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日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

老後のぜいたく程々に
リタイア貧乏の怖さ （9日）

東京五輪相場、短命の予兆
前回に学ぶ光と影 （12日）

3位～10位は・・・
弊紙16ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : www.nikkei.asia
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2013]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング9月7日～9月13日

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

週
報
週
報

住所：Unit C&D, 10/F., Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai, Hong Kong.
電話：(852)3460-5458<荒木>　メール：info@languageworld.com.hk

初心者からビジネスレベ
ルまで

　　　　　　　　　学
べるスクール初心者からビジネスレベ
ルまで

　　　　　　　　　学
べるスクール

詳しくは20ページの広告まで
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トピックス（香港・広東共通）

深
圳

香
港
申し込み締切間近!金融のプロに聞く
香港流!お小遣いの増やし方セミナー

　あらゆる金融商品が揃う香港。本格的な投資から、ちょっとしたお
小遣い稼ぎ、老後のための蓄え作りまで、その活用方法は様々。だか
らこそ、数ある選択肢の中でも自分の悩みや問題にあった正しい投資
方法が知りたいという方は多いだろう。そんな時、誰に聞くのがいいの
だろうか。やはり、適切なアドバイスをくれるプロ。今回のセミナーは、
香港金融業界25年のプロが、初心者にも分かりやすく話をしてくれる
チャンスだ。
　サンフンカイファイナンシャルの大村氏は、1988年より香港の金
融業界に携わってきた経験を元に、ちょっとした疑問からマネートラ

ブルまでありとあらゆる相談に乗ってきた。「オフショアファンドって何
だろう。」「老後が不安だが、積立年金を小額からできないだろうか。」
「海外送金の手数料が高い、無料でできるのがあれば知りたい」「金
融機関の窓口で投資商品を勧められて購入したが、投資内容がよく
分からない」などなど。今回はこのようなよく聞かれる疑問質問につ
いて重点的に、親切丁寧に話をしてくれる。
　こちらの必聴とも言えるセミナーは来る9月28日(土)開催。お問い
合わせは下記までお急ぎを。

サンフンカイファイナンシャル
ジャパンデスク担当　大村良幸
SFC香港証券ライセンス
CIB香港保険ライセンス

今ならお得なランチ・ディナー食べ放題
深圳君悦酒店（GRAND HYATT SHENZHEN）

　グランドハイアット深圳は羅湖地区の複合型高級商業施設、City 
Crossing内にある。香港の国境へは5分、深圳国際空港へもわずか40分、
地下鉄駅もあり、ビジネスにも市内のレジャーにも理想的なロケーション
だ。スパ、フィットネスセンターはもちろん、デッキとバーを併設した屋外
プールもあり、レクリエーションも完備！ お食事は、西洋・アジア料理「楽
厨（The Show Kitchen）」、中国北方料理「1881」、コンチネンタル料理
「悦景（Belle-Vue）」、トラットリア「意合園（La Terrazza）」、プライベート

ダイニング「主席楼（China Lodge）」と、バラエティ豊か！
　32階にある「楽厨」では、クーポン提示で、ランチ・ディナーの食べ放題
が割引になるキャンペーンを実施中！ステーキをはじめ、ロブスター、カニ、
エビ、アワビ、ホタテなどのシーフード、お刺身やお寿司、マカロンなどのデ
ザート、すべて食べ放題だ！食欲の秋、家族と、友達とちょっと豪華なお食
事をしたいなら、開放的な造りのこのレストランで決まりだ！

深圳君悦酒店（GRAND HYATT SHENZHEN）
住所：深圳市羅湖区宝安南路1881号
電話：(86)755-8266-1234
ファックス：(86)755-8269-1234
メール：shenzhen.grand@hyatt.com

「楽厨」̶ ランチ・ディナー食べ放題（乐厨疯狂给力自助餐）
クーポン：food.szonline.net/Channel/201209/24/658679.shtm
期間：10月30日まで
営業：（昼食）11:30～14:30、（夕食）17:30～22:00
予約：(86)755-2218-7338 /fbreservation.shegh@hyatt.com

香港流!お小遣いの増やし方セミナー
日時：9月28日(土) 10:30～／14:30～
参加費：無料
会場：28/F., The Lee Garden 
　　 (サンフンカイファイナンシャル会議室)

