
　脱デフレへの手探りが続く日本経済。各種指標も改善が目立つようになってきました。日本はよ
うやく「失われた20年」から脱するのでしょうか。ところが、そんな感慨を打ち消すような記事が電
子版で注目を集めました。そもそも「失われた20年はウソ」と指摘し、労働者1人あたりの生産量
の伸びなど数々の「証拠」を突きつけています。果たしてニッポンの真の姿とは――。8月24～30
日のよく読まれた記事を紹介します。
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（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

［Forbes］語られ始めた
「日本の失われた20年はウソ」という真実（29日）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

スマホ初心者がはまる　「端末無料」の落とし穴（28日）

(3)ドコモはiPhoneを売るのか売らないのか（27日）

(4)NISAで変わる株の節税　恩恵比較（26日）

(5)日本株、嵐の前の静けさ　実りの秋は（27日）

(6)詳しくは電子版をご覧ください

(7)就活後ろ倒し、採用早まる真逆の現実（26日）

(8)「地球史上最大の絶滅事件」に新説 （24日）

(9)インド薄型TV最前線　韓国勢の牙城崩したソニー（30日）

(10)詳しくは電子版をご覧ください

香港香港

読まれた記事ランキング
8月24日～8月30日

（日本経済新聞国際版 2013年9月1日紙面より抜粋）



広東

香港

香港

香港

香港＆深圳 香港
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全体　　　　　20代　　　　　 30代               40代                50代

母親

特になし

友人

先輩

上司

同僚

姉妹
叔母・従妹など

親戚
その他

恩師

後輩

家庭と仕事を両立してほしい
わからない
出産後は、育児に専念してほしい

結婚と共に家庭に入ってほしい
その他
結婚・出産関係なく、仕事に専念してほしい

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

Q7 親御さんは、あなたの今後の働き方についてどのような希望をされてると思いますか？
      ※年代別 

Q1 これから先もずっと働き続けたいですか？
※年代別

全体

10代

20代

30代

40代

50代

60代

はい　　　　　いいえ　　　　 分からない

※未既婚別

全体

未婚

既婚

Q2 Q1で「はい」と回答された方にお聞きします。
      働き続けたい理由について考えて下さい。（複数回答可）
      ※年代別

変化するかもしれない

Q4 結婚や出産などライフスタイルの変化とともに、
      働くことに対する意識は変化すると思いますか（変化しましたか）？
      ※未既婚別

変化する（した）変化しない（しなかった）

全体

未婚

既婚

変化するかもしれない

女性のキャリア意識調査レポート
業務の幅を広げたい女性多数！

【調査概要/ その他の調査項目】
■調査方法：インターネットによるアンケート
■調査期間：2013年6月20日～2013年7月1日
■調査対象：下記7サイトを利用している女性　1万5924名
『[en]社会人の転職情報』、『[en]転職コンサルタント』、『[en]派遣のお仕事情報』、
『[en]チャンレンジ！はた☆らく』、『[en]ウィメンズワーク』、『[en]学生の就職情報』、『カイシャの評判』

以前よりも、働く女性が増えてきている現在。管理職に目指す女性も少なくはないだろう。
この度、エン・ジャパン株式会社が10代～60代までの女性１万5000人を対象に「女性のキャリア意識」に関するアンケートを行った。

職務領域について
　業務の幅を広げることについては「できれば業務の幅を広げたい」「どちらかと
いえば業務の幅を広げたい」と回答した方の合計が71％となり、業務を広げてい
くことに前向きな女性が多いことがわかった。理由を見てみると「毎日同じことの
繰り返しでは進歩がない。業務の幅を広げ人間として大きくなりたい」「働く楽しみ
が増えることになる」などがあった。
　一方「働く中で、“責任あるポジションに就くこと”について」は、「できれば責任あ
るポジションに就きたい」「どちらかといえば責任あるポジションに就きたい」と回
答した人の合計が42％となり、「責任あるポジションに就きたくない」の25％を上
回った。日本は女性の管理職の少なさが課題とされているが、女性の意向は必ず
しも低くはないと言えそうだ。

ライフスタイルの変化による影響について
　ライフスタイルの変化と共に一旦働き方は変わるとしても「子供の手が
離れたら以前と同様に働きたい」と回答した人は46％にのぼった。

