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世界最大最新のユニクロ グローバル旗艦店「上海 单京西路店」5月15日オープン
カジュアル衣料品店「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが、巨大中国市場の中心である上海に、5月15日、
世界最大のユニクロ店舗をオープンした。オープン当日にはユニクロスタイルのテープカットセレモニーを実施し、
オープン目標としていた売上げ300万元もクリア。 大行列に加えての売上げ達成と、満点のスタートを切ることができた模様。

売り場面積約３６００平方メート
ルの「ユニクロ上海单京西路店」。
ニューヨーク、ロンドン、パリに続
く海外旗艦店に位置づけている。
香港を含む中国での出店でこの
旗艦店は６５店舗目。
同社は１０年以内に同国で１００
０店舗を構える計画。

※上記テープカットは、ユニクロ式。＇ユニクロご担当談（
ロゴ入りの幅広いテープに上から鋏を入れていくオリジナルの方式

ユニクロ 上海 单京西路店オープニングパーティを5月13日に実施
15日のグランドオープンの前々日、13日には世界最大の店内を使った
ファッションショーを実施。
日本のファッションショーの第一線で活躍する若槻善雄氏の演出によって、
店内の1Ｆ・2Ｆを使用し、男女10名ずつ、合計20名のモデルが、2パターンの
ルックスで店内をショーイングした。
※残念ながらファッションショーの記録写真はなし

※上記左側が若槻氏。＇見た目は泉谷しげる似（
本件作業中に、女優の加藤紀子氏と離婚。
ヤフーのトピックスを飾った。

オープニングパーティには、ＣＭキャラクター６名も登場、中国メディアの注目を集めた
ユニクロは、5月15日の上海グローバル旗艦店オープンに向けて、世界にはばたく才能を
持つ6人の人物を広告キャラクターとして採用した。
上海では知らない人はいない才能あふれる男性3名、Chen Kun＇俳優・歌手（、
Fan Datong＇シンガーソングライター（、Huang Dou Dou＇ダンサー（と、
Sun Li＇女優・歌手（、Du Juan＇スーパーモデル（、Tan Yuan Yuan＇バレリーナ（
という大きな可能性を秘めた上海出身の女性3名とが、ユニクロの上海グローバ
ル旗艦店のオープンを祝い、パーティに登場した。
中でもFan Datongは、アコースティックライブも披露し、招待者の一部をくぎ付け
にした。

ホームページでは、88名の上海美女が活躍
オープン時の目玉商品は、ユニクロの代表的な商品の一つであるポロシャツ。
メンズ、ウィメンズそれぞれで、中国の縁起の良い数字「８」を二つ並べた「88」
にちなんだ88色(上海グローバル旗艦店特別カラーを含む)を発売する他、
この８８にちなんだ企画として88名の上海美女を起用したＷｅｂ広告を展開した。
オープニングパーティーでも88名の美女が登場するプランもあったが、予算の
関係上、企画倒れとなった。
下記は、88人の美女が登場するとＷｅｂサイト。なかなか面白い。
http://www.uniqlo.com/shanghai/88colors
※ポロシャツの値段も８８にちなんで、８８元で販売されていた。
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2010年05月28日
「ｉＰａｄ」国内販売開始 表参道旗艦店にて発売カウントダウンイベントを実施。
米アップル社の新型マルチメディア端末「ｉＰａｄ」の国内販売が28日朝、アップル直営店や一部の家電量販店など
で始まった。先行発売した米国では１カ月足らずで100万台以上と爆発的な販売を記録。
ソフトバンクモバイルが5月28日、同社の旗艦店であるソフトバンク表参道で午前8時に「iPad」の販売を開始。
販売に先立ち、同社はソフトバンク表参道でiPad発売セレモニーを開催し、ソフトバンクグループ代表の孫正義氏
と、ゲストとして登場した藤井リナさんと一緒にカウントダウンが行われた。
この他、午前8時の発売を前に、東京・銀座のアップル直営店には約1200人、大阪・心斎橋の直営店にも約300人
が行列をつくった。前日、前々日から徹夜で待った人も少なくなかった。

10年ぶりに起きてしまった宮崎県の「口蹄疫」感染
2010年4月20日、農林水産省と宮崎県は、家畜伝染病「口蹄疫」の感染を発表した。
宮崎県では、2000年にも口蹄疫が発生しており、このときは740頭近くの牛が、殺処分されて沈静された。
が、今回の口蹄疫は、従来の口蹄疫の概念とは違った症状だったため、口蹄疫であることの確定ができず、様々
な対忚が遅れ、28万頭もの牛と豚が殺処分される予定となり、結果的に10年前とは比較にならないほどの大きな
損害を生んでいる。
今回の感染拡大の大きな要因は、ウイルスの感染力が10年前よりはるかに強かったことと、牛だけにとどまらず豚
にまで感染したことによる。豚は牛よりも100倍～2000倍のウイルスを体内につくり放出すると言われている。

