感することができる。

住所：地下（F出口の近く）　時間：10:00～18:00（最終入館時間は17:15）

ノアズ・リゾート（　亞方舟度假酒店）ノアズ・リゾート（　亞方舟度假酒店）
　「ノアの方舟で1日楽しんだ後、忙しい日常に戻るのは嫌？」それなら、最
上階にあるノアズ・リゾートへ行きましょう！ノアズ・リゾートはリラックスし
た休日を過ごせる快適なホテル。スタンダードタイプ（２名用）または4～8
名まで宿泊できるホステルタイプの部屋を用意している。日常の喧騒から離
れてのんびりとお過ごしください。夜はホテル下のHARVEST　RESTAURANT
（豐盛閣）で家族とお洒落な環境に美食を食べながら、窓際席から青馬大橋
を眺めることができます。

住所：香港新界馬灣珀欣路33號　電話：(852)3411-8868

ソーラー・タワー・キャンプソーラー・タワー・キャンプ
　静かな公園の中にあるソーラー・タ
ワー・キャンプは、普段とは違うシン
プルな生活を楽しめる、リラックスし
た環境を提供している。個人旅行者
だけでなく、最大10人まで宿泊可能
な家のような落ち着いた部屋が用意
されている。

住所：地下（E出口の近く）

　「心の準備はで
きたか？」もし冒険
好きなら、高さ8
メートルの巨大ブランコに挑戦してみて欲
しい！ 3Dの巨大ハシゴ、クライミング・ゲー
ムで興奮とスリルを味わってみよう。

住所：地下（C出口の近く）
時間：事前予約要（最小参加人数：20名）

ノアズ・アドベンチャーランドノアズ・アドベンチャーランド
　毎日見ている太陽に関してどの程度
知っていますか？ソーラー・タワーでは
太陽の内部について詳しく太陽系と宇宙
の神秘を探究することができる。直径350
ミリ（約1フィート）の真空望遠鏡を使い、リアルタイムで太陽の表面の
活動を観察することができる。また、ソーラー・タワーには太陽や宇宙
に関する数多くの展示があり、太陽や宇宙について学ぶことができる。

住所：地下（E出口の近く）　時間：10:00～18:00（最終入館時間は17:00）

ソーラー・タワーソーラー・タワー

テーマ花園テーマ花園
　シダ植物園か
ら野蘭園、ホトト

ギス園、太陽花園、滝の園、南米園、
オーストラリア園、香港花園、蝶々園
がある。それぞれの園で生態特色を
持ち、自然の事を学ぶことで環境保
護の意識を高めることができる。

　北方向にある草花のアーチがロ
マンチックな意中園に入ると、「一
家人」という彫像作品が建てられて
いる。9つの花環アーチが配置され
たロマンチックな小道を進んでい
くと、イギリス式庭園前に着く。そこ
では家族の愛をテー

マに、生まれてから大人になるまでの過
程の様々な愛と人生について表現されて
いる。結婚写真の撮影に来園するカップ
ルも多く、人気の撮影スポットでもある。

意中園（Sweet Garden)意中園（Sweet Garden)



ノアの方舟テーマパーク
住所：33 Pak Yan Rd., Ma Wan
時間：10:00~18:00
電話：(852)3411-8888
ウェブ： www.noahsark.com.hk
料金：大人HKD168/子供＆シニアHKD138（正門前でチ

ケット販売：毎日9:45～17:30）
アクセス：MTR旺角（モンコック駅B3出口、旺角新世紀広

場に珀麗湾行きバスに乗車、または中環（セン
トラル）フェリーターミナル２番乗り場より馬湾
行きフェリーに乗船

※詳細は下記サイトよりご確認ください
www.noahsark.com.hk/eng/transportation-page.jsp

馬湾公園（Ma Wan Park）
ネイチャーガーデン
時間：8:00～18:00（最終入場時間：17:00)
住所：Ma Wan
電話：(852)3446-1163
ウェブ： www.mawanpark.com
メール： info@mawanpark.com
フェイスブック：mawanpark
アクセス：下記ウェブサイトよりご確認ください
www.mawanpark.com/eng/transportation.jsp
www.pitcl.com.hk
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レストラン in 馬湾 馬湾で遊ぶ！
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馬湾でも中華料理から日本料理、イタリアン、韓国料理、タイ料理など、
様々な各国料理を楽しむことができる。今回は5つのレストランをご紹介！

