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今週の香港ピックアップ Exhibition Cui Xinming個展
「Differentiation」

～3月21日

Shop OT233, Level 2, Ocean Terminal, Harbour City, TST
11:00～22:00　　　　　　(852)3102-0791
Mellow Brown Coffee by UCC Hong Kong

新進気鋭のアーティストCui Xinming
　Cui　Xinmingは、重慶に拠点を置く新進の現代中国のアーティスト。精巧で鮮やかな

スタイルで、その時代を生きる若者の思想を油絵で表現する。彼の新作である

「Differentiation」は、今年2月に香港のEdouard Malingue Galleryで初めて発表された。

今回の最新作では、絵のトーンや動きに変化が見られ、客観的な観察と主観的な表現

のバランスが程良くとれている。彼の作品は日々、進化していく。Cui Xinmingは、以前に

も香港で個展を開催していたが、他にもイスタンブール、ベルリン、上海、北京、成都など

でも展示を行っている。2010年には、第1回Zhang Xiaogang Graduate Contemporary 

Art Scholarshipにノミネートされ、第2回Chinese Institute Annual Art Exhibitionでは3

位になった。2015年には、重慶MOMAの「Luo Zhongli 10 Years Review Exhibition」に選ば

れている。Cui　Xinmingが描く重厚感のある油絵とメッセージ性のあるデザインを観に

行ってみよう！

台湾人気シンガー春季コンサート
　クラウド・ルーは台湾のシンガーソングライター。最新の台北での

コンサートはチケットが28秒で完売した。日本でも活動を行っていて音

楽イベントに多数出

演。今回のライブツ

アーでは、彼のヒット

曲やファンに人気の

ある曲を披露する！

コンサート
Crowd Lu 2018 Spring World Tour

3月31日～4月1日

グルメ
Cull ’n Pistol　

シーフード！ ロブスター！ オイスター！
　ニュージーランドスタイルのロブスターシャックがここ香港でも楽し

める。このシンプルモダンなウォーターフロント・レストランは、北アメ

リカの海から届く新鮮なロブス

ター、カキ、ムール貝やハマグリ、

チョリソ、ジャガイモなど豊富な食

材をおいしい貝のスープで味わえ

る。ブランチタイムにはロブスター

と卵のグラタンなどのメニューも魅

力的！

映画
ワンダーホイール

上映中

ウディ・アレン監督が描く人間ドラマ
　1950年代のニューヨーク・コニーアイランドを舞台に繰り広げられる

人間ドラマ。遊園地の技師として働くハンプティとその妻ジニーのとこ

ろへ、疎遠になっていた娘キャロライ

ナが帰ってくる。ライフガードのミッ

キーが彼女たちと出会いドラマが展開

していく…。

「MELLOW BROWN COFFEE by UCC」
OCEAN TERMINAL店オープン！

2月12日

出来立てワッフルパンケーキが味わえる！
　日本国内で6店舗を展開している「MELLOW BROWN COFFEE」の香

港3号店が2月12日、尖沙咀にあるOCEAN TERMINALにNEWオープン！

日本でも大人気のワッフル

パンケーキを始め、パスタ・

ピザ・ステーキなど、幅広い

メニューを取りそろえている。

Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre, Star Hall
20:15～
大人 HKD380～HKD780、車いす HKD380

Shop GA1-3, 55 Tai Hong St., Site A, Soho East, Lei King Wan, Sai Wan Ho
12:00～24:00 (月～金)、12:00～25:00 (土日)、11:00～25:00(祭日)
(852)2513-0199