未だ終息のめどが立たず、心配される感染拡大
現在、国を挙げての対忚が始まっており、感染が発見された地域から20ｋｍ圏内の地域の家畜を0にするという対策
が取られている。あまり進んでいないようだが。。。
発生場所から10ｍ以内のところでは、殺処理されてから埋却。10～20ｋｍ圏内の家畜は、感染していないことを確認
し、精肉処理して早期出荷をするとのこと。
10ｋｍ以内の殺処理に関しては、埋却する土地が見つからず、殺処理が難航している模様。10～20ｋｍ圏内の地域
では、早く精肉処理をして商品化したいが、処理工場が10ｋｍ圏内にあって5月30日まで閉鎖されていた。31日から
工場の稼働が再開されたが、処理能力が足りず、大量の家畜数に対忚が遅れている。
〔瀬戸の独り言〕
殺処理した後に埋める場所がないなら、焼けばいいのに。
っと、安易な考えをした私ですが、よくよく調べるとあれだけ
の量の家畜を完全に焼くには、そうとうな施設が必要なよう
です。しかも運搬中の感染拡大も考えられる。では、農家で
野焼きは？とも考えましたが、野焼きでは完全に焼ききる
ことができなく、結果的に埋却することになるようです。
ちなみに埋却すると、腐敗する時の熱で ウイルスは死滅する
そうです 。でも埋却した土地が、腐食による汚染から復活す
るには、最低3年はかかるらしい。どちらも大変な問題です。
-2010/05 TOKYO-
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≪宮崎牛のマメ知識≫
宮崎の種牛たち
宮崎牛＇みやざきぎゅう（とは、宮崎県内で生産肥育された黒毛和種の和牛うち、
日本食肉格付協会の格付けにおいて肉質等級4等級以上の牛肉のこと。
宮崎県ではかねてから肉用牛の子牛＇「素牛」と言う（の生産が盛んであり、
2007年には子牛の出荷頭数7万3797頭のうち46.6%を宮崎県外に出荷している。
雌の子牛の出荷先は1位が三重県、2位が東京都、3位が佐賀県であり、これら
の地で銘柄牛肉の素牛となっている。
各地のブランド牛は、宮崎牛から生まれる！
宮崎牛は、Ａ５という最高の格付けをされたおいしい「宮崎牛」として、食されているだけでなく、上記にも書いてある
ように、様々な地域へ子牛の時期に出荷され、各地域の独自の飼育方法でブランド牛として育てられている。
そして、オリジナルブランド牛として全国に販売されている。
つまり、有名な三重県の松坂牛や佐賀県の佐賀牛などの大元は、宮崎牛の子牛から育ったブランド牛なのだ！
皆さん、知っていましたかぁ？私は知りませんでした。
今回の口蹄疫によって、各地のブランド牛のもととなる上質の子牛を産む、種牛の処分が決まりました。
55頭いた種牛のうち生き残っていた49頭も5月30日、殺処分されてしまいました。
焼肉ファンの私にとってもとても悲しいことです。
残るは「エース級」と呼ばれる種牛6頭のうちの5頭。この5頭には、まだ口蹄疫は見つかっていないが、今後はどう
なるか。ちなみにこのエース級の種牛5頭を残すための署名活動が行われ6000通もの署名が集まったそうです！
エース級の6頭のなかで、最も多く精液の採取
を計画していた「忠富士＇ただふじ（」が感染、
5月22日の殺処分された。
6頭から採取する約15万4千本の精液ストロー
のうち、約3万8千本を担う予定だった。
仮に5頭にも感染が広がると、県内の種牛は
一時的に途絶えてしまう。冷凍精液の在庫は
1年分あるが、新たに種牛を育てるには最低で
も6～7年かかるという。

様々なところで宮崎牛を忚援
【著名人も宮崎を忚援】
宮崎市出身のタレント、ダルビッシュ・紗栄子さんが口蹄疫で被災した農家に義援金として
300万円を寄付した。県によると、27日に義援金の口座に振り込みがあったという。
夫はプロ野球日ハムのダルビッシュ有投手で、紗栄子さんは自身のインターネットの公式
サイトに「私自身、宮崎牛は小さいころから食べていましたし、主人と結婚してからももちろん
食卓には上ります。主人のマウンドでのパフォーマンスの源になってくれている、私たち家族
の健康を支えてくれる宮崎の牛や豚が殺処分されました。この現状に心を痛めながらも私に
できることは何かないかと考えていました」とつづっている。
【日本橋高島屋が宮崎を忚援】
「～タカシマヤは、宮崎を忚援します～」 っというタイトルで、日向自慢宮崎の味めぐり
を5月26日＇水（～6月1日＇火（地1階 催会場にて実施している日本橋高島屋。
物産展で扱うのは、地元ホテル関係者が実演してつくる宮崎牛すき焼き弁当や、
地元食肉会社の冷凍の宮崎牛など。会場では宮崎への義援金も受け付ける。
高島屋は宮崎県の物産展を２０年以上続けており、今回は半年前から企画していた。
「取りやめた方がいいとの声もあったが、地元産品を販売することで忚援したい」＇広報（
と説明している。
皆さんもおいしい「宮崎牛」を食べて、宮崎を忚援しましょう！
株式会社ミヤチク