Ａ
さ
ん

Ｃ
さ
ん

Ｂ
さ
ん

Q1これからも働き続けたいですか？
　  理由も合わせて教えて下さい

Q2これから先、責任のあるポジションに
 　就きたいと思いますか？

はい。
ブランクがあると次に仕事
を探しにくいから。

今のところはなし。

はい。
いろいろな経験を
したいので。

はい。

はい。
自分の好きな物にお金を
使いたいから。

はい。

継続就業について
　継続就業意欲は、未既婚別ではほとんど差がつかなかったが、
年代別をみると50代までは年代が上がるにつれて高くなった。
「働き続けたい理由」について、未婚者で最も多かった回答は「経
済的な自立の道は持っておきたい」が72％、既婚者では「家計的
にも働ける間は働いておきたい」が72％と、回答に差が出た。

親の影響について
　“働く女性”として想起する、一番身近な女性は誰かを訪ねたところ、「母親」「特にな
し」「友人」の順となった。
　また、「親がどのような働き方を希望していると思うか」については39％が「家庭と
仕事を両立してほしい」、4％が「結婚・出産関係なく仕事に専念してほしい」と思っ
ていると回答。「育児や家庭に専念してほしい」は14％だった。
　

Q5 Q4で「変化する（した）」「変化するかもしれない」と回答された方に伺います。
      それはどのような変化だと思いますか？
      ※未既婚別

結婚前以上に仕事に打ち込みたい
結婚・出産後は少しペースを落として働きたい
結婚・出産後は少しペースを落として働くが、子供の手が離れたら以前と同様に働きたい
結婚出産を機に仕事を辞め、家庭に入りたい
その他

全体

未婚

既婚

全体

20代

30代

40代

50代

Q3 働く中で、「責任あるポジションに就くこと」について。どのようにお考えですか？
      ※年代別

できれば責任あるポジションに就きたい
どちらでもない
できれば責任あるポジションに就きたくない

どちらかと言えば責任あるポジションに就きたい
どちらかと言えば責任あるポジションに就きたくない

※未既婚別

全体

未婚

既婚

できれば責任あるポジションに就きたい
どちらでもない
できれば責任あるポジションに就きたくない

どちらかと言えば責任あるポジションに就きたい
どちらかと言えば責任あるポジションに就きたくない

PPW女性スタッフへのアンケート
　 最後に、PPWの女性スタッフに
下記の質問について答えてもらった。

香港&広東

経済的な自立の道は持っておきたい
社会とのつながりを感じたい
キャリアアップしたい 
これまでのキャリアを失いたくない
相手の意向

家計的にも働ける間は働いておきたい
家庭人以外の自分を持ちたい
仕事にやりがいを持っている
会社のロールモデルになりたい
 

経済的な自立の道は持っておきたい
家計的にも働ける間は働いておきたい
社会とのつながりを感じたい
家庭人以外の自分を持ちたい
キャリアアップしたい 
仕事にやりがいを持っている
これまでのキャリアを失いたくない

Q6 あなたが「働く女性」として想起する、一番見近な女性は誰ですか？　※年代別



クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の
方はwww.pocketpage.infoへア
クセスし、クラシファイド申込みか
ら行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応は
しておりません。）

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せ
る講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。た
だ今、英語/北京語/広東語の30分間の
無料授業が体験できます。詳しい内容
については、日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ:www.streamwisdom.com

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場は
オープンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177

英・広・北京語生徒大募集中
日本人のための語学学校が、プライベー
トレッスンを提供致します。経験豊富な
教師が丁寧に教え、生徒様のご要望に
あわせ日本語で教える事ができます。
テーラーメイドレッスンも可能です。
リーズナブルな学費、平日の日中に特
典は有ります。まず無料体験をしてみま
せんか。詳細はホームページをご覧く
ださい。
ウェブ：www.wdllanguage.com
電話：(852)8100-0514

中国語教室
オンラインで中国語を教えます。中国語
先生：Ms.Wong　「北京語言大学」の中
国語教師の資格を持つ北京出身の先生
です。多くの日本人生徒さんへの指導を
豊富に経験しており、特に日本語を使っ
ての授業は好評を頂いております。詳細
はhttp://echinese.mysinamail.com まで
ご覧下さい。或はMs.Wongまでご連絡下
さい。連絡電話番号：(852)9078-6978

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネ
イルレッスンを始めました。セルフネイ
ルにご興味がある方、好きな時間に無理
なく個人レッスンを受えけてみませんか？
ジェルネイル初心者の方、大歓迎です。
自宅サロンですので、静かな場所＆ゆっ
たりとした雰囲気でレッスンを楽しんで
頂けます！また、通常のジェルネイルのご
予約も承っております。 お気軽にお問い
合わせください。