Edouard Malingue Gallery, 6/F., 33 Des Voeux Rd., Central
(852)2810-0317
無料

ヨガ教室
Yoga nett

AsiaWorld-Expo
20:00～
指定席 HKD588～HKD1,888
フリースタンディング HKD788

ヨガで心と体をリフレッシュ！
　ヨガネットは、都会の喧騒から離れた静かで孤立したスペース

を実現し、荃湾（チュンワン）でヨガクラスを開催している。ヨガ

ネットは、フィットネスヨガ、伝統的なヨガ、ヨムヨガ、ダンスヨガ、

空中ヨガを含む脂肪燃焼効果のあるクラスがある。すべてのクラ

スは1回の単発で利用できるドロップインが可能。または、複数の

パッケージをお得な価格で利用することができる。ヨガクラスは

広東語で教えているので広東語を勉強している方、もしくは香港

人の友達を誘ってトライしてみよう。身体と心の健康に良いと言

われているヨガ、心身ともにリフレッシュしよう！

1時間で巡るストリートアート！
　あなたは毎日通っている通りに、もしかしたら世界的に有名なアー

ティストの絵があるかもしれないことを知っているだろうか？小さな路

地に描かれたちょっとし

た絵が200万ドルの価値

があるなんて想像できる

だろうか？　セントラルの

SOHO周辺で隠れた芸術

作品を見つけよう！

ツアー
ストリートアートツアーinセントラル　

ニューヨーク‐イタリアン
Linguini Fini

地元食材にこだわる大人気のイタリアンレストラン
　Linguini　Finiは、地元産の食材で全て自家製の料理を提供する常に

活気のあるイタリアンレストラン。最高の味を提供するために新鮮な香

港産の食材を使用している。今までにない味わい深い料理を提供する

為、伝統的なイタリアンに加えて、香港の地元のレシピを取り入れてい

る。ボリュームたっぷりユ

ニークのレストラン！

Dundas St., Mong Kok
HKD25

Food
牛の内臓の煮込み

栄養も豊富！ 大人気ストリートフード
　牛の内臓（牛の膵臓、腸、脾臓など肺）はよくチリソースと共にピー

マン、大根などのスープで食されている。こちらの牛の内臓の煮込みは

あまり見た目が美味しそうには見えないかもしれないが、実はこのロー

カルスナック、香港では子供からお年寄りまで最も人気のある料理の1

つ！　ぜひ挑戦してみよう！

ケイティ・ペリー
ライブツアー「WITNESS THE TOUR」　

3月30日

世界的ポップスターが来港
　ケイティ・ペリーの最新アルバム「WITNESS」のワールドツアーが現在

開催されている。昨年9月にカナダから始まった今回のツアー、世界各

国を周り、3月には香港へやってくる！

ポップな衣装でヒットソングを披露し

会場を盛り上げるケイティのパフォー

マンスを見逃すな！

No 49, Elgin St., Central
(852)2387-6338
www.linguinifini.com

yoganett
yoganett
伝統的なヨガ HKD100
空中ヨガ HKD150

監督：ウディ・アレン
出演：ケイト・ウィンスレット、
  　　ジャスティン・ティンバーレイク

G.O.D, 48 Hollywood Rd., Central（集合場所）
毎週日曜日：英語11:00～12:00、中国語11:30～12:30
http://accidentalart.co/hk-street-art-tour
HKD165
人数制限：最大12名

香港ピックアップ
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香港＆深圳

香港

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&広東
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  経済自由度指数2018　香港が24年連続1位
　米ヘリテージ財団により毎年調査され
ている世界186ヶ国を対象とした経済自由
度指数2018年が発表され、香港が24年連
続で1位（90.2点）を獲得しました。2位は
シンガポール（88.8点）、3位はニュージー
ランド（84.2点）。日本は昨年の40位から順
位を上げ30位（72.3点）となりました。
　経済自由度指数は「財産権の保護、汚職
の少なさ、司法の有効性、政府支出、税負
担、財政の健全性、ビジネスの自由度、労働の自由度、通貨の自由度、貿易の自由度、投資の自由度、金
融の自由度」という12項目で評価されており、香港は財政の健全性で100点、ビジネスの自由度で
96.3点と特に高く評価されています。
　米ヘリテージ財団は「香港は金融ハブ・ビジネスハブとして並外れた競争力を持ち、世界で最も快
活な経済。中国本土との経済的結びつきが金融や貿易において大きな強みとなっている。税制もシン
プルかつ効率的である。」などと解説をしました。今後もアジアのビジネスハブとして注目を集め続け
ることが予想されます。
　なお、日本は「政府支出（54.1点）、税負担（67.4点）、財政の健全性（49.3点）、金融の自由度（60点）」
の項目が特に評価が低く、米ヘリテージ財団は「デフレ脱却を目指すアベノミクスの成果は微々たる
ものである。少子高齢化は経済成長において長期的な課題である。環太平洋パートナーシップ協定
（TPP）による経済の自由化に関しては、実現するまでに時間がかかるだろう。世界で最も借金の多い
国の一つである。」などと解説をしました。