http://rest.miyachiku.jp/index.html

○口蹄疫は、牛、豚等の偶蹄類の動物の病気であり、人に感染することはありません。
○感染した牛の肉や牛乳が市場に出回ることはありません。
○仮に感染牛の肉や牛乳を摂取しましても人体には影響ありません。
＇農水省HP、宮崎県庁HPより（
-2010/05 TOKYO-
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上海国際博覧会開催
～約160年の国際博覧会の歴史において、発展途上国における初めての開催～
2010年5月1日～10月31日まで中華人民共和国上海市の上海世博園で行われる上海万博。
「より良い都市、より良い生活」をテーマに掲げており、総合テーマを扱う博覧会としては、日本で
行なわれた「愛知万博、愛・地球博」に続き、2度目の大規模な国際博覧会である。
また、参加国数等も万博史上最多の246を数え、過去に万博に参加したことのない北朝鮮が今
回初めて参加する。

日本の出展
今回日本からは、政府と民間企業が出展している「日本国家館」。民間企業が中心となって
出展している「日本産業館」。大阪府と大阪市が共同で地方自治体出展をしている「ベスト
シティ実践区大阪ケース」がある。
【日本国家館】
テーマ：心の和、技の和
ハイライト：エココントロール技術を採用し、外部が発電できる超軽型フィルムで囲まれ、
内部は循環式呼吸ホールなど最新技術を使用
位置：Ａゾーン
パビリオン面積：6000㎡
【日本産業館】
テーマ：Better Life from JAPAN ＇日本が創るより良い暮らし（
ハイライト：「きれイ、かわいイ、きもちいイ」というＪ感
位置：Ｄゾーン
パビリオン面積：4000㎡
【ベストシティ実践区大阪ケース】
テーマ：環境先進都市・水都大阪の挑戦
ハイライト：経済成長とともに環境対策に取り組み、水を活かした持続発展可能な
都市づくりを行ってきた大阪の官民の環境技術、先進的取り組みを紹介する
位置：Ｅゾーン
パビリオン面積：646㎡

上海万博のこぼれ話
【北朝鮮館】
上記でもお伝えしたとおり、今回北朝鮮が初めて万博に出展している。
首都・平壌の繁栄をテーマに出展している施設は、なんと中国が建設費を全額負担している。
【万博スーパーお婆ちゃん】
万博開催期間中、万博に毎日通うことを目指している愛知県在住の日本人女性が話題と
なっており、「万博スーパーお婆ちゃん」として中国メディアからも注目を集めている。
【ＪＡＰＡＮアニメソングが快挙】
2007年より上海万博に向けての曲の公募が毎年行なわれており、2009年度にJAM Project
＇日本のアニメソング歌手グループ（が「Only One」の北京語バージョンで忚募。
その結果、“2009年度世界ベスト10曲”の1曲として選ばれた。
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普天間基地問題
普天間基地は日本の沖縄県宜野湾市にあるアメリカ合衆国軍海兵隊の飛行場である。
2700ｍの滑走路を持ち、嘉手納基地と並んで沖縄におけるアメリカ軍の拠点となっている。
今この普天間基地をめぐって日本では問題が起こっている。
問題の発端は、2010年8月に行なわれた衆議院議員総選挙での民主党のマニフェストにある。
民主党は、米軍再編や基地問題について見直すことを公約とし、選挙活動においても普天間基
地の海外移設、最低でも県外移設を表明しており、3月末までアメリカともに合意を取り付けると
していた。しかし、3月末までに合意を取り付けることはできず、結局5月末まで延期となった。

アメリカと合意
合意文章では、沖縄・名護市辺野古のアメリカ軍キャンプ・シュワブ
及び隣接する水域に1800ｍの滑走路を1本建設するとした上で、
詳細については専門家が8月末まで詰めることとしており、
また、辺野古沿岸部を埋め立てる現行案を前提に進められてきた
環境影響評価の手続きに大幅な遅れが出ないようにするとしている。
さらに、普天間基地のヘリコプター部隊の訓練については、アメリカ軍独自
及び日本との共同の形で鹿児島・徳之島を含む全国に分散させるとして、
徳之島への訓練の移転も明記されている。

日本代表決定
2010年5月10日、2010ＦＩＦＡワールドカップ单アフリカ大会の日本代表メンバーが発表された。
毎回、日本代表メンバー発表では意外性のある選手が選ばれることで注目を集めており、
今回の日本代表メンバー発表でも、ＧＫの川口能活＇34（が選ばれ、メディアの注目を浴びた。
日本代表監督の岡田武史氏は川口を日本代表のキャプテンに任命し、川口の豊富な代表暦で
ゴールデンウィーク
チームのメンバーを引っ張って欲しいと言っている。