電話：(852)9684－0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日

（午前１０時～午後１９時）
 定休日：日曜日
ウェブ：http://ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年
齢制限はなく、自分は今でも若手と思っ
ている方は、どなたでもご参加頂ける
会となっております。香港在住者がメイン
ですが、中国在住の方もご参加頂けま
す。参加目的は、友情、ビジネス、婚活、
恋活、いずれもOKです。奇数月の隔月
開催です。お気軽にお問い合わせくだ
さい！宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk

メンバー募集
「財テクを考える会」
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp

ジョン・レノン募集！
日 本 人 ビ ート ル ズ バ ンド 、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com

香港青学会
紫におう西郊の森、夢さめやらぬ緑が
岡の、霧にそびゆ、わが白亜城、青山学
院卒業生の皆様は、お気軽にご連絡く
ださい！
メール：aogakuhk@gmail.com
フェイスブック：香港青学会 

法政大学同窓会
法政チャイナ香港華南支部は、定期的
に例会、クリスマスパーティ、他校OB会
との交流イベントを開催しております。
法政大学および付属校、大学院にゆか
りのある方、当校に留学経験のある方、
ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
 （事務局）

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。一
緒に体力作り、仲間作りをしませんか？
もちろん初心者大歓迎です。詳しくは下
記ブログをご覧下さい。
公式ブログ：
http://blogs.yahoo.co.jp/hkjdbc2007/
連絡先：高橋

（9022-5409/hkjpdragon@gmail.com) 

尖沙咀BARでスタッフ募集！
9月末(予定)にNew Openする尖沙咀の
バーでは、一緒に楽しく働いてくれる方
を募集しております。条件は料理が得
意な事と、オーナーより綺麗な方（笑）
です。フルタイム・パートタイムどちらも
可。独立支援あり。お気軽にお問合せく
ださい。 
電話： (852)6089-1803 マキまで
メール：mkiki7@hotmail.com

事務スタッフ募集
医療サービスを行っている会社です。
10月より働いていただけるパート1名
を募集します。難しい仕事ではありませ
んが、広東語、英語が日常会話程度で
きる方を希望します。月曜日から金曜日ま
で、なるべく長い時間働ける方。詳細につい
てはメールまたは電話でお尋ねください。
メディポート　堀　(852)2577-1568　
hori@mediport.com.hk

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk

プ レスランゲージセンター：
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴
書を以下まで：preslanguage@hotmail.com

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きませんか？
履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした
日本食レストランの湖舟では、パートさん

と職人さんを大募集しております。あな
たに合った働き方や、詳細は面談で相
談できればと思います。パートさんは主
婦の方や、ワーキングホリデーの方も
歓迎です。職人さんは生の鰻が裁ける
方を歓迎します。まずは、お気軽にお問
合せください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホール
スタッフを大募集しております。どんな
国籍でも歓迎。パートタイムからフルタ
イムまで、勤務地や給料等は応相談で
す。お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com

～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳
士靴についての知識と理解を深めるこ
と。丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日ま
たは6日、シフト制。詳細は関Mr. Victor
までお問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk

日本語・普通話・広東語講師募集中
ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国
人に教えた経験を持ち、教師資格とビ
ザをお持ちの方を募集しています。詳
細は面談にて。まずは履歴書を下記ま
でお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集
しています。日本語で営業可の香港人、
広東語又は英語で営業可の日本人（ビ
ザサポート不要の方）香港不動産ライ
センス保持者尚可。勤務地：西湾河 お
気軽にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで

ラーメンチャンピオン
ジョーダンMTR地下のラーメンチャン
ピオンにて、ホールスタッフ、マネジャー。
その他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com

パート・アルバイト募集中！
銅鑼湾に移転したHal’sキッチンでは、
パートさんを募集しております。主婦の
方や、ワーホリさんも大歓迎です。まず
は、お気軽にご連絡をください。
電話(852)2523-2524 春田まで

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホー
ル＆厨房スタッフを募集しております。パー
ト、アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大
歓迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com