  「長州島饅頭祭り」予選の申込み開始
　毎年5月頃に行われる「長州島饅頭祭りの饅頭取りレース」の予選申込みが2月28日から3月28日ま
でおこなわれます。参加条件は、18歳以上の健康な男女で応募人数は200名となります。
　申し込み人数が200名を超えた場合は抽選となり、長州島の居住者、就労者及び学生が優先的にく
じを引けるようです。当選した200名は事前に開かれる第一次予選で24名、第二次予選で12名（少な
くとも3名の女性含む）に絞られ、お祭り日の当日におこなわれる決勝戦では男女が同時にレースを
おこない「包山王（饅頭王）」と「包山后（饅頭女王）」の座が争われます。

　長洲島の饅頭祭りの正式名称は「長洲太平清醮（長洲の
太平を願う祭事）」であり、2009年から香港の無形文化遺産
となった伝統あるお祭りです。また2014年にはアメリカのタ
イム誌でも「世界の奇祭10選」に選ばれるなど、香港内はも
とより海外からも大きく注目されているお祭りです。
　饅頭祭りでは本来、神様に饅頭を奉納するために饅頭塔
（包山）を作っていましたが、現在では9,000個ものプラス
チック饅頭が張り付けられた高さ14メートルの饅頭塔に上
り、3分間でいくつ饅頭が取れるかを争う競技へと様変わりし
ました。

ご興味のある方は2月28日から政府ウェブサイトで申し込み
用紙のダウンロードができます。
康楽及文化事務署（Leisure and Cultural Services Department） :http://www.lcsd.gov.hk/
長洲太平清醮（通称：長州島饅頭祭り）
日時：2018年5月19日（土）～5月23日（水）
場所：長洲島

※饅頭取りレースのほかにも、「飄色（ピウセッ）パレード」などの出し物やローカルフードが楽しめる
お祭りです。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・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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香港

香港 香港

香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！
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香港

香港

香港

香港

香港
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インスタグラム特集
彩虹邨@彩虹
その名の通り、目に飛び込む虹色の建物#ChoiHungEstate

科士
街@
堅尼
地城

巨大
な石
壁に
根を
張る
、ウォ
ール
ツリ
ーは
見物
！

#Wa
llTre
e  #
Forb
esSt
  #K
enn
edy
Tow
n

威霊頓街
@中環

今や貴重
になって

きた、道
路に突き

出た看板
たち

#Wellin
gtonSt

文武廟@上環
目線の高さで見られる、大量のくるくるお線香が圧巻
#ManMotemple  #SheungWan

美都餐室@油麻地
レトロカフェは、内装だけでなく外観

も可愛い♡

#MidoCafe  #YauMaTei

中滙大楼@湾仔
ひと際目を引く、湾仔のカラフルビル！#ChungWuiMansion  #WanChai

　1990年代後半よりインターネットが世の中に普及したことで、我々のライフスタイル
は劇的に変化し、いつでもどこでもネットで検索したり、物を購入したり、動画視聴したり
することが可能になった。その後、2004年頃より米国を中心にソーシャルネットワーキン
グサービス（以下、SNS）が台頭して以来、インターネットで「モノを探す時代」から「モノ
やヒトに出会う時代」へ変革の時代を迎え、世界最大のソーシャルネットワーク
「Facebook」を中心にSNS利用者は爆発的に増加し、短いつぶやきを投稿・共有する
「Twitter」や日本国内では「mixi」など、様々なプラットフォームが相次いで誕生した。

　1990年代後半よりインターネットが世の中に普及したことで、我々のライフスタイル
は劇的に変化し、いつでもどこでもネットで検索したり、物を購入したり、動画視聴したり
することが可能になった。その後、2004年頃より米国を中心にソーシャルネットワーキン
グサービス（以下、SNS）が台頭して以来、インターネットで「モノを探す時代」から「モノ
やヒトに出会う時代」へ変革の時代を迎え、世界最大のソーシャルネットワーク
「Facebook」を中心にSNS利用者は爆発的に増加し、短いつぶやきを投稿・共有する
「Twitter」や日本国内では「mixi」など、様々なプラットフォームが相次いで誕生した。

　近年では写真や動画の共有に特化したSNSの「Instagram（以下、IG）」が20代～30代を
中心に利用され始め、IG運用を本格的に検討する法人企業も増えてきているという。その追
い風を受けて、SNSに特化した画像解析、KPI（重要業績評価指標）分析、プロモーションや
キャンペーン施策のマーケティングなど、BtoB向けサービスも誕生している。
　その中でも社会に強い影響を与える「インフルエンサー」を起用したマーケティング手法
を用いる法人企業も増加傾向にあるため、実際に「インフルエンサー」を抱えているPR会社
も存在し、インフルエンサーの考えや視点からインスピレーションを得ることもあるという。
　今回の特集記事では注目度が高まっている「インフルエンサー」をPPW編集部では「イン
スタ活用人」と表現を定義し、香港に在住している6名の方にインタビューを実施しました。
「インスタ活用人」が普段使用しているカメラや、撮影で気を付けていること、インスタグラム
を通じて自分の周りで起きた変化など、中心にまとめてみました。
　また香港のフォトジェニックスポットもご紹介するパート、モバイルで上手く撮影するテク
ニックなど、ご紹介します。
　これからインスタグラムを始めてみたい方やインスタグラムでフォロワーを増やしたい方
など、ぜひご覧ください。