強豪揃いのグループＥ
日本はグループＥに入っており、同グループには「オランダ」「デンマーク」「カメルーン」と強豪国が
揃っている。強豪たちいるグループＥで日本は目標のベスト4内に入ることができるのだろうか。
【オランダ】
出場回数：8回
最高成績：準優勝

【デンマーク】
出場回数：3回
最高成績：ベスト8

【日本】
出場回数：3回
最高成績：ベスト16

【カメルーン】
出場回数：5回
最高成績：ベスト8

日本代表ユニフォームカラーの秘密・・・
日本代表ユニフォームは基本色に青、サブカラーに白を使用している。
これは「日本の国土を象徴する海と空の青」を表すとされているが、実は後付の理由である。
実際の経緯は、最初期の日本代表は選抜チームではなく、大学などの卖独チームで
構成されており、ユニフォームも各チームのものを使用していた。
1930年に初の選抜チームで優勝を果たした大会で日本代表は青のシャツを
使用しており、これは選手の大半を送り込んだ東京帝国大学にならったものと
考えられている。
これ以降、青は日本代表のチームカラーとして定着することになった。

【ＧＫ】
楢崎 正剛
川島 永嗣
川口 能活
【ＤＦ】
中沢 佑二
田中 マルクス 闘莉王
今野 泰幸
岩政 大樹
駒野 友一
長友 佑都
内田 篤人
【ＭＦ】
中村 俊輔
遠藤 保仁
中村 憲剛
稲本 潤一
阿部 勇樹
長谷部 誠
本田 圭佑
松井 大輔
【ＦＷ】
岡崎 慎司
玉田 圭司
大久保嘉人
矢野 貴章
森本 貴幸
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2010年5月15日＇土（、 ニューヨーク、ロンドン、パリに続き、4番目となる世界最大最新のグローバル旗
艦店「上海 单京西路店」がオープン。約1100坪を誇る売場に、ユニクロが現時点で実現できる最高水準
の商品、ＶＭＤ、店舗運営、サービス、クリエイティビティを結集した、最新最旬のユニクロの登場。
5月13日＇木（18時から22時まで、オープニングパーティが開催された。
＃このイベントは、SP-LIVE上海の
スタッフ全員が、半年間に渡って力
上海グローバル旗艦店 力強いサポーター
合わせてやり遂げたイベントです。
5月15日の上海グローバル旗艦店オープンに向けて、ユニ
クロは、世界にはばたく才能を持つ6人の人物を広告キャラク
ターとして採用された。

ＴＶコマーシャルをはじめ、屋外
広告や新聞広告など、オープ
ニングパーティにも登場した。

上海では知らない人はいない才能あふれる男性3名、陳坤＇俳優・歌手（、方大同＇シン
ガーソングライター（、黄豆豆＇ダンサー（と、孫儷＇女優・歌手（、杜鵑＇スーパーモデル（、
譚元元＇バレリーナ（という大きな可能性を秘めた上海出身の女性3名とが、 ユニクロの
上海グローバル旗艦店のオープンを祝った。

パーティ開催前の入場待ち

プ
レ
ス
受
付

5月15日開店日、单京
西路の「上海单京西路
店」の前には顧客が殺到
し、開店前には約1200人
の長い行列ができた。

ダンスパフォーマンス
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
①

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
シ
ョ
ー
②
陳坤が記者会見に出席

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
ー
テ
ィ
当
日

テ
ー
プ
カ
ッ
ト
現
場
当
日

開店前に、既にすごい行列！

柳井正会長兹社長は
「上海万博が開催される
最高のタイミングに旗艦
店をオープンできたことは
うれしい」と述べた。
中国で縁起の良い数字
の「八」をモチーフにしたＴ
シャツや88色のポロシャ
ツを買い求める客が目
立った。
＃テープカット中に、両側でテープ
を持っているのは、SP-LIVE上海
のスタッフ2名です。

マスコミも殺到！

記念品配布所も大忙しい

6
ミニライブで方大同が熱唱

テープカット中

開店後の大盛況！
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2007年から約3年余りの改修工事を
行ってきた外灘の和平飯店が、６月末で工
事を終えることが分かった。早ければ７月
から開業する。
また、同時に併設の博物館を開館し、
以前使用していた銀食器や当時の写真、
メニューなどを展示する。
ホテル内の博物館は市内では初めて。
和平飯店の客室はインド、イギリス、中国、アメリカ、フランス、
イタリア、スペイン、日本とドイツの9カ国の内装が有名である。
なお、オープン後の宿
泊価格は、9月1日＇水（
宿泊料金でスタンダード
ルーム１泊２９００元、
サービス料別途15％とな
る予定。
またオフィシャルウェブサ
イトは作成中。

