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皆さんは異国のこの地での住居選びに戸惑ったことはありま

せんか？日本での常識がここでは通じない‼とビックリしたり、え

っ？これって海外では常識なの？と逆に驚いたり…。 

まぶはい読者の方々の中には、そんなマニラでの「住居ある

ある」がいくつも思いつく方も多いのでは？？ 

そこで、今月号の特集では、マニラでの住居選びや快適に暮

らすコツなどについて、経験者の方々の意見も交えながら色々

と考えてみたいと思います。 
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はじめに 

ここフィリピンで日本人が選ぶ住居には、大きく分けると２種

類あります。「コンドミニアム」といわれるマンションタイプと、「ヴ

ィレッジ」といわれる区画の中の一戸建タイプです。 

 

 ＜日本人に人気があるコンドミニアムが多い地区＞ 

・フォートボニファシオ地区（新しい物件が多い・学校に近接） 

・レガスピ地区（商業施設や飲食店が多く便利・特に単身の方

に人気） 

・ロックウェル地区（セキュリティがしっかりしている・大型コンド

ミニアムが多い） 

・サルセド地区（日本人が多い・物件の選択に幅がある） 

・アラバン地区（郊外で空気がきれい・ラグナ等の工業地帯に

近い）  

・オルティガス地区（大型ショッピングセンターが多く便利） 

・ベイエリア（シービューが楽しめる物件が多い・最近は特に

MOA周辺などに新しい物件が多く人気がある） 

など 

＜日本人に人気があるヴィレッジ＞ 

・ダスマリニャスヴィレッジ 

・フォルベスパークヴィレッジ 

・ベルエアヴィレッジ 

・ウルダネタヴィレッジ 

・サンロレンソヴィレッジ 

・アヤラアラバンヴィレッジ 

など 
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 コンドミニアム住まいの良い点・悪い点 

  現在多くの日本人の方々がコンドミニアムにお住まいです

が、良い点及び悪い点をそれぞれいくつか挙げてみます。 

 

＜良い点＞ 

・どのコンドミニアムにも 24時間常駐の警備員がいるためセキ

ュリティ面で安心。 

・エアコン、冷蔵庫、ベッド、ダイニングテーブルやリビングセット

などの大型家電や家具が備え付けの場合が多いので、入居時

にかかる費用が安くすむ。   

・プールやジムなどが完備されて

おり、居住者は無料で使用できる

物件が多い。 

・非常用電源（バックアップと呼ば

れるもの）が確保されているところ

が多いので停電時も安心。 

＜悪い点＞ 

・戸建と比較すると狭く、庭やバルコニーが無い場合が多い。 

・居住に関することや訪問者に関することなどの規則が厳しい。 

・近隣の騒音問題がある場合がある。 

・不特定多数の人が建物に出入りする。 

・メイド部屋が無いまたは小さい場合、住み込みメイドを雇えな

い場合がある。 

・洗濯物を外に干せない場合が多い（室内のランドリースペー

スを使用）。 
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コンドミニアムに住むにあたって 

さて実際にコンドミニアムに住むことになった場合、物件探し

→契約といった手順を踏まなくてはなりません。 

 

・物件を決めるときの主なポイント  

駐在員の方が物件を選ぶ場合、１）予算、２）エリア、３）オフィ

シャルレシート（通称OR）が発行できるかといった条件があげら

れます。その他のよくある希望条件は、 

・間取り 

・バスタブの有無（フィリピンではシャワールームだけの場合も

よくあるため） 

・バルコニーの有無 

・スクールバスのピックアップ

ポイントが近くにあるかどうか 

・ショッピングできる場所に近

いかどうか 

・リビングの方角（西向きは日が射し暑く、エアコン代がかかる） 

・ＮＨＫの視聴が可能かどうかやケーブルＴＶの回線の有無 

など。 

 

実際に物件見学に回る際には、自分が重要視したい条件す

べてをメモ書きにして持参するといいでしょう。 

また、どのディベロッパーか（アヤラ、ロックウェル等が人気）、

日本人が多く住んでいるか否かなども選ぶ際のポイントになっ

ているといえます。 
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・契約の注意点  

さて、好みの物件が見つかり、いざ契約となった場合にはど

んな注意点があるのでしょうか？契約時には、入居後や退去

時に嫌な思いをしないために様々なことを確認しておく必要が

あります。 

 