サンフンカイファイナンシャル
住所：28/F., The Lee Garden, 33 Hysan Ave., CWB
直通電話：(852)3929-6246
携帯電話：(852)9651-7739
メール：y.omura@shkf.com
ウェブ：www.shkf.com

香港 香港
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大人の夢発表会！
第4回和僑ドリームプラン・プレゼンテーション開催のお知らせ

　来る10月27日（日）、深圳市羅湖区のシャングリ・ラ深圳にて、第4回和僑ド
リームプラン・プレゼンテーションが開催される。ドリプラとは事業価値を説
明するのではなく、その事業が社会に広まったとき、どんなシーンが起こるの
かを体験してもらう全く新しい形のビジネスプラン発表会だ。 プレゼンターは
10分間という限られた時間の中で、事業の価値、諦めない理由を伝え、見て
いる人達に大きな感動と共感を与える。 今年は4名のプレゼンターが自分の
人生を変える覚悟で、ドリプラに出場する。 当日プログラムは、4人のプレゼン
以外に、様々な感動プログラムと、プレゼンターとの交流タイムも設けられて
いる。「夢を語る大人はカッコイイ！」夢誕生の瞬間に立ち会い、一緒に夢の片

日本人スタイリスト中島氏プロデュース「Prim hair salon」
振興大廈に移転リニューアルオープン！！

　深圳蛇口・海上世界駅から徒歩すぐというロケーションがとても便利な
ヘアサロン「Prim hair salon」。もちろん、日本人のみならず付近に住む中
国人や欧米人の多くが訪れるのは、その立地条件だけではない。2010年
のオープン以来、常に新しい製品と技術を導入し、深圳にありながら最新
の日本のスタイルを取り入れてきたのが、たくさんのファンを抱えている理
由だ。
　その同店が海上世界駅C出口すぐの振興大廈に移転リニューアルオープン
した。旧店舗の2倍以上の面積。旧店舗ではできなかったヘッドSPAやネイ

ル、フットマッサージができるようになり、さらに新しく軟水機や炭酸泉
の機器も導入しているので、中国の硬水で傷んだ髪の毛を健康的な状態
　へ修復してくれる。また日本人スタイリストの中島氏が納得いくまで相
談に乗ってくれるので安心だ。10月から4週にわたり、各メニューを詳しく
ご紹介！広東ページを要チェック！

Prim hair salon
住所：深圳市南山区蛇口太子路33号
　　  振興大廈A座2階A5（海上世界駅C出口すぐ）
電話：（0755）2686-2463
メール：resavation＠prim-hairmake.com
時間：9：00～18：00
       （ご予約のお客様は20時まで対応可能、月曜定休）
ウェブ：www.prim-salon.com

＜第4回和僑ドリプラ in 深圳開催概要＞
開催日時：2013年10月27日(日)12時30分開場、13時開演、17時終了
会場：シャングリ・ラ深圳3階大宴会庁（定員300名）
住所：深圳市羅湖区建設路1002号
参加費用：当日券RMB200、前売り券RMB180(もしくはHKD230)、
　　　　 懇親会RMB200
懇親会：18時より近隣レストランで開催予定（定員80名）

棒を担いでみてはどうだろうか？観覧希望者は、以下の申込専用サイトへアク
セス、もしくは深セン和僑会事務局「szwakyo@gmail.com」までメールで問
い合わせのこと。

申込専用サイト：http://kokucheese.com/event/index/112433/
主催：深圳和僑会、共催：香港和僑会、後援：在広州日本国総領事館
メール: szwakyo@gmail.com
ウェブ: www.szwakyokai.com
Facebook: 深セン和僑会

＜当日予定プログラム＞
１．人を育てる、仲間を作る、世の中を良くする“仕組み”、ドリプラとは
２．４名のプレゼンターによるドリームプラン・プレゼンテーション
３．参加型企画「夢宣言」～私も今日から夢に挑戦～
４．プレゼンターと語り合う交流会（会場内での交流、名刺交換会）