　近年では写真や動画の共有に特化したSNSの「Instagram（以下、IG）」が20代～30代を
中心に利用され始め、IG運用を本格的に検討する法人企業も増えてきているという。その追
い風を受けて、SNSに特化した画像解析、KPI（重要業績評価指標）分析、プロモーションや
キャンペーン施策のマーケティングなど、BtoB向けサービスも誕生している。
　その中でも社会に強い影響を与える「インフルエンサー」を起用したマーケティング手法
を用いる法人企業も増加傾向にあるため、実際に「インフルエンサー」を抱えているPR会社
も存在し、インフルエンサーの考えや視点からインスピレーションを得ることもあるという。
　今回の特集記事では注目度が高まっている「インフルエンサー」をPPW編集部では「イン
スタ活用人」と表現を定義し、香港に在住している6名の方にインタビューを実施しました。
「インスタ活用人」が普段使用しているカメラや、撮影で気を付けていること、インスタグラム
を通じて自分の周りで起きた変化など、中心にまとめてみました。
　また香港のフォトジェニックスポットもご紹介するパート、モバイルで上手く撮影するテク
ニックなど、ご紹介します。
　これからインスタグラムを始めてみたい方やインスタグラムでフォロワーを増やしたい方
など、ぜひご覧ください。

トラムターミナル@筲箕湾トラムが戻り、再び出発する姿が見られる場所#TramTerminus  #ShauKeiWan

廟街@佐敦
活気あふれるナイトマー

ケットは、立体駐車場か
ら望む

のがベスト#TempleSt ＃
Jordan #NightMarket

漁村@大澳
時間の流れの緩やかさまで写し出せそうなレトロな漁村

#TaiO



linahxoxo

フォロワー数6万人超！ 
香港を中心に大人気の松岡さん
松岡さんは、2010年より香港を拠点にモデルや女優として活
動している。「Linah」の愛称で親しまれ、雑誌・広告・映画等、
あらゆるメディアに引っ張りだこだ。そんな大人気の彼女の
Instagramは、なんと！　フォロワー数6万人超！　多くの人たち
が、松岡さんの美しい姿が投稿されるのを楽しみにしてい
る。「香港では、ハイキングやルーフトップバーがおすすめ」
と話してくれた通り、Instagram
では、ハイキングやバーを楽し
む姿や、仕事の舞台裏等が見ら
れる。松岡さんのちょっとした表
情やポージングの変化が、フォロ
ワーの心を掴んで離さない。い
つも同じような表情やポーズに
なってしまうという人は、ぜひ参
考にしたいところ。

松岡さんが教える、おすすめインスタスポット！
#ClearWaterBay  #HikeinHK

linahxoxo

linahxoxo
Instagramｍer＠モデル・女優

フォローする

petitfeilee

香港グルメを検索していると
必ず行き当たる！ 香港在住えりさん
えりさんのInstagramのおかげで香港グルメを楽しむこと
ができた、という人も多いのではないだろうか。素敵な写真
と臨場感あるテキストで紹介されるお店には、思わず行き
たくなってしまう。「香港を語る上で外せないのが、レトロな
茶餐廳とストリートアート。特に、オールドセントラルエリア
（中環～上環）は、ヒップでお
しゃれなカフェと昔ながらの
ローカル店が混在していて、
そのギャップがたまらないん
です。」と話してくれた。えり
さん自身が、食、そして、香港
の街を思いっきり楽しんでい
るのが伝わってくる。きっとそ
れが多くの人たちに伝染して
いるのだろう。