ホールスタッフ募集
日本語を使いながら中環でお仕事しま
せんか？ホール・調理補助など。詳細は
下記までお電話ください。
(852)9367-7705（沙羅まで）

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問
いません。パートアルバイトも可。ワー
ホリの方も大歓迎です。勤務地は応相
談。まずはお気軽にお問合せください。
電話(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。
経験、国籍は問いません。広東語を学
びたい日本人の方や、日本語を学びた
い香港在住の方からの御応募をお待ち
しています。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk

急募！営業・管理職を探しています！
炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近く
の香港オフィスで、商品の仕入れや日
本への輸出業務を行っております。①フ
ルタイム：2～3年以上の職歴をお持ち
で英会話（日本語）能力のある方。やる
気を重視致しますので、上記の条件を
満たしていれば男女問わず大歓迎！給
料HKD12,000以上（面談の上決定）、ビ
ザサポート有り。②パートタイム：2～3
年の職歴。日常会話程度の英語能力。
明るくて真面目な性格の方。時給
HKD60～。香港にて面接を行いますので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
LGF Hong Kong Co., Ltd
電話：(852)2570-2040
メール：ohno@lifis.co.jp

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニングバー
(Sowelu)ではスタッフを募集しています。勤
務時間・曜日は応相談です。詳しくは小泉まで。
電話：(852)2777-1171

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相
談。就労ビザはこちらにて手配します。
まずはお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語
能力がある方。土、日勤務不要。ビザサ
ポート不要の方。ご興味ある方は履歴
書を以下までadmin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教
えた経験がある方をパートタイムで募
集しています。日本人の方及び香港人
の教師も急募しています。まず履歴書
をファクスまたはＥメールで送りくださ
い。詳細はお電話にてお問い合わせい
ただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール:swlcrecruit@yahoo.com.hk

ホールスタッフ募集
セントラルの日本料理店枡ではフルタ
イムで入れるホールスタッフを募集し
ています。
日本語でお気軽にお問い合わせくださ
い。
電話:2537-7787（Ms. Rabina）

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド

●Pias Intercosmex (Hong Kong) Co., Ltd.　　サービス（美容サロン）

●広東真広企業管理顧問有限公司　　コンサルティング営業

●E/S JAPAN (HONG KONG) CO.,LTD　　エステティック・美容・理容

今週の新着求人一例

毎週更新中！毎週更新中！
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スクール

お問い合わせ：

天河大都会校：(86)20-2282-9282 広州市天河北路183号大都会広場1505室　（地鉄三号線林和西站A出口）

天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）

越秀世貿校：(86)20-2884-8682 広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室　（地鉄五号線淘金站B出口）

福田金中環校：(86)755-8280-5832 深圳市福田区金田路与福華路交匯處金中環商務大厦主楼1706　（羅宝線会展中心地鉄站E出口）

福田新城校：(86)755-25987982 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F　（羅宝線科学館地鉄站D出口）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

先生、お疲れ様です！　　　愛マンダリン　教師の日イベント
　中国では、1985年から毎年9月10日が教師の日となっている。目的はもちろん普段からお世話になっている先生方に、
電話をかけたり、贈り物をしたりして、感謝の気持ちを伝えるためのものである。
　その日を迎え、愛マンダリンでは先生たちのために旅行を開催し、広東省恵東区巽寮湾にて楽しい2日間を過ごした。
旅行の様子を愛マンダリンの先生にレポートしていただいた。

　いかがだろうか。あなたも愛マンダリンの先生たちと一緒に楽しい旅へ出かけてみたくなったのでは？ぜひ学校へ行っ
て、笑いながら語学を勉強しよう！お試しクラスは全校舎で承っているので、お気軽にお問い合わせを。

　8月31日の朝7時半。全員集合してから、ワクワクしなが
ら出発します！目的地の巽寮湾は少し広州から離れてい
て、旅行バスでも4時間ぐらいかかります。でも、みんなは
話に花を咲かせ、笑ったりして過ごしたので、ぜんぜん時
間を感じませんでした。巽寮湾に着いて、そこの小さなレ
ストランでご飯を食べました。あまり大きな海辺の町で
はありませんが、野菜はとても新鮮で美味しかったです！ご
飯の後に、旅館にチェックインして少し休憩を取りました。
とても気持ちの良いところで、ゆっくりお話しすることも
できますし、楽しかったです。

　そして、海です！！！長く心待ちにしていた海です！！！雨が
上がったばかりで、ついたときはまだ涼しかったです。砂
が柔らかくてふわふわして、その上を歩いてもぜんぜん
痛くなかったです。みんな盛り上がって、砂で遊んだり、泳
いだり、先生たちも子供時代に戻ったように砂の城を作
り始めました。楽しい時間はいつもあっと間に過ぎるも
のですね。夕方になるとみんなで集まって夕暮れを眺め
ました。日差しが海面に反射してとてもきれいでした。