振興大廈

7天連鎖酒店

A座二楼海上世界駅
C出口

工
業
三
路

南海大道

太子路
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香港ピックアップ

10月1日まで10月17日上映

10月31日から　 2014年1月15日～2月16日 10月3日上映

誰から、死ぬ？
映画　クロユリ団地

中田監督が満を持して贈るホラー映画
　家族で黒百合団地に引っ越してきた介護士志望の二宮明日香（前田敦子）は、毎日隣室か
ら聞こえる何かを引っかくような音に悩まされていた。ある日、鳴りやまない目覚まし時計を
発端に、隣室で孤独死した老人の遺体を発見した。しかし、音は鳴りやまなかった。さらに老
人の幽霊に遭遇した明日香は、老人の遺品整理にやってきた笹塚忍（成宮寛貴）の助けを借
りながら、老人が伝えようとしていた事実を探る。だが、団地で孤独な少年ミノルとの出会い
を境に、次々と彼女の身に恐怖が襲いかかる……。ただのホラーではなく、少子化・孤独死な
どの社会問題も描いた映画となっている。さらに、人気女優前田敦子と、同じく人気俳優の成
宮寛貴のW主演も見どころのひとつ。老巧化した団地を舞台にしたホラー映画を見て、全身
で恐怖を味わおう。

今週の香港ピックアップ

監督
中田秀夫
出演
前田敦子、成宮寛貴

aqua
トリュフ盛宴開催！

日本で公開されてない映画を見に行こう
　先祖代々時間を遡る能力を持っていると知ったティムは、片思いして
いたマリーと再び出会うため、また自分の人生を少しずつやり直すた
めに、タイムトラベルをした。これで全てうまくいくと思っていたが、と

ラブ・コメディー映画
About Time

    

香港

香港

香港 香港

旬なトリュフで食欲の秋を満喫
　リッチなトリュフで新しいメニューを提供し始めた「aqua」。イタリア人と
日本人のシェフが腕を振るい、トップクラスのイタリアアルバ白トリュフが使
用された5コースを届ける。またトリュフを配合した独自のカクテル「Dirty 

Truffle」、「Truffle and Chocolate Matini」の
2種類もぜひ試して。　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

ても小さな差でも大きな差となって
くるものを忘れてしまっていた。果た
して彼は幸せを掴むことができるの
か…。

親子で楽しもう
　大好評を得て、キッズフェスが再び香港で開催される。9つのベス
トセラー児童文学を、全て子供たち向けの演劇にアレンジして演出
する。おもしろい演劇が楽しめるほか、みんなで一緒に歌を歌った
り、英語でご当地ネタのゲームが行われる。また、特別ワークショッ
プでの交流も楽しむことができるだろう。

今年も開催！
キッズフェスタ

    

Wホテル　星宴
タマカイメニュー提供開始

絶品「タマ王」、ご賞味を
　「タマ王」という美称があり、ハタ科で体が最も大きなタマカイが使わ
れた料理をWホテルの「星宴」が送る。著名な李シェフが、厳選された旬
なタマカイを使った10を越えるコースを、どれも熟練の腕で調理してく
れる。そのほかに、キャビア、フカヒレ、魚肚などの貴重な中華食材を
使ったメニューで、秋を満喫できるだろう。

1/F., W Hotel, 
1 Austin Rd. West, TST
11:30～15:00、18:00～23:00
 (852)3717-2848

Drama Theatre, 
The Hong Kong Academy for 
Performing Arts
(852)3928-8888
www.hkticketing.com
HKD395、HKD345、HKD295、
HKD195

監督
リチャード・カーティス
出演
レイチェル・マクアダムス、
ドーナル・グリーソン

29 & 30/F., One Peking Rd., TST
(852)3427-2288
www.aqua.com.hk
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 特集

プライベートを充実！ビジネスにも活用！
習い事で自分改革

夏の暑さも少しずつ和らいできて、新しいことを始めるのにぴったりのシーズンがやってきた。
そこで、今回は習い事特集。

プライベートを充実させてくれるモノからビジネスに活かせるモノまで様々な習い事を紹介しよう。

　興味はあるけれど「難しいのでは？」と考えたり、
具体的なイメージがつかめなかったり…で、一歩が
踏み出せないことも。そこで、資格を取って働いてい
る方に話を伺った。話題となっている習い事もピッ
クアップ！

仕事に活かせる資格
注目の習い事をクローズアップ！

不調を抱える人の力になりたい
資格を活かして整体院を開業

人気ネイルサロンを支える