えりさんが教える、おすすめインスタスポット！
#StreetArtHK  #OldTownCentral

petitfeilee

petitfeilee
Instagramｍer＠フード

フォローする

ryman_traveler

ホンコンドリームを起こした
男・リーマントラベラー東松さん
日本で超多忙なサラリーマンをしながら、週末を活用して世界一周
した男性がいる。それは、リーマントラベラー東松さんだ！東松さん
を一躍有名にしたのは、2016年9月の香港旅行。当時発売されてい
たananの香港特集内の佐々木希さんが行ったお店全てに行き、同
じ場所・同じポーズで写真を撮影。唯一許可の下りなかったイン
ターコンチネンタル香港のプルデンシャルスイート（1泊130万円！）
の撮影を、後日、奇跡的に実現させたことが話題となった。そんな東
松さんのおすすめは、中環にある「Emack & Bolio’s」というアイスク
リーム店。カラフルでポップなアイスクリームを手に持ち、お店の前
で撮影するのがポイントだそう。こういった
インスタグラマーとしての基本を押さえつつ、
自身の特長であるコミュニケーション能力を
活かした投稿にも気を配っている。東松さん
のInstagramには、現地で出会った人々の輝く
表情がたくさん収められている。

リーマントラベラー東松さんが教える、おすすめ
インスタスポット！ #EmackandBoliosHK  #Central

ryman_traveler

ryman_traveler
Instagramｍer＠トラベル

フォローする

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

SONY DSC-RX100M3、iPhone 7 Plus

Foodie（食事だけでなく風景写真にも使用）

撮影＆投稿時間帯

撮影は、旅行中ずっと。投稿は、通勤中などの隙間時
間で行っている。

心掛けているポイント

構図もある程度気にするが、それよりも、自然と会話
する中で見られる、現地の人たちの何気ない表情を
捉えるよう意識している。

Instagramを始めてからの変化

街や人の小さな変化にも気づくようになった。ちょっ
とした変化を感じることで心が豊かになり、世界がよ
り美しく見えるようになった。

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

SONY DSC-RX100M3、iPhone X

VSCO(A8・HB2・E2・L6)、IGのフィルター(Stinson)

撮影＆投稿時間帯

カフェは、天気の良い日の昼間に行って撮影。投稿の
時間帯は特に決めていませんが、昼間に撮影した
ランチやカフェの写真は昼間に、ディナーやバー、夜
景の写真は夜に投稿しています。

心掛けているポイント

できるだけ短い言葉で伝えるようにしています。

Instagramを始めてからの変化

以前は本・雑誌・テレビ・ウェブ等様々な媒体から情
報を収集していましたが、今はInstagram一つで最
新の情報が得られるため、他のコンテンツをあまり
使用しなくなりました。特にストーリーの機能は、臨
場感が味わえて、その場所のイメージも湧きやすい
ので、旅先を決めるとき等にも活用しています。

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

（自分で撮影する場合は）iPhone X

Foodie、Huji Cam、正方形さん、正方形どん

撮影＆投稿時間帯

以前は、撮影したその場で投稿するようにしていた
が、今は、落ち着いてランダムに投稿している。11:00
か15:00頃の投稿が多い。

心掛けているポイント

楽しい！ と思ってもらえるよう意識している。

Instagramを始めてからの変化

始めたばかりの頃は、フォロワーやいいねの数を全
く気にしてなかった。今は、IGに載せるお仕事も増
え、たくさんの人にいいねしてもらえるよう、いい写
真を撮ろうという気持ちに変わってきた。

ryman_traveler

petitfeilee

linahxoxo
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sonoko.hongkong

sonoko.hongkong
Instagramｍer＠ライフ

フォローする

香港愛溢れる投稿が魅力！
コーディネーターのsonokoさん
香港在住13年目のsonokoさん。長年勤めた旅行会社の
経験を活かし、コーディネーターとして独立。その際に、自
身の履歴書となるような記録を残したいと思い、
Instagramを始めた。「観光ツアーでは、ほんの一部しか紹
介できなかった香港の魅力も、Instagramを通すと、丸ご
と紹介できるから嬉しい」とのこと。「香港に感謝している」
と話してくれた通り、投稿の一つ
一つに香港愛が溢れている。ス
トリートアート一つ取っても、
アーティスト名から関連情報ま
でものすごい詳しさだ。フォロ
ワーの方々が教えてくれること
も多いのだそう。sonokoさん
も、Instagramを始めて世界が
広がった一人である。

sonokoさんが教える、おすすめインスタスポット！
#SaiYingPun  #ShutterArt

sonoko.hongkong

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

Canon EOS M10、iPhone 6s Plus

特になし。
稀に、Instagramのフィルターや色合い調整を使用

撮影＆投稿時間帯

移動中の撮影がメインのため、特に撮影の時間帯は
決まっていない。ただ、昼に撮影したものは昼に、夜
に撮影したものは夜に投稿するようにしている。

心掛けているポイント

投稿の内容を香港に集中するようにしている。一つ
の側面に絞ってしまわず、様々な角度から見た香港
を投稿するよう心掛けている（新旧、高い安い、表と
裏、食事や風景等）。その他、季節感や行事を取り入
れたり、撮影時に周囲の邪魔にならないよう気をつ
けたりと、多々心掛けている点がある。