　晩ご飯は、海辺の町だからこその海産物をたくさん食

べました。レストランで直接注文するより、海鮮マーケッ
トの方が自分の好みに合わせてもっと新鮮でお得なもの
が手に入れられますよね。漁師は夕方に海から戻ります
ので、一番新鮮なものが買えます。見たこともない海鮮も
たくさん！最後はエビ、カニ、魚、花甲（大きな蜆）を買って
自分たちで調理しました。晩ご飯の後に、花火を打ち上
げたり、孔明灯を飛ばしたり、幸せと順調を祈りました。

　翌日はまず天后廟へお参りに行きました。媽閣廟とも
呼ばれている天后廟では、媽祖という航海の守り神を祭
る寺院です。漁師たちは媽祖を尊敬していますので、浜辺
に寺院を建てます。ここの天后廟の近くには、海鴨の卵、
切りイカ、真珠や貝殻などのご当地土産が売られていま
す。みんなもたくさんを買っていました。さらに、前の晩ご
飯が美味しかったものですから、その日の昼ご飯はもう
一回海鮮マーケットで、材料を買って作りました！大満足
でした。

　2日間の旅行は笑いながら過ごし、あっと言う間でした。
愛マンダリンの先生たち、お疲れ様でした！

中秋節大キャンペーン
授業料20％オフ！

さらに
最大15レッスンプレゼント！

中秋節大キャンペーン
授業料20％オフ！

さらに
最大15レッスンプレゼント！

中秋節大キャンペーン
授業料20％オフ！

さらに
最大15レッスンプレゼント！

香港

孔明灯とは？
　中国の熱気球の一種。天灯（てんとう）とも呼ばれる。伝承では、三国時代
に諸葛亮（諸葛孔明）が平陽で司馬仲達の軍に包囲された際、紙を貼った大
型の籠を製作し外部に救援を要請したのが発祥とされる。現在は節句にお
ける祈祷儀式の用具となっている。地区によって、制限されているかもしれ
ない。
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Grand Promenade

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

Rm1003, 10/F.,Marina House,
68 Hing Man Street, Sai Wan Ho, H.K.

(852) 2566-0155

（物件名） ザ・オーチャーズ  逸華園 (Tower2  高層階)
（所在地） タイクー （太古）
（間取り） 2LDK  799s.f （実用616sqf)  バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、海・山景
（環　境） MTR太古駅、AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） 太古で一番人気のマンション・部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD26,000 （管理費、税金込み）

（物件名） グランドプロムナード  嘉亨湾 (Tower3  超高層階)
（所在地） サイワンホー (西湾河)
（間取り） 3LDK+S  1,311s.f （実用983sqf)  バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、全海景、バルコニー付き
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約6分、日系スーパーAPITAへ徒歩約10分弱、大型クラブ

ハウス完備
（備　考） 8月初旬空き予定 ・詳細は当社ウェブサイトをご覧下さい。
（月　額） HKD50,000 (管理費、税金込み) 

（物件名） ラ・セゾン  逸濤湾 (Tower2  中層階)
（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 3LDK  944s.f (実用704sqf)
（室　内） 家具・家電付き、新内装、日本語BS放送、全海景、マンション専用無料ブロードバンド
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、太古のAPITAまで徒歩約10分、クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD35,000 (管理費、税金込み)

Les Saisons

The Orchads
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,
15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号
中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産  TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号
広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205室
ライフパートナー TEL (86) 20-3848-6892
広州市天河区天寿路2-12号
朝暉商業中心2F225室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
嘉事和房地產代理有限公司 TEL (86) 20-3880-5837
広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階B
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路
江蘇大廈B座1013室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳福田区彩田路
東方部天地広場D座1805室
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区建設路1072号東方広場515室

広東香港 深圳



香港 亜洲深圳香港&広東

香港＆広州

香港香港
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香港ヘルス＆ビューティー

　「美しい肌のために」というと、高い化粧品
をたくさん使って何重にもケアをしなくては、
と考えがちではないだろうか。しかしそんな
今までの常識を覆そうとしているのが日本発
のエステサロン、イーズが提唱する「肌断食」
だ。