１）家賃の内訳や支払い方法の確認 

 一般的に家賃と呼ばれるものの内訳には、純家賃、管理費、

消費税（VAT）などがあります。それらすべてが提示家賃に含ま

れているのか否かを確認しておくことが大切です。 

また、フィリピンでは入居時に半年ないしは一年分の家賃を

一括して小切手等で前払いするのが一般的です。支払方法や

期日などの確認もしっかりしておく方がいいでしょう。 

２）物品の破損があった場合の支払い責任 

 住んでいるうちに備え付けの物品に破損が生じた場合、通常

は 3000～5000ペソ以下の修

理費用はテナント負担、それ

以上は家主負担となっている

場合が多いようです。もちろん

ユニットのオーナーによって条

件は異なりますので、入居前

に是非ご確認ください。 

 

３）契約の途中解約の際の条件 

 駐在員の場合、契約期間途中にもかかわらず、転勤やご帰

国でやむを得ず途中解約しなくてはならない場合も多々ありま

す。通常は２ヵ月分のペナルティというのがよくある条件となっ
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ています。物件によっては途中解約が認められないケースもあ

りますのでご注意を。 

 

４）契約延長、契約終了を知らせるタイミング 

契約期間終了が近づき、このまま住み続けたい場合には契

約延長を、また他に転居したい場合には契約終了の通知をし

なくてはなりません。通常は契約終了から 60日前に家主に伝

える必要がある場合が多いようです。ブローカーや会社から通

知される場合も多いようですが、うっかり通知時期を逃さないよ

うにご自分でも留意しておく必要があります。 

 

・退去時のための注意点  

退去時には原則、原状復帰が求められます。そのため入居

時にユニットごとに備え付けの什器備品一覧表に載っている什

器備品がすべてあるかどうかをきちんと確認しておくことが大切

です。足りないものがある場合や、不要な家具を返却した際に

は必ず一覧表に加筆してもらうようにしましょう。 

また、気になる傷や破損個所がある場合は予め写真を撮っ

ておくほうが無難です。 

ユニットによっては入居時にセキュリティデポジット（敷金）を

支払っている場合も多く、退去時にそれらが戻ってくるかを確認

することも大切です。 
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不動産屋さんに聞いてみました！ 

 今回不動産屋さんにご協力いただき、実際に物件を探す際の

コツや注意点、その他あれこれについて色々とお話を伺ってみ

ました。 

  

 

 

◆入居希望日の１ヶ月〜１ヶ月半前くらいから物件を探し始め

る方がいい。 

◆カバン一つ持っていけば、その日から住めそう、というお部屋

がオススメ。  

◆賃料値引き・家具の追加や変更をリクエストできる場合もあ

る。賃料値引きが大きい場合は、備品に対するリクエストをあき

らめたり、または賃料を上げてリクエストを叶えるなど臨機応変

に対応することが大切。 

※ただし、内覧一覧表作成の段階で既に値引き交渉が終わっ

ている場合、その後の値引きは難しいので要注意。 

◆コンドミニアムの設備として、エアコンはウィンドウタイプしか

設置できない場合がある。また、バスタブ付きと限定して探して

しまうと、素敵なお部屋に巡り会えない場合もあるので妥協も

肝心。 

  

◆家具や備品が古い物件 

 滞在期間のほとんどを、修理の対応に追われるだけで過ごす

物件を探すときのコツを教えて！ 

こんな物件や事態には気を付け

た方がいいというものは？ 
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事になる場合も…。  

◆内覧時のその場しのぎのリクエスト OKの返事 

 家主または家主の代理人がする「口約束」では、要求は叶え

られない場合が多い。通常公式にレターを書き、それが認めら

れて初めて契約締結になるので注意。  

◆家主のパーソナリティー 

 契約後、「良い人と思っていた

のに…」という場合もあります。

入居した時は、人に貸し出せる

様な状況で入居しているので、

出る時もその状況にまで復帰す

る必要があり、シーツ、マットレス

類は少なくともクリーニング、枕

は買い直し、お部屋のジェネラ

ルクリーニング、他、必要な修繕

費を差し引かれた敷金が戻ってくる場合が多い（※経年劣化の

部分につきましては、日本と同じ概念です。）のですが、 家主

によっては、予想額を大幅に超えた額を求めてくる、またはレシ

ートをきちんと提出してこない、返さないという場合もあります。

候補となっているお部屋の家主がどういう人なのか、事前に確

認し、可能であれば第２候補までお部屋も選んでおいていただ

くといいかも知れません。 

◆新築物件のセキュリティ対応 

 新築物件の場合、プール・ジム・ゲートを通るパスやエレベー

ターカード等の用意ができていない場合も多く、入居したのに入

れない・使えないという場合も。事前に不動産屋さんに確認が

必要です。  
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知っておくと便利！こんなことあんなこと 

暮らしているうちに湧いてくるさまざまな疑問やトラブル。フィ

リピンでの暮らしでは、日本人には馴染みのない言葉や習慣が

あります。ここでは、いくつか例を挙げてご紹介いたします。 

 

