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あらすじ ：
男性は誰もが 100 点満点の女性像を胸に描いているもの。広告会社
で働く許楽と Jerry は美人で魅力的な女性 Cherie と出会う。Cherie は、
許楽にとっては 100 点、Jerry にとっては 95 点の女性だった。2 人は同時
に Cherie を恋人にしようとする。結局 Jerry が Cherie と付き合うことにな
るが、実は Jerry には昔から 100 点だと心の中で思い続けている女性が
おり、そのため Cherie に対する思いが冷めていく。一方、許楽は Cherie
にふられた後も彼女への思いがつのるばかりだった・・・。3 人はこうして
それぞれの思いを抱きながら、恋の道をさまよっていく。
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劉雲傑プロフィール
1985 年に業界入り。「怪異集」（ホラー作品）等のアシスタントを努めたのち、1988 年に主筆（メインアーチス
ト）となり、雑誌「漫画少年」に「禁 Rock」を発表してデビュー。1991 年に初の単行本「段段情農」が出版され、カ
ンフー漫画が主流を占めていた香港マンガ界においてラブストーリー作品の旗手となる。1992 年から出版され
た「FEEL100%」（百分百感覺）は現代に生きる若者たちを描いたラブストーリー作品で、映画化・テレビドラマ化
もされて大ヒット。その人気を不動のものとした。
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Synopsis:
Every man has an ideal woman with a full mark. Lok and Jerry, both working at an advertising
company, meet a very attractive woman named Cherie. For Lok, Cherie is a woman with a full
mark. Although, for Jerry, she scores only 95 points. Both guys fall in love with Cherie and try to
make her his girlfriend. Eventually, Jerry goes out with Cherie, but in fact Jerry has a woman
with full mark whom he secretly loves until now, so his feelings towards Cherie fades out. On the
other hand, Lok’s feelings towards Cherie gets bigger and bigger…. Like this, these 3 wonder the
winding road of love.
Author’s Profile
In 1985, he came into this manga industry. After he worked as an assistant for works such as
“Incredible Story”(horror story), he became a main artist in 1988, and he made his debut in “So
Rock” for “Comics For City People” magazine. In 1991, his first comic book, “Interlude” was
published and this was the first love story manga in Hong Kong, when the main stream of Hong
Kong manga was Kung Fu. “Feel 100%“ which was published from 1992, is a love story about
modern young people. This work was adapted into a series of movie and TV drama, and still a very
popular title nowadays.