　MTRコーズウェイベイ(銅鑼湾)のF出口か
ら出てすぐのビルに「E/S SKIN LABO&SALOON 
宮本洋子美容研究所」は店を構えている。同
店は受付から施術、サービスを日本人スタッ
フ常駐で対応してくれる安心できる上、フェイ
シャルやレッグマッサージHKD99～とお手頃
価格で嬉しいサロンだ。

　30年以上の経験をもつベテランエステティ
シャンのサロンだからこその実力がわかる、
1度で肌をぷるぷるの状態にしてくれるフェイ
シャルエステはもちろん人気が高い。その一

方で同店で推奨しているのが、誰もが生まれ
ながらに持っている肌の再生能力を利用し
た美容法、「肌断食」。肌の手入れにとても気
を使っていても、「カサカサしてきた」、「細か
いにきびが気になる」などと感じることはな
いだろうか。実は、肌も毎日栄養を与え過ぎ
ると「肌肥満」状態になり、肌自身が持ってい
る機能を衰えさせてしまうのだという。そこ
で過剰な洗顔・保湿をやめ、夜はクレンジン
グのみという今までの常識を覆すような
シンプルなケアをすることによって、肌本来
の力が高まるというのだ。

　イーズが肌のサイクルを考え、きちんと
落とせて肌本来の力を取り戻す「肌断食」
のためのクレンジングとして生み出したの
が「Kooミラクルクレンジング」だ。使い方は
とても簡単。そのままの状態でクレンジング

香港香港

Fortune
Centre

Goldmark
銅鑼灣 F 出口

E/S LABO &
SALOON

Hennessy Rd

Jardine’s Bazaar
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宮本洋子美肌研究所
E/S Skin Labo & Saloon

「何もつけない」をすすめるエステサロン？
イーズの肌断食で、素肌力を目覚めさせよう

住所：21/F., Fortune Centre, 
　　  44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話: (852)2890-1511
日本語ホットライン: (852)2890-8255
営業時間：火～金11:00～21:00
          　　 土、日、祝日 11:00～20:00
ウェブ：www.e-s.hk

ヨーロピアンセラウォーター

古い角質を除去して、ワントーン明るいお肌に

を肌につけてから、約10秒間待って肌から汚
れを浮かせる。その後軽くマッサージしてか
ら洗い流すだけだ。「ミラクルクレンジング」
は水につけた瞬間から洗浄成分が働き始め、
浮き上がらせた汚れをしっかり落としてくれ
る。あとは何も付けずにそのまま寝るだけ！
何かつけるならば、肌の酸化を防いでくれる、
ヨーロピアンハニーと、5回のろ過を経て作ら
れるナノミクロンの「ヨーロピアンセラウォー
ター」を。これが「肌肥満」からきちんを「肌断
食」をするためのシンプルなケア。

　何をつけてもだめだったという方、「肌肥
満」かもと思ったら、イーズの「Koo」で素肌
力を取り戻そう。

ミラクルクレンジング



RACINNEカウンター
モンコック店：G/F., Grand Plaza, Mongkok
クオリーベイ店：Under East Bridge, Taikoo Place,
                     979 King's Rd., Quarry Bay

香港香港

香港

香港

香港

自分を大切に
RACINNE ULTIMATE HYDRA PERFECTIONシリーズ発売
　ナチュラルとテクノロジーを融合させた、カナダ発スキンケアブランド「RACINNE」が植物の幹細胞から抽出した「カルス培
養技術」で、革新的に開発した保湿スキンケアシリーズ「ULTIMATE HYDRA PERFECTION」を届ける。

　美しさは内側から発せられるという同ブランドのコンセプトは、今回のスキンケアグッズで体感できる。成分は抗酸化とコラー
ゲンによって自己再生を瞬時に促す葡萄（ブドウやエビヅル）がメイン。その他、保湿に効果的な海藻、様々な天然成分を配合
し、外在的な汚れを排除してくれ、肌の自己再生能力と保湿力をアップさせる。業界屈指の韓国実験研究所と提携し、7年の時
間をかけて作り上げられたは同商品は、使用後の1時間に皮膚に含まれる水分が52.22%まで上がる。24時間が過ぎても水
し々い肌が維持できるという効果がある。多忙な日常に追われても自分を大切にしたい方、ぜひお試しを。
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 ショッピング（香港・広東共通）