Instagramを始めてからの変化

以前は、ネットでキーワード検索をしていたが、今
は、情報収集の全てがInstagramでできるように
なった。Instagramから仕事の依頼をいただいたり、
感性の合う友人ができたり、新たな目標を見つけら
れたりと、かなり大きな財産となっている。また、更
に目を配りながら街を歩くため、新しい発見が増え、
益々香港を好きになった。

vnthota

vnthota
Instagramｍer＠ドローン

フォローする

上空から捉えた写真で魅了する！
趣味の領域を超えた、
ThotaさんのInstagram
ドローンを使って上空から捉えた写真はもちろん、独特な
視点と陰影で作り出すハイクオリティな写真たちは、正にプ
ロカメラマンのそれである。しかし、普段は、プロダクトデザ
イナーをしているというから驚きだ。組織とユーザーそれぞ
れのニーズのバランスをとって制約内で仕事をしているた
め、Instagramでは、その制約か
ら解放されるのだそう。その創造
的なアウトプットが多くの人を魅
了しており、7.5万人のフォロワー
を有する。ThotaさんInstagram
を見ていると、街を見る目線が変
わり、そして、ドローンの技術を身
につけたくてたまらなくなる。

Thotaさんが教える、おすすめインスタスポット！
#Drone  #Mongkok  #mytoydrone

vnthota

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

SONY a7II、iPhone 8、DJI Mavic Pro

Lightroom、Snapseed、VSCO

撮影＆投稿時間帯

平日は仕事をしているため、撮影は週末に行ってい
る。ただ、平日もiPhone 8と18mmの外付けレンズで、
いつでも撮影できるようにしている。投稿時間につい
ては、異なる時間帯に投稿してみて、最も良い反応数
を獲得したタイミングや、写真が最も印象的に見える
タイミングを確認して決めている。

心掛けているポイント

Instagramは任意のアスペクト比（正方形、風景等）
を選択することができるが、ポートレートでは4：5の
比率がベストだと感じている。そのため、アップする
前に、必ず写真を4：5になるようにトリミングしてい
る。これによって、最高のクオリティを維持できる。

Instagramを始めてからの変化

Instagramがコミュニティとなり、写真や検索を通じ
て、人々の距離が近くなっていったと思う。撮影がよ
り上手くなるように、世界中で定期的に交流会も行
われていた。ただ、最近は、Instagramが広告のプ
ラットフォームになってしまっている気がして、それ
を少し悲しく感じる。

zirosou

zirosou
Instagramｍer＠ビジュアル

フォローする

妖艶な香港の魅力を写し出す、
写真家・山形さん
2011年にスマートフォンで撮影したことがきっかけで写真を
始めたという、山形さん。その後、写真家に転身されるほどの
写真好きに！　Instagramも写真好きが高じて始められたとの
こと。そんな山形さんのInstagramには、翳りのある、妖艶な
香港が並ぶ。夜の香港をこれほど魅力的に写真に収める人
はいないだろう。玄光社から発行された「感動！　ナイトフォト
の撮り方ガイド」でも、都市夜景
部で10ページにわたる執筆とイ
メージ写真を寄稿している。現在
では、ビジネス等様々な目的で利
用されているInstagramだが、好
きを追求すると、これほどまでに
多くの人々を夢中にさせるのだ
ということが、山形さんの投稿か
らわかる。

山形さんが教える、おすすめインスタスポット！
#GardenHill  #ShamShuiPo

zirosou

撮影に使用しているカメラの機種

使用しているアプリやフィルター

iPhone 8、Leica Q、SONY a7RII（Instagramにアップ
する写真の9割は、LeicaまたはSONYのカメラで撮
影したもの）

Lightroom、Snapseed、Instagramのフィルター

撮影＆投稿時間帯

夜景が好みのため、夜間～深夜の撮影が多い。投稿
時間については決めていないが、現在は夕方～夜
間にかけて多くアップしている。

心掛けているポイント

短時間内の連続投稿は避けるようにしている。

Instagramを始めてからの変化

趣味が高じて始めたInstagramだったが、Instagram
経由で仕事のオファーをいただくようになる等の変
化があった（編集者の方からお声かけいただき、写
真専門誌への写真提供を行った）。

sonoko.hongkong
vnthota

zirosou
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6名のインスタグラマーがインスタ活用術をご紹介！
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薄扶林村@薄扶林
ディープな香港が味わえる場所
#PokFuLamVillage 