今回の改修は、1929年の開業当初
の輝きを取り戻すために実施。
客室だけでなくロビーや廊下も一新し、
屋内プールやフィットネス、スパなども
完備した。

SHANGHAI EXPO 2010

SHANGHAI EXPO 2010

開幕一ヶ月 5月の来場者数は800万人へ

日本館ロボット 人気集める

2010年5月30日、上海万博累計
来場者数が770万人に達した。

日本先端技術を盛り込んだロボッ
トが、日本館で人気を集めている。

今月下旬から伸びを示している
入場者数。土曜日にあたる今月29
日には、1日の入場者数が初めて
50万人を突破した。うち、団体ツ
アーの参加者が4割弱を占める。
この日は1日を通じて132のイベン
トが開催され、中でも人気韓流ス
ターらが登場する「韓国古典・流行
音楽会」が控えていたため、人気
を集めた。

イベントは「暮らしを豊かにするロ
ボットたち」と題し、二足歩行ができ
る人間型ロボット「ＨＲＰ2」が両手を
広げて片足立ち。
体験コーナーでは、腰とヒザに補
助具を装着して高齢者らの歩行を
サポートする「リズム歩行アシスト」
が人気の的。上海の女性は「足取り
がすごく軽くなった。父の足が悪く
なったので、これがほしい」と話した。

30日は7939人のボランティアス
タッフが会場内のサービスにあ
たった。また、開幕以来同日午後4
時までに、会場内5か所に設置さ
れている医療ステーションを利用し
たのは418人。うち、負傷者が85
人。会場内の安全状況は比較的
良好に保たれていることがわかっ
た。

ほかにエレベーターを複数階移動
して清掃するロボットや、リモコン操
作で荷物を運ぶ「ポーターロボット」、
利用者の言葉を覚え、その指示で
テレビのスイッチを付けたりするロ
ボット「アプリポコ」も登場した。
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アジア大会に向けて②
前回、「アジア大会に向けて」シリーズを開始し、今月が2回目。
今回は、アジア大会の競技に関しての情報をお伝えしたいと
思います。
今回の広州アジア大会から正式種目になったのは
「囲碁」。
少し調べてみると、あまり知られていない＇だろう（種目が
たくさんある事がわかりました。
例えば「象棋」＇中国将棋（ 。

<ぴあ>創刊！
あの「ぴあ」が中国で創刊しました。
実は5月ではなく4月に創刊されたのですが、前回ご紹介
するのを忘れていました。
実物です。
ちなみに表紙を飾っているのは
「モーニング娘。」
創刊号は、「石原さとみ」でした。
価格は10元＇約130円（です。

これが「象棋」です。
詳しくは、皆さんで調べて下さい。

今月号の特集は、
中部地方の「温泉」。

「ドラゴンボード」

その他に、マイナーな競技を
ピックアップしてみました。こんな感じです。
「ローラースケート」、「社交ダンス」、「ドラゴンボード」、
「ボーリング」。
娯楽の一つだと思っていたものが、アジア大会での正式種目。
アジアの各国の選手達が金メダルを争う姿が個人的にも
楽しみであり、興味をそそります。

広東省博物館 新館がオープン。

温泉以外での内容は、東京「お台場」の紹介記事も
ありました。
お台場の施設/名所を中国語で表記するとこんな感じです。
○彩虹桥
○梅地亚
○徳克斯东京海岸
○维纳斯名店坊

⇒
⇒
⇒
⇒

レインボーブリッジ
メディアージュ
デックス東京ビーチ
ヴィーナスフォート

これも連載化を考えております。

芸術祭広州で開幕！
第９回中国芸術祭

広東省博物館が5月18日にオープンしました。
8億8400万元を費やして建設されたとの事。
この博物館が管理している所蔵品は約16万点を数えます。
貴重な歴史的文化遺産も展示していると、博物館の
朱万章さんも熱く語っております。

大型海洋動物標本

恐竜の骨格標本

第９回中国芸術祭が5月10日に開幕しました。
10日から25日までの16日間、広州だけでなく同じ広東省の
佛山市、深セン市、東莞市、中山市でも会場を設けて盛大に
開催されました。
この中国芸術祭は、国内最大規模を誇る芸術祭です。
この芸術祭を広州で引き続き開催されるよう、調整している
との事。
もし、この誘致が実現すると、ここ最近成長が著しい広州に
新しい文化が根付くかもしれません。
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Miss Tiffany’s Universe 2010
タイ国中からの参加者〜コンテスト好きのタイ人ならでは！

タイでは、過去より第２の女性の人生を選んで生きていく人た
ちの数、50万人とも言われている事実。恒例になった、タイのサ
ブカルチャー、過去は、男性だった人の華麗なる性転換後のミ
スコンテストが毎年タイ東部の観光地パタヤ市で開かれていま
す。
世界中から集まる同じ意思を持った元男性たち。作り上げた最
高の美しさと女性以上の女性らしさを世界レベルのコンンテスト
で競います。このコンテストは、国内外から多数のスポンサーを
得て。タイ国政府観光庁や現地企業の寄付などによって作られ
ています。