ウェブ：www.paulsmith.co.uk
ランドマーク店：Shop 216B, The Landmark, Central
タイムズスクエア店：Shop 317, Level 3/F, Times Square, CWB
ハーバーシティー店：Shop 133, Level One, Ocean Centre, Harbour City, TST
フェスティバルウォーク店：Shop LG1-55 Festival Walk, Kowloon Tong

伝統的なスタイルを重んじながらも新元素を忘れず
ポール・スミス2013秋冬コレクション
　イギリスを代表するファッションブランド「ポー
ル・スミス（Paul Smith）」が新しい2013年秋冬新
コレクションを届ける。
　今シーズンのメンズコレクションは、鮮やかなカ
ラーとエレガンスさが放たれた春夏コレクションの
多様な色彩から一転。メンズもレディーズも秋冬ら
しい落ち着いた色彩のイメージだが、リラックスス
タイル、柔らかなシトラストーンとともに上品かつ
リッチなカラーが登場。そしてもっとも存在感を放
つのは濃厚な色使いで配合されるプリントだ。ビッ
グサイズの千鳥格子柄やコートの大理石模様など
のプリントは、色が巧みに使用され、派手さを抑え
ながら地味ではなく安定した雰囲気に仕上げた。
カッティングにアレンジを加え、上半身、特にショル
ダーラインが突出し、スマートで簡素的なイメージ
に仕上がっている。また、トラウザーズ、ジャケット、
ケープなどのキルティング素材にハンガリー産の
ダウンが入ったボイルドカシミアを使用したファブ
リックにも注目。伝統的な素材が、ステッチや染め
のディティールにより新鮮なアイテムへと昇華され、

ポール・スミスらしいコーディネートのしやすさも
まだ健在。
　一方、深く鮮やかなカラーパレットとマニッシュな
スタイルが今シーズンのポール・スミスのレディース
の特徴だ。カラーブロック・コーディネートとこっく
りとした色で彩られる花柄、そしてハード・ソフトな
素材が交替使用されるデザイン。ジャケットや
パンツに反対色のブーツを合わせたり、鮮烈な対照
で人の目を引く都会的な女性像を演出するデザイン
が出来上がる。その中にゆったりしたパラッツォ
パンツでカジュアルさも加え、そのハードさをうま
くやわらげた。そんなレディースコレクションのアク
セサリーはポール・スミスらしく、注目を浴びること
必至の派手な金属製の数字模様のネックレス。単
色のシャツと合わせたくなる。
　落ち着いたムードの中に色や柄、素材でエッジ
を効かせたメンズコレクション。そして機能性と華
やかさのバランスをしっかりとらえたレディースコ
レクション。常に革新を追い求め続けてきたポール・
スミスの今後の動向から目を離すことができない。

香港

香港 香港



香港

香港

香港

香港



28 Pocket Page Weekly 13 September 2013 No. 400
B  

香港グルメ

香港

今週の
モニターさん
試食セット

お申込方法及び条件
1.  美食サイトぽけっとグルメにアクセスをして、新規登録から新規会員（無料）の手続きをして、
 IDアカウントをゲットしてください。
2. メールでzets_ppw@pocketpage.com.hkまで、お名前（本名。招待券をお送りする為）、電話番号、 
 ぽけっとグルメのIDアカウントをご記入（2名分の情報。登録名はニックネーム可）の上、お申込の 
 旨をお送り下さい。
3. 各ご招待者様には、後日ぽけっとグルメにて、このモニターの感想をクチコミとして200文字以上の 
 書込みをお願いします。また、そのクチコミが弊紙週刊PPWなどにも掲載されます。表示名はニッ 
 クネーム可です。
4. 事前にご予約が必要となりますので、招待状が届き次第、レストランに直接ご予約下さい。

www.pocketgourmet.com.hk

プレゼンツ

　レストランが数多く立ち並び昼、夜と賑わいを見せ
ているチムサーチョイイースト（尖沙咀東）。海沿いの
道から一歩入ったエンパイアセンターのグランドフ
ロアにお店を構えるニューヨークスタイルガストロパ
ブ｢Eastside Tavern｣。店内には9台のテレビとプロ
ジェクターがあり様々なスポーツ観戦を楽しむ事が
出来る。またスポーツバーの雰囲気を出すために、
ゲームエリアではビリヤードやダーツも楽しむ事が
出来る。
　スタイリッシュで開放感がある。それでいてリラッ
クスできるカジュアルな空間。また、同店はスポーツ
バーとして世界各国のビールを取り揃えているので
ビール好きにもおススメ。フードはこれぞアメリカン
というボリュームたっぷりのハンバーグ、ピザ、パスタ
に始まり、前菜には中華料理をアメリカ風にアレンジ