漁村@大澳
時間の流れの緩やかさまで写し出せそうなレトロな漁村
#TaiO

威霊頓街@中環
今や貴重になってきた、道路に突き出た看板たち
#WellingtonSt

街市@北角
露店の間をトラムが横切る姿は圧巻！
##NorthPointMarket

廟街@佐敦
活気あふれるナイトマーケットは、立体駐車場から望む
のがベスト
#TempleSt ＃Jordan #NightMarket

Brooklyn Bar and Grill@中環
急な坂道を上った先に現れる、素敵な壁のお店
#BrooklynBarandGrill  #SOHO  #Central

The Boathouse ＠スタンレー
鮮やかな黄色の外観が特徴的なメインストリートのお店
#TheBoathouse  #Stanley

天后廟@レパルスベイ
神様までユニークな、ポップでカラフルなお寺
#TinHauTemple  #RepulseBay

ビクトリア・ハーバー@尖沙咀
言わずと知れた、ザ・香港なフォトスポット
#VictoriaHarbour  #TsimShaTsui
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香港でフォトジェニックな写真が撮れる話題のスポットをPPW編集部が厳選してご紹介。
エリア別に香港ならではの「アート」「ストリート」「レトロ」などのスポットをまとめてみましたので、

ぜひ、読者の皆さんもフォトジェニック巡りをして自分だけのベストフォトをインスタ投稿してみましょう！
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New Bedford Interiors@湾仔
細い道に入った途端現れるのは、インテリ
アショップの可愛い壁
#NewBedfordInteriors  #StFrancisSt
#WanChai

裕寶齋@上環
文武廟の横にひっそりと佇む骨董品屋さん
の壁
#YuePoChaiAntiquesStore  #SheungWan

ストリートアート@黄竹坑
黄竹坑駅A1出口を出ると目の前に現れる、
アメコミ系ストリートアート
#StreetArt  #WongChukHang

PMQ@中環
アートのメッカは、階段もエレベーターも芸
術的だった！
#PMQ

ジャンボ・キングダム@アバディーン
まるで竜宮城！　エンターテーメント性の高
いレストラン
#JumboKingdom  #Aberdeen

ストリートアート@観塘
路地裏にまでアート！
#StreetArt  #KwunTong

香港理工大学@紅磡
どこから見ても同じ形に見えない、ザハ・ハ
ディット建築に息を呑む！
#TheHongKongPolytechnicUnversity
#HungHom

利東街@湾仔
綺麗でおしゃれなストリート
#LeeTungAvenue  #WanChai

萬佛寺@沙田
「インファナル・アフェア」の舞台にもなって
いる、クスッと笑えるお寺
#TenThousandBuddhasMonastery
 #ShaTin

ストリートアート@西営盤
ふとした所にまでアートが潜んでいる！
#SaiYingPun

花柄階段@油麻地
ただの階段がアートになるのが香港
#StreetArt  #YauMaTei

南蓮池園@ダイアモンドヒル
公共公園とは思えぬ本格的な雰囲気が見事！
#NanLianGarden #DiamondHill

ストリートアート@西貢
遊び心あるストリートアートに思わず笑顔
になれる
#StreetArt  #SaiKung

科士街@堅尼地城
巨大な石壁に根を張る、ウォールツリーは
見物！
#WallTree  #ForbesSt  #KennedyTown

茘枝角公園@茘枝角
リトルチャイナを感じられる公園
#LaiChiKokPark

彩虹邨@彩虹
その名の通り、目に飛び込む虹色の建物
#ChoiHungEstate
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スマホでもクオリティの高い撮影をするためには、「構図」と「光」を意識することが大切です。
「構図」パートでは撮影テクニック、「光」パートでは画像編集アプリをご紹介します。　
これらを駆使することにより、誰でも美しい写真を仕上げられるようになります。
以下紹介の撮影テクニックとおすすめアプリを利用すれば、
あなたもインスタグラマーに仲間入りできるかも？！（※すべての写真はiPhone 7 Plusで撮影）