　馬湾東湾（Ma Wan Tung Wan）ビーチにも近く、青馬大橋の眺めを
楽しみながらヨーロッパのカフェにいるような気分に浸れるシンプル
でスタイリッシュなレストラン。料理はフィンランドから来たエグゼク
ティブシェフJaakko Sorsa氏が手掛ける。同氏はミシュラン2つ星レス
トラン「Chez Dominique」や多くの王族のために料理を腕を振るって
きた。その繊細な技術に、味わった人々は感動を覚える。
　スターターは松の実が添えられたベイクドチーズからトリュフオイ
ル、ローズマリーの香りがにじみ出る「Baked Camembert Cheese 
with White Truffle Oil, Rosemary& Pine Nuts(HKD118)」。脂っこくな
いので、ついつい食べ続けてしまうほどの美味しさ。メイン料理には
米国Springer Mountain農場で飼育された天然チキンを使用した
「Roasted 100% All-Natural Chicken(ハーフHKD188/ホールHKD358)」
を選びたい。この料理がテーブルに運ばれてきた途端、香ばしい匂い

が胃を刺激し、食欲をそそられる。クリスピー
な皮にナイフを入れた瞬間、肉汁があふれ出
す。付け合わせにはズッキーニやローズマ
リーで味付けされたポテトやチェリートマト
がさらに肉の味を引き立てている。
　他にも「Roasted Chicken, Pumpkin, Tomato, Mozzarella & Couscous 
Salad(HKD118)」もおすすめだ。北アフリカ産のクスクスは食物繊維、ビ
タミンB6など栄養も豊富。ローステッドチキン、フレッシュモッツァレ
ラ、甘みの強いトマトをはじめ、フレッシュな野菜を松の実とガーリック
のイタリアンスタイルペーストでいただくフレッシュな味わい。
　締めくくりはデザート「Warm Chocolate Cake(HKD78)」外側はカリっ
と、中からは溶岩のように濃厚なチョコレートソースがゆっくりと流れ
出す。滑らかで香り高い”Mövenpick”バニラアイスとのコンビネー
ションはパーフェクト。食後は青馬大橋を眺めながらゆっくりと歩いて、
海風を肌で感じながら静かで心地よいひと時を過ごしてほしい。

　パーティーや特別なイベントの用
意はもう心配なし。Litt le Mar io 
Pizzeriaのケータリングは、まるでイ
タリアに行ったような気分にさせて
くれる。ホストがパーティー会場を
離れることなく料理を受け取れるの
で、準備のストレスもゼロ。ピザは定
番の「Margherita」「Hawaiian」
「Pepperoni」「Joe’s Pizza」「Chicken 
t ikka」など9種類のトマトベース

(HKD70～HKD160)、トリュフが香るホワイトベース(HKD90～
HKD160)を取り揃えている。「All-day　Breakfast　Pizza」をはじめ
「Four Mushroom Pizza」や「Parma Ham Pizza」などのチーズベー
ス(HKD80～HKD160)を豊富なメニューから選ぶことができる。店
内で食事、テイクアウト、デリバリーのいずれも可能。また会場の手
配に困ったらパーティーを開くことができるセミプライベート、プラ
イベートダイニングルームの用意も可能だ。

　美しい海と青馬大橋（Tsing 
Ma Bridge）の景色を眺めながら、
美味しいタイ料理を楽しむこと
ができる。本格的なタイ料理海
老「パッタイ（HKD88）」は熱さ、酸
味、塩味、甘味この4つのメインテ
イストのバランスで有名になっ
た。この麺はチリパウダーを使用
しており、辛さを加える。酸味はタマリンド産を。タイ料理の塩味はほ
とんど魚醤を使って引き出している。パームシュガーは甘味を出す。
美味しいタイ料理を楽しんで満足な夜を過ごしてほしい。