したユニークなメニューが並ぶ。どれもサイズだけでは
なく味もお墨付き。
　そんな｢Eastside Tavern」が残暑が厳しい夏を乗り切ろ
うと食べ応えのある、これぞ、アメリカンな試食会にご招
待。1組2名様に7コースとドリンクをプレゼント！メニュー
内容は北京ダックロール、ホタテのグリルのパンシェッ
タ巻き、いちじくとペルシャ産フェタチーズサラダ、EST’ｓ
バーガー、シーフードスプリームピザ、デザートの盛り合
わせ(2人用)、そしてビールまたはソフトドリンクが付い
てくる。
　そんな雰囲気もフードもアメリカンな｢Eastside Tavern｣。
ビール片手にゲームを見ながら本場アメリカン料理を
たのしもう。料理に満足したらゲームルームでビリヤード
やダーツを楽しむのもいいのでは。

　

Eastside Tavern
住所：Shop G29, G/F, Empire Centre,
          68 Mody Rd., TST East
電話：(852)2367-8770
時間：11:00～深夜

北京ダックロール
焼きホタテのパンシェッタ巻き
いちじくとペルシャ産フェタチーズのサラダ
EST’sバーガー
シーフードスプリームピザ
デザート盛り合わせ2人用
ビール2杯またはソフトドリンク

試食コース内容

約HKD800！
約HKD800！

Eastside
Tavern

大将ごっつあんデス!!
アメリカンコース

先着1組2名様ご招待
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香港グルメ香港グルメ

　チムサーチョイ（尖沙咀）のバーやレストランが
集まるエリアMinden Avenueに新しいコンセプトの
飲茶レストラン｢点心宅急便｣が去る7月27日に堂々
オープンした。オレンジと黄色のカラフルな中国の
伝統的な装飾が施されたエントランスは印象的で一
度見たら忘れることはないだろう。テラス席にはモ
ダンな木製テーブルが並び、ウェスタン調と中国の
デザインが良い具合に調和しており、まるでカフェ
にいるような感覚さえも覚える。

　東京の銀座で14年間働いていた経歴を持つ同店
のシェフは日本に確かな腕を磨いてきた。しかし、
普通の飲茶を作るのには飽き飽きしていたという。
香港に戻った後もその思いが変わらなかった彼は若
者向けに新たな飲茶を考案。また、ディナータイム
には日本酒、梅酒やビールと共に飲茶を味わえるとい
う新しいアイディアを考案した。飲茶にはお茶と言
う概念を覆す新しい味わい方を経験できるだろう。

　看板メニューの南アフリカ産のアワビを贅沢にも
丸々一つトッピングしたパイ、｢アワビのペースト
リー（鮑魚鶏粒千層酥）｣は必食。サクサクのパイ生
地に丁寧に調理されたジューシーで甘みのあるアワ
ビがたまらない。「パイナップルチャーシューパン
（菠蘿焗叉焼餐包）｣は外側のカリッとした食感と中
の甘く味付けされたチャーシューが塩気と甘さの絶
妙なバランスを醸し出している。編集部のオススメは定
番メニューの｢かに卵乗せエビ焼売（蟹籽焼売皇）｣
や「カスタードクリーム饅頭（香滑流沙包）」、そ
してトリュフの香りが癖になる「トリュフの蒸し餃

子（黒松露素餃）｣。また、同店の点心は注文を受
けてからオープンキッチンで作られるので、料理を
楽しながら腕を振うシェフの姿の鑑賞もよいだろ
う。

　メニューは日本語での記載もあるので安心。間
違ってオーダーする心配も無し。もっと気軽に点
心を、そして朝やお昼にだけではなく、お酒と共
にディナーに飲茶も新感覚で良いのでは？

点心宅急便 Dim Sum Express
住所：G/F., 23 Minden Avenue, TST
電話：(852)2312-6855

モダンな空間で絶品飲茶を味わおう

カフェのようなテラス席カフェのようなテラス席

点心を作っている様子点心を作っている様子

鮑魚鶏粒千層酥▲

菠蘿焗叉焼餐包▶

▼蟹籽焼賣皇▼蟹籽焼賣皇

鮮蝦菜苗餃▶鮮蝦菜苗餃▶

香港香港
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