昨年のミスインターナショナルの日本人ハーフ
アイ ハルナさんもゲストで参加

今年のミスは、バンコク大学３年生のミックさん19歳

Miss Tiffany’s Universe 2010

2010年5月7日 21:30-24:30 パヤタ・ティファニーホールにて

6 ThT−Shirts Festival Bangkok
第6回 Tシャツフェスティバル・バンコク
2010年5月15日
インパクト・ムアントンタニー国際会議場
12:00-24:00

開催期間は、コンサートやトークなど
でエキサイティングでした。

ギネス認定！

タイにある国内のファッション・デザイナー
タレント等の有名人、一般参加の約３００ブースによ
るリミテッドエディション・T−シャツの展示販売界！
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ホンダ・サマーフェス＠ホアヒン 2010
2010年５月１日 プラチュアップキリカン県
カオタキアップ浜特設会場にて
１２:00-24:00
タイのサマー・ミュージックフェスのファイナルは
ホンダのミュージックフェス。
タイのレゲエ〜ジャズ・１９グループが
グルーブある演奏を披露してくれました。

タイにこれだけのレゲエ人気が
ベーシックにあるとかんじさせる
内容でした。

今年で3回目！このようなライブが
タイの新しいサブカルチャーを
創出して行くのでしょう！

会場は、早くから約10万人ほどが詰めかけ
フリーコンサートならではの盛り上がりがありました。

キング・オブ・ドリアン
「ガン・ヤーウ」
究極のドリアン発表！
フルーツのキング共言われる「ドリアン」強烈な臭いから
はっきりと好みの別れる单国の果物フルーツ。
その中のキング！まさにキングオフキング
味覚もNO.1とされる幻の「ドリアン」がノンタブリ県の
農園の協力のもと収穫の発表をいたしました。
このドリアンは、古代種で通常の消費者向けの
ものではありません。非常に珍しい品種かつ高価で
ノンタブリー県の一部の農園でしか、栽培されることが
できず、それも非常に少量です。
今年の豊作収穫を祝った意味のイベントでもありました。

テスコ・ロータス・スーパー
マーケット「UDタウン」
小売〜インドシナ・マーケッティング分野での新しい試み
5月27日オープン

タイ東北部の大都市ウドンタニーに新しいタイプのニュータウンと
街づくりの提案が外資系の小売業によって進められています。
郊外に新興住宅地をつくりその核テナントとしてのロープライス・メガ
スーパーいままでのロケーションの定義を覆す提案です。
もちろん街として必要なインフラ・情報産業・金融すべてがミニマムに
一リテーラーが、郊外の街の骨格を一から形成するのは、タイではじ
めての試みでかつ、インドシナエリアにおいての布石となるでしょう。
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ベトナムのシーサイドリゾートイベント
太平洋に面したベトナムは、海のリゾートもたくさんあり、開発も年々進んでいる。
ベトナムでは、様々なPRイベントがリゾート地で多く行われる。
大手企業などは、ジャーナリストや有力メディアをリゾート地に招待し、様々なＰＲ活動を展開する。。
ホーチミン近郊のニャチャン、ハノイから近く世界遺産のハロン湾にあるトゥアンチャウ。
ミスユニバースも開催されているこの2大リゾート＇ニャチャン、トゥアンチャウ（でＫＡＤが実施した
PRイベントを紹介します。

Nha Trang ニャチャン
ホーチミン市から北東へ約450ｋｍ。風光明媚
な島々とビーチで有名なリゾートNha Trang
＇ニャチャン（。
7ｋｍにわたる美しい砂浜はベトナムでも有数。
年間を通じ好天が多いため、ベトナム随一の
ビーチリゾートとなっている。

Vinpeal land＇ビンパルリゾート＆スパ（
ビンパルリゾート＆スパのあるチェ島のビーチは
ダイビングのレッスンに使われるほど透明感。
ビーチの砂は純白で有名なカムラン湾から
運んでこられた。まさに、青い海と白い砂浜の
トロピカルリゾートとして知られる。

Tuan Chau トゥアンチャウ
ベトナム北部、中国との国境近くにあるハロン湾は、
ベトナムきっての景勝地の一つです。海から突き出た
無数の島影が、幻想的で迫力のある景観を造り出す。
世界遺産に登録されて以降、国内外から年間２００万人
が訪れる。
ハロン湾内に浮かぶTuan Chau＇トゥアンチャウ（島は
島全域でリゾート開発が進められている。島内には
イルカのショーが楽しめる水族館もあり、観光客で
賑わっている。今後もホテル、ゴルフ場、コンベンション
センターなど施設が作られる予定。
島とは言っても、本土とは全長2キロの埋め立て、
直線道路で結ばれており、交通の便も良い。
Tuan Chau island Holiday Villa
＇トゥアンチャウリゾート・ホリディヴィラ（
ハロンを望むフランス建築風の別荘
スタイルなど247の客室を持つリゾート
施設。スパや会議室など施設も充実。
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HONDA ローンチイベント
ニャチャンのピンバルリゾート＆スパと、ハロン湾に浮かぶトゥアンチャウ
リゾートでKADが行った２つのホンダのローンチイベントを紹介します。