mint_n_baby
フォローする

「主人の香港駐在が2017年4月に決まり、香港へ引越す前に
香港のことを知りたいと思い、ちょうど同じ時期の4月からイン
スタグラムを使うようになりました。使い始めた頃は、友人を
フォローしてみたり、香港在住のインスタグラマーをフォロー
して香港生活に関する情報を収集しました。元々、写真を撮る
のは好きなので、デジタル一眼レフカメラを持っていますが、
インスタグラムに投稿する写真はiPhone8で撮影しています。
デジタル一眼レフはCanon EOSを使用、主に小さな子供や家
族の写真撮影に使用しています。日本在住の友人はフォロ
ワーが約1万人いるので、彼女からアドバイスをもらいながら
以下の点にこだわって投稿することを心掛けています。」

いのれおさんが心がけているポイント
①　自分だけのハッシュタグを持つ（#香港平成ママ部など）
②　毎回投稿するハッシュタグを持ち、トレンドに合わせて変える
③　ハッシュタグの投稿件数が少なからず、多くもないハッシュタグを活用
④　本文は出来る限り詳細に書く
⑤　個人的には青色が好きなので、投稿写真には必ず青色のアイテムを入れる
⑥　写真編集ソフトは用いず、インスタグラム機能を活用して投稿写真の色彩を青色で統一
⑦　ストーリーは毎日数本投稿（24時間で消えるので使いやすい）
⑧　投稿する際には必ず位置情報も入力しておく
⑨　撮影写真はすぐには投稿しない！
⑩　フォロワー数の多いインスタグラマーを友人に持つべし！

いのれおさんが教える、おすすめアプリ！
LINE camera
「写真を可愛くするだけでなく、プライバシーを守るためにも使います。息子の顔やお友達のお子さんの顔などを、スタンプで可愛く隠しています！」

Snapseed
Google社が開発した画
像編集無料アプリ。20以
上の編集ツールを備えて
おり、ピンポイント編集や
不要なものを取り除く機
能、垂直＆水平方向へ傾
けられる補正機能など多
岐に渡る編集が可能。

Photoshop Express
Adobe社が開発した画
像・加工編集無料アプリ。
モバイルでクリエイティブ
に編集作業が可能。コ
ラージュ機能に加えて不
要な画像を直接削除する
機能など、多機能満載ア
プリ。

Aviary
Aviary社が開発した画像
編集無料アプリ。画質向
上＆画質調整機能に加え
てセルフィの修正機能、ト
リミング、回転、角度補正
機能、編集した写真をSNS
で共有することが可能。

Google Photos
撮影した写真や動画の保
管や整理ができる無料ア
プリ。タップするだけで写
真を簡単に加工する多機
能な編集ツールで、大切
な写真や動画をいくつで
も無料でバックアップで
きる、フォトアプリ。

Picsart
PicsArt社が開発した写真
編集無料アプリ。加工
ツールやエフェクト、コ
ラージュ、ペイントツー
ル、写真機能、カメラ機
能、写真の一部を選択し
て加工できるブラシモー
ドもついた人気アプリ。

VSCO
Visual Supply Company
社が開発したフィルター
機能で人気のある写真加
工無料アプリ。様々なフィ
ルター機能を備えており、
簡単な作業でクリエイ
ティブな自分の作品がで
きあがる。友人検索機能、
SNS共有投稿機能あり。

Lightroom CC
Adobe社が開発した写真
の撮影・編集・共有無料ア
プリ。プロフェッショナル
撮影モードを使用するこ
とで、ハイクオリティな写
真撮影を可能にした。
100GBのストレージを追
加するプレミアム機能も
あり（有料）。

オススメアプリ7選

番外編

７つのテクニック

#1
主役を明確にしよう
主役となる被写体を明確にする。

#2
1/3ルールで撮影しよう
周囲の風景の1/3に主役が収まるよう、
写真全体のバランスを考える。

#3
ストーリーを作ろう
何気なく撮影された写真でも、
ストーリーを加えることで
自分だけの1枚になる。

#5
当たり前を越えよう
見慣れた風景でも、撮影時間を変える
ことで写真の雰囲気が変わる。

#7
視点を変えてみよう
普段の生活で目にする角度とは
違う視点からファインダーを覗いてみる。

#6
背景を意識してみよう
敢えて他の被写体をフレームに入れることで、
背景が際立つよう意識する。

#4
フレームを最大限に
活かそう
被写体をフレームいっぱいに収めて、
迫力のある写真を撮る。

インスタグラム特集
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