●ペストコントロール 

 年中暑いフィリピンでは、蚊を媒体とするデング熱を発症する

ケースも多くあります。また、ゴキブリやハエなどの害虫も少なく

ないため、定期的なペストコントロール（害虫駆除）を行うことが

必要です。 

コンドミニアムにより、定

期的に行うところもあります

が、各自で手配が必要な場

合もあります。依頼業者や

費用などを事前にご確認の

上、なるべくマメに行う方が

よいでしょう。 

 

●グリストラップ 

 シンク下の扉を開けると現れる不思議な箱。いったいこれは

何？と思われる方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか？こ

れはグリストラップといって、下水道に直接油やゴミが流出する

のを防ぐための装置です。何もせず放っておくと、ある日突然シ

ンク下から汚水が流れだし大変なことになり兼ねません。トラブ

ル防止のためには、定期的なクリーニングが必要で、コンドミニ
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アムやユニットにより費用や推奨期間が異なりますので、入居

時にご確認を。 

 

●エアコンクリーニング 

 一年中エアコンを使うフィリピンでは、エアコンの水漏れや故

障が頻繁に起こります。フィルターのマメな清掃はもちろんのこ

と、こちらも業者による定期的なクリーニングがお勧めです。ユ

ニットによってはオーナー側から何か月毎に行うよう具体的に

条件として挙げられている場合もあるようですので、事前にチェ

ックしてみて下さい。 

 

 

ビックリした！やっちゃった…体験談 

ここではこちらにお住いの皆様の身に実際に起こったビックリ

体験談をいくつかご紹介させていただきます。 

 

★グリストラップの存在を知らずにそのまま放置した結果、キッ

チンで洪水発生！シンク下に謎の銀の箱がある場合はご注意

を。                               （S様談） 

 

★「洗濯物は室内干

し、乾燥機の使用を

推奨」というルールは

理解していたのです

が、南向きの主寝室

の日当たりの良い場

所に部屋干ししてい
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たところ、外から見えるのでやめるように、とのお達しが。でも、

我が家は中庭からは見えない位置だったので不思議に思って

いました。 

 数日後、通りを渡ったショッピングモール側からコンドミニアム

の外観を見上げるガードマンの姿を目撃。仕事とはいえ、一軒

一軒舐め回すように見つめる視線が、覗き見されているようで

不愉快でした。                                 (A様談) 

 

★ある日、シャワールームの壁のタイルに違和感を覚えたので

コンコン！と叩いてみたところ、バラバラとタイルが落下してきて

ビックリ！脆すぎる～‼                   （M様談） 

 

★洗濯機に洗剤を入れすぎた…「ま、いいか！」と回したところ、

排水口から泡が逆流してきてランドリールームがアワアワに！

排水管って結構狭いのね～。               （S様談） 

 

★コンドミニアムの中層階に住んでいるのですが、高層階の居

住者の方で無意識に搬入用と居住者用、ひどい時は上向きも

下向きもエレベーターの全部のボタンを押してしまう利用者が

いるようで、３機あるエレベーターが全て高層階に向かっていく

ことがあります。忙しい時間は特に、下に行きたい私のフロアを

通過して上昇する階表示すら恨めしく思います。  （A様談） 

 

★建設途中のコンドミニアムに

入居したところ、自分のユニット

のトイレが未だ使えず、同じフロ

アにある未入居のお部屋まで借
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りに行くことに…。日本では考えられないことで驚きました！    

（S様談） 

 

★多くのコンドミニアムにはお部屋毎に異なる装飾品（絵画、置

物等）が備え付けられています。ある日、絵画を取り替えようと

自分で壁から外したところ、壁一面に真っ黒なカビを発見！入

居する前に隅々まで確認することをお勧めします。  （M様談） 

 