　馬湾にあるバー「O m a ’ s 
Kitchen」は“おばあちゃんのキッ
チン”と呼ばれている。同店では本
格的なドイツ料理ディナーを豊富
に取り揃えている。伝統的なドイ
ツのコテージ「Fachwerk　Haus」
で、落ち着いたトーンの木製パネルでビーチのすぐそばにある青
衣大橋（Tsing　Yi　Bridge）の綺麗な景色を眺めながら、本格的なド
イツ料理を楽しめることができる。ストレスが溜まりやすい香港だ
が、ストレスを解消するには理想的な場所だ。同店は馬湾公園内
に位置し、市からもわずか20分の距離にある。

　同店で少しの間、過ごしてみ
ると気付いたのは、一番シンプ
ルだが、最も地元の人に愛され
ている台湾料理の一つが台湾
風豚丼(ルーロー飯)。ご飯の上
に煮込み豚肉をかけて食べる
台湾風豚丼は台湾では「庶民
の味」として親しまれている。こ
ちらのメニュー、バリエーションは豊富でこれだけでも箸が進む
し、他食材を含む食事のベースにすることもできる。豚の角煮飯は

中国風の料理に似ており、豚肉は非常
に柔らかく、ご飯の上に中国の醤油で
作られたソースをかける角煮飯、シン
プルだが美味しい。

ヨーロッパ風情あふれるロマンティックなレストラン

1972年創業の伝説のピザ

名物パッタイでタイ料理を満喫 庶民の味が楽しめる台湾料理レストラン

おばあちゃんのドイツ料理

住所：L1, Shop 7&8, Beach Commercial Complex, Park Island
時間：火～木13:00～23:00、金13:00～24:00、
  　　土12:00～24:00、日12:00～23:00（月曜定休）
電話：(852)3446-1226
ウェブ：www.caferoma.com.hk

住所：G/F., 37 Tin Liu Village, Ma Wan　時間：12:00～21:00（火曜日定休）
電話：(852)5238-3195　　　　　　　　ウェブ：https://mariospizzaabq.com

住所：Shop S1, No. 8 , Park Lai Rd., Ma Wan
電話：(852)2986-3030

住所：Beach Commercial Complex, Shop No. 4-5, Level 1, Park Island
電話：(852)3446-1116　　ウェブ： www.omaskitchen.com.hk

Cafe Roma

Little Mario Pizzeria

Pattaya Island Thai Restaurant 桃源麵館Wonderland Restaurant

Oma’s Kitchen

アーク・ライフ・エデュケーション・ハウスアーク・ライフ・エデュケーション・ハウス
　アーク・ライフ・エデュケーション・ハウスは、生
命教育を促進している。「愛」と「生命」をテーマに
して、人生で出会う様々な幸せや困難を映し出す
面白いゲームや物語やDIYがそろったインタラク
ティブな教育施設。人生の価値や生死について考
え、人の優しさと美しさを感じて、ポジティブな価
値観を養う。

住所：地下（E 出口の近く） 
時間：10:00～18:00（最終入館時間は17:45）

　トレジャー・ハウスは、
3歳から15歳までの児童
を対象にした新しい児

童教育を目指して、香港で初めて作られた児童の
ための博物館だ。ゲームや設備を利用して、体験＆
見学することで様々な角度から色々な知識を学ぶ
ことができる。生命教育、知能発達、一般教養に関
する15のインタラクティブ・ゲームがあり、子供たち
は斬新かつ楽しい方法で学ぶことができる。

住所：地下（E 出口の近く）　
時間：10:00～18:00（最終入館時間は17:45）

トレジャー・ハウストレジャー・ハウス

芳園書室（古墳館） 
- Heritage Centre -
芳園書室（古墳館） 
- Heritage Centre -
　馬湾公園の北エリアには以前、馬灣公立芳園學
校であった建物を立て直した小さな博物館がある。
馬湾の歴史を知ることができ、馬湾の歴史関連の
文献や出土した遺跡が展示されている。その中でも
1番古いのは5000年前の新石器時代中期の陶器
片、新石器時代晩期の墓と人骨である。1997年、芳
園書室は「1997年全國十大考古新發現」賞を受賞し
た。現在、大半の文献は「古物古蹟辦事處」に保管さ
れているが、その中に歴
史の価値がある古物が
この博物館に展示されて
いる。古物が好きな方は
ぜひ訪れてみてほしい。

住所：Shop 1-2, 1/F., Beach Commercial Complex
電話：(852)2312-6111
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