Nha Trang ニャチャン

ローンチイベントをニャチャンの海岸の目の前に浮かぶチェ島・
ビンパルリゾート＆スパで、マスコミ、ディーラーを招待し行った。

アンベール演出は、ベトナム唯一の
プロダンスチームＡＢＣのパフォーマンス。
さらにダンスに合わせて、社長が自ら
新商品で登場する構成で、舞台上
より袖の方が緊張感あふれていた。
社長バイク登場シーンでは、リハ時の
５倍の時間と量のCO2が、ステージ上を
真っ白に。
本番後、特効スタッフに確認すると、
せっかくホーチミンから２本分持ってきた
ので全部出しました！と自信満々の顔で
言われた・・・。
ステージセンターに板付いて、ヘルメット
を脱いで社長と気づくまでステージ上は
真っ白だった・・・。

社長

さらに、マスコミ向けに、ニャチャンの
ロングビーチでテストドライブも行った。

Tuan Chau トゥアンチャウ

ベトナムで人気ＮＯ１のロックバンドＭｉｃｒｏＷａｖｅの
曲をＣＦのＢＧＭにしたホンダ若者向けバイクの
マスコミ込み向けローンチイベントをハロン湾に
浮かぶトゥアンチャウリゾートで行った。

ホール、パーティースペースは使わず、プールサイドの海沿いの
スペースにステージを設置し、ステージセンターからはハロン湾の
島々が見通せる演出。ＭｉｃｒｏＷａｖｅのライブでアンベールする構
成であった。
数十名のマスコミ向けだけの大型ステージ、大型ＬＥＤ、ＭｉｃｒｏＷａ
ｖｅパフォーマンス＇3曲（と、とても贅沢な演出だった。

ベトナムで人気ＮＯ１ロックバンド
ＭｉｃｒｏＷａｖｅ

翌日、トゥアンチャウ
島の海岸沿いで、
テストドライブも行った。
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インドでブーム到来！？ヘルシーで色々と使える食材、豆腐
今インドで日本食である豆腐が一般に売られているんです。
流行りだしたのは2,3年前、インドでよく使われている食材にチーズがあります。チーズは脂
質が高いので女性は大変です。そのチーズの代わりに登場したのがヘルシーな豆腐です。イ
ンドの豆腐の味はチーズに似ていて日本の豆腐より少し固いです。
インド流豆腐料理は、天ぷら、カリー、プリン、コロッケなどがあります。
もしかしたら、逆輸入で日本で流行るかもしれませんね。

女神に舌を触れられて70年もの断食生活。
なんとインドには、70年も断食をして生きてきた82歳になる聖人プララド
ジャニさんがニュースで報道され、時の人になっています。
8歳のときに目の前に現れたヒンズー教の女神に舌を触れられてから、食欲というものが
無くなり、食べ物を食べなくても生きられるように！
まさに、神秘の国インドだから成せる業なのでしょうか。
もちろん、特別に医師団が結成され様々な検査がされた模様です。15日間もの間、検査を
され入院の間は水一滴も飲まず、トイレにも行かずに過ごし、身体には何も異常が見られ
なかったみたいです。その状態で生きているのが、異常な感じです。
まさに神秘という言葉がぴったりなニュースです。

インドの暑い夏のすごし方
インドの夏は、４５℃を越えます。暑いです。
日本とは違い、湿度が低いとは言えこの気温の中で何の対策もなしに外に出て行
くのは危険です。インドの対策とは、水分を取ること！
スイカを食べたり、ライムと水に砂糖と塩を加えます。砂糖と塩は、１Ｌの水に対して
砂糖２０～４０ｇに塩を２ｇの割合で溶かすと身体に吸収されやすい水(ＯＲＳ)になります
。こうして熱中症などの対策をしています。
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インドの電力不足を救うのは、日本の技術力
インドは電力不足の状況にある。首都のデリーでさえ、週に何度か停電になる。現在、安定した電力を供給に至らないひと
つに核をエネルギー源にしている原子力発電所が不足している。原子力発電には、高度な技術力が必要でその技術力の主力
は、アメリカ、フランス、ロシア、そして日本です。アメリカは、2005年に米印間に民生核協定を結び、フランス、ロシア
も技術の提供に積極的だ。日本は、アレバやＢＥといった各国の有名企業に部品を供給するほどの高度な技術力を持ってい
るがインドの原子力技術の提供はしてない。今、不況にある日本がなぜ提供していないのか。