★転居したての部屋で、玄

関が開いたような気配…！

気のせいかと思っていたの

ですが、少し後にまた同じ事

が！まさかゴースト⁉ 

 アドミニストレーションに確

認すると、まだ入居募集の

部屋として登録されたまま

になっており、見学客を連れ

て来た人が、先客ありと思っ

て一度帰ってまた来たとのこと。 

もし留守にしていたら勝手に入られてしまっていたかと思うと、

ゴースト以上にゾッ…‼                    （S様談） 

 

★照明の電球が切れたので買いに行くと、その型はもう販売し

ていないとのこと。その後不動産屋の方々３名、オーナーの運

転手さんと次々に「自分が見つけてくる！」と言ってくれたので

すが、誰も見つけられず、結局照明器具自体を交換することに

なりました。                         （T様談） 
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★私が居住するコンドミニアムのエレベーターは、IDをエレベー

ター内のセキュリティーセンサーにタッチして、自分のユニットの

あるフロアにしか行けない仕組みになっています。 

 先日、一人でエレベーターに乗っている時、不意にかかってき

た電話に気を取られて、停止したフロアで降り、部屋のドアを開

けようとしたら、違和感が…。そう、誰かがそのフロアでエレベ

ーターの上行きのボタンを押していたために、自分の階より下

の違う階で止まってしまい、フロアを確認しなかった私はうっか

り他人の家に入りかけてしまったのです！戸締まりはしっかりし

ようと思った瞬間でもありました。             （A様談） 

 

 

見てみたかった！お宅訪問 

あのコンドミニアム、素敵！中はどうなっているのかしら？ヴ

ィレッジの一軒家って実際どんな感じなの？気にはなっている

けれど、お友達でもいない限り見せてはもらえないですよね？

そんな憧れ物件を編集スタッフでいくつか見学させていただき

ました！ 

 

 

 

◎築１年弱 

◎３BR メゾネットスタイル 

その高級感から日本人駐在員に安定した人気を誇るロック

ウェル地区。今回お邪魔したのは、2016年９月現在この地区で

入居可能なコンドミニアムの中では最も新しい物件。居住エリア

は高層タワーと低層タイプのヴィラとの二つに分かれています。

ロックウェル地区 K様邸 
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ロビーで訪問先と自分の名前を言うと、インターフォンで約束の

有無を確認後、ヴィラ棟側の入口に案内されました。ここで、来

訪者は IDを示して名前を登録しなければ入ることはできません。

このあたりのセキュリティも万全、といった印象。 

 セキュリティスタッフも同行してエレベーターで最上階へ。到

着フロアに１ユ

ニットだけとい

うプライベート

空間の、扉の

背後に広がる

リビングルーム

の広さに圧倒

されました。 

 ３部屋ある寝室は全て室内にある階段を上がった２階部分に

あるそうです。コンドミニアムでありながら一軒家の良さも併せ

持つ憧れのメゾネットタイプ。広々とした作りに思わずため息が

出ました。 

 大型ショッピ

ングモールの

目の前という

立地上、車の

往来も多く、窓

からは建築中

のビルも見え

るのですが、

騒音とは無縁。おすすめポイントをお聞きすると、やはり防音に

代表される機密性、立地の良さ、安全面、そしてマネージメント
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がしっかりしている点を挙げてくださいました。そして、セキュリ

ティスタッフの教育が行き届いていることも。気持ちの良い笑顔

での挨拶は特筆

すべきものがあ

りました。 

 一方、残念な点

をお聞きしたとこ

ろ、搬送用のサ

ービスエレベータ

ーが最上階まで

来ておらず、引

越しの際にあわや３階から階段を使って大型家具を運び入れ

る事態に陥りそうになった、というエピソードを披露してください

ました。幸い、オーナーさんと良い信頼関係を築いていたため、

オーナーさんからマネージメントに掛け合っていただけ、例外的

に入居者専用のエレベーターを使って家具を搬入する許可が

下りたそうです。良いオーナーさんとの出会いが快適な暮らし

の鍵と言えそうなエピソードでした。また、ドアがオートロックな

ので、うっかり鍵を持たずに外出することのないよう、日頃から

気をつけていらっしゃるそうです。 

 このコンドミニアムにはホ

テルも併設されているため、

最新鋭の機器を備えたジム

もホテルのものを使うことが

できます。 

 雨に濡れることなく前出の

ショッピングモールにも地下
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で直結して行けるという便利さ。そして、都会の真ん中にありな

がら、敷地内に一歩足を踏み入れると街の喧騒を忘れさせてく

れる、緑あふれる環境も人気の秘密と言えそうです。 

 

 

 

◎築 15年 

◎３ＢＲ 300ｓｑm 

「サンキュー」という語呂合わせが気に入られて、39階のこの

ユニットを選ばれたとおっしゃる G様邸。エレベーターホールの

窓からは、

息をのむほ

どの絶景が

目の前に広

がっていまし

た。家の中

に入る前に

既に感動し

てしまうと

は！ 

 圧倒されながら、お宅に入らせていただくと、玄関すぐの右手

にはゲスト用のお手洗いが。お出かけ前にスマートに使え、訪

問者にも優しい造りになっています。その先には広々としたリビ

ングが広がっており、先ほどホールで感動した素晴らしい景色

は、広々としたリビングからパノラマビューにて一望することが

できました。ゴルフ場の青い芝生が美しく、その先に広がるシテ

ィービューに山々、何隻もの船舶が横行するマニラ湾、もちろん

ボニファシオ地区 G様邸 
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空港の飛行機も

大きく見えて、と

にかく贅沢な景

色なのです‼ 

 このエレベータ

ーホールからの

景色も住人と訪

問する人達だけ

の特権なのよと

のお言葉にも素直に納得。正面がヴィレッジ、あちらがアヤラで

こちらがロックウェル…などと、ビル群を見ながら立地を思わず

確認してしまいました。 

窓から離れ、更に奥へ進むといくつかの寝室やバスルーム

が登場します。優雅にくつろげそうな各寝室や主寝室の立派な

ウォークインクローゼット、高級ホテルのようなバスルームに思

わず「わぁ～！」と感嘆と羨望の声が。バスルーム内の換気は、

特定の時間に作動するという自動管理でした。長期の留守中も、

湿気や匂いが籠ることなく、帰宅後の快適さが保証されている

というすばらし

さ。 

ユニット内を

ぐるりと一回り

し、奥行きの広

さを楽しみつつ

リビングに戻っ

て北側を向くと、

そこにはダイニ
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ングが。こちらの窓からは日々進化を続ける BGCの様子を覗く

ことが出来ます。ドアをはさんだ向こう側には機能的なキッチン、

メイドルーム、ランドリールームがつながっており、水回りの動

線の良さを感じました。特筆すべき印象は、こんな街中にありな

がら、とにかく静かなこと!!外からの音は何も聞こえてきません。 

何か欠点はありますか？と住人の方にお伺いしても、特にあ

りませんとのこと。ゲストとして束の間お邪魔するだけでも、幸

せな気持ちになれるほど素敵なユニットでした。 

 

 

 

 

◎築約 20年 

◎一軒家（３階建）の５LDK 約 500ｓｑｍ 

今回の取材先、アヤラアラバンヴィレッジは、政財界の要人

やセレブも居住する高級住宅地、いわば「フィリピンのビバリー

ヒルズ」。マカティからだと遠いと思われがちですが、取材したこ

の日、週末の午前中にスカイウェイを利用して 30分弱で到着し

ました。 

 ゲートで訪問

先の住所を告

げ、閑静な住

宅街を奥へと

進みます。ちな

みに、通行ス

テッカーのない

車でドライバー

アラバン地区 J様邸 
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さんだけで入るようなケースでは、訪問先に電話をしたり、巡回

警備員が来訪の許可を得るため、玄関先まで確認に来たりな

どの手続きがあるので、ゲートでしばらく足止めされることもあ

るようです。住民にとっては、万全のセキュリティと言えそうです。

ヴィレッジ内にはゴルフ場や学校もあり、すべてが広々とした印

象です。 

 道沿いに並ぶ邸宅を車窓から興味津々で眺めるうち、10分ほ

どで目指す J様邸に到着。まずは、スペイン風のお洒落な外観

に目を奪われます。 

 玄関を入ると、

大勢のお客様

がいらしてもゆ

っくりくつろい

で頂けそうな

応接スペース

兼リビングル

ームが広がり

ます。天井が

高く吹き抜けになっているため、一層広々した印象に。その奥

には家族でテレビを見たり、子供たちのゲームコーナーとしても

使えそうなファミリールーム。キッチンにもエアコンが備え付けら

れ、テーブルもあって実際子供たちはここで朝食をとっているそ

うです。 

 ２階に上がらせていただくと、途中に踊り場があり、リビングル

ームを見渡せる様になっています。踊り場を中心に子供部屋が

２つと主寝室、客間が。子供部屋と踊り場にはそれぞれ階段が

あり、３階にあがることができます。階段を上がると屋根裏部屋
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というには立派