それは、インドの核兵器保有に問題がある。インドに原子力に必要な技術を提供することは核兵器の技術提供をしているの
と同じことになる。
日本は核兵器の保有権を放棄するＮＰＴに署名しているが、インドは保有権を放棄していない5カ国の一国である。それはな
ぜか。インドの隣国には核兵器を保有しているパキスタンと中国があるからだ。

そのため日本は、技術力の提供ができない状況にある。日本の原子力企業は、インドに技術提供し利益を得るためにインド
へ渡り、政治家と交渉している。
インドは核実験停止を約束し、日本と原子力協定を結ぶことができるのでしょうか。
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akshay kumar

インド映画は年間に1300作品とも言われるほど、世界で最も多く映画作品を製作している国です(日本は
2009年度448作品製作)。インド映画＝ボリウッドムービーとなっていますが、インドの国土は広く様々な
文化があります。同じ数、製作する地域があるといっても過言ではないです。
メジャーな製作地域であるボリウッドは西インドのボンベイ(現ムンバイ)で、ほかにはタミル映画、テ
ルグ映画、マラヤーラム映画、アサミーズ映画、ベンガリ映画、マラティ映画、グジャラティ映画など
たくさんあります。各地域で作品を製作していれば1000タイトルを超えるのも不思議ではないです。
インドの人々は映画館でも踊ってしまうほどお祭り好きで、お祭りのように盛り上がるインド映画は最
高のエンターテイメントです。

Aishwarya rai

Salman khan

Hrithik roshan

Deepika padukone

Shahrukh khan

akshay kumar

３歳で100×100までの掛け算を覚えた子の今
sahal kaushikという14歳の男の子は、インドにある世界でも有名なデ
リーのIIT大学（インド工科大学です。）という入学試験でトップを取
りました。このことは両親と先生達は驚いていないそうです。
彼は10歳まで医者である母親（Ruchi kaushik）が家で勉強を教えまし
た。なぜなら、彼は頭が良い子なので、普通の学校に通えないと思った
からです。
2歳まで4～5文字のワードしか覚えなかったが、3歳で100×100までの掛
け算をすべて覚えた、と彼の母親が言いました。
また、彼は6歳の時「Time Machine by HG Wells」という本を読み、このような本を2000冊くらい読みました。そして、高校か
ら学校に通いました。
彼は難しい数学の問題を頭で解くことができ、物理学と数学にとても興味があるそうです。

インドでも女性が行動的に
インドの自動車メーカーなどで女性向けの商品が増えてきています。
サリーを着た女性が楽に乗り降りできるように改善したり、運転席にコンパクトミラーの設置、紫外
線対策など女性がほしいと思わせる傾向が出てきています。ほかにもパソコン市場も色、形、長いネ
イルでも使いやすいようにデザインするなど、様々な産業が力を入れています。
若い女性が働くようになり、消費者のニーズも移行してきているのでしょう。ところで、インドでも
家庭の財布の紐は奥様が握っているのでしょうか。どこの国の家庭も、もし同じような事情だと思う
と、小さな親近感が生まれてきてなぜか少しうれしいです。
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インドの電話事情は如何に
電話という道具は今なくなったら一番困る道具かもしれません。遠くにいる人と簡単に会話
ができてしまう改めて考えると魔法のような道具です。
広いインドでは各地にある村などにはまだ普及していません。1995年には2％程度、2010年
で50％強と普及してはいますがまだ折り返し地点を超えた程度です。
しかし、インド政府が2011年までに国内すべての村に公衆電話を設置すると発表しています
。こんな短期間で終わらしてしまうとは、インド政府の仕事は速いですね。もしかしたら、
インドは世界でもトップクラスの働き者の国なのではと思ってしまいます。

世界最高峰のエベレストも地球温暖化の影響が
どこまでも広い青い空と遥か頂上から凛と存在している白い雪のコントラストが美しいヒマラヤ
山系にも地球温暖化の影響が現れています。
山岳氷河が溶けてふもとに湖をいくつも作っています。ヒマラヤの氷河はインドや中国などで
使われる生活水を支える水源で、温暖化が進めば渇水など影響は甚大です。
ヒマラヤの氷河が溶けてできた湖が水かさを増し、決壊する恐れが出てきたのです。そうなると
周辺に住む人が受ける被害は必然です。過去に小さな湖が決壊し洪水した際には21人の人が犠牲
になった。もし、大きな湖が決壊した時の被害は容易に想像できます。決壊の恐れがあるために
建設中の病院などの大切な施設が中止になっている。
地元に住む人々は、雪が解け黒い地肌を出し日々変化していくヒマラヤの姿を見るたびに恐怖
を感じています。
きっと彼らは先進国の10％もエネルギーを消費していないでしょう。そんな人々が知らないうちに
被害者になり、救われるための解決策もない。
こんな現状を私たちはどう捉えるべきでしょうか。
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