すぎるちょっと

した収納にちょ

うどいい、そし

てプレイスペー

スにもなりそう

な空間が広が

っています。冷

房がないので、長時間はいられないかもしれませんが、小窓を

開け放てば風が抜けて過ごしやすいそうです。階段の素朴な風

合いもあり、自慢の秘密基地としてお子様のお気に入りの場所

になりそう。 

 童心に帰っ

たところで、

１階に戻り、

ガーデンとプ

ールを臨む

テラスのテー

ブルで J様

にお話をお

伺いしたところ、気に入っているのは子供たちが自由に友人宅

や公園に行けるという安全面と自然が豊かなところ、そして開

放感というお答えでした。逆に残念なところは、虫が多いこと、

そしてマカティに比べるとまだまだレストランが少なく、日本食材

店が無いことだそうです。 

 郊外のため、多少の不便は否めないのかもしれませんが、空

気が良く、子供が走り回ってもご近所に気を使わなくてもいい、
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そして都心のヴィレッジよりも安く一軒家が借りられる、アヤラア

ラバンヴィレッジの魅力を再認識した一日でした。 

 

 

 

 

◎新築 

◎１BR 72ｓｑｍ 

◎家具付き 

こちらは不動産屋さんにお願いして見せていただいた、最近

日本人の方々に一番人気というご紹介物件。マカティ中心部に

位置する３棟からなるこのコンドミニアムは、目の前の大型ショ

ッピングモールに地下から直結で行けるという便利さ！雨の日

でも傘を持たずにお買い物に行けます。 

キッチンは

モダンなデ

ザインの対

面式。ダイニ

ングテーブ

ルとは別に

ついているカ

ウンターテー

ブルは、忙し

い朝のお食事にピッタリなのでは？ 

建物の中ほどの階に位置するプールは、ビルに囲まれた都

会にぽっかり浮かんだ船のよう。きっと夜にはとてもロマンチッ

クな雰囲気であろうことが想像に難くないお洒落な空間でした。 

レガスピ地区 コンドミニアム P 
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 番外編 

  今回不動産会社の方にお願いして話題のホテル兼サービス

アパートメント「Discovery Primea」を見学させていただきまし

た。 

 

☆今回見学させていただいたお部屋 

◎2BR / 94ｓｑｍ  

◎利用料金 

１night                                Php19, 616/night 

 １month                           Php11, 000/night 

☆レンタル日数に応じて優遇されるシステム 

 

 マカティ中心部 Ayala Avenueに建ち並ぶコンドミニアムの中

でも、一際目立つこの物件。ロビー階から 16階まではホテルと

して利用されていますが、18階～68階まではサービスアパート

メントとなっています。レジデンスとホテルは別々の入り口にな

っているので、セキュリティも心配ありません。 
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 残念ながら

レジデンス

の方はなか

なか賃貸物

件が出ない

とのことで、

今回見せて

いただいた

のはホテル

の一室。10階にあるこの２BRの物件は、ホテルの一室とは思

えない程家具や家電が充実しています。ホテル滞在特有の不

便さやストレスなどを感じることなく、新しいお家に引っ越したか

のような気分でリラックスしてのんびり滞在できそうです。 

 もちろん、ジムやプールだけでなく、レストランやスパ、サロン

などの商業施設も充実しており、レジデンスの方も気軽にご利

用可能。特にプールに至っては、ホテルのお客様用とは別にレ

ジデンスの方

だけの専用プ

ールも完備。

都会のビル群

の中にいなが

ら、のんびりと

したリゾート気

分を味わえる、

そんな素敵な

物件でした。 
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さいごに 

いかがでしたか？異国暮らしの思い出が素敵なものになる

ためには、日々の暮らしの充実はとても大切なもの。折角の海

外滞在のチャンス、日本との違いを嘆くばかりではもったいない

限りです。 

 文化の違いを楽しみながら、暮らし方のコツを見つけ、素敵な

毎日を過ごしていただけるよう、編集委員一同願っております。 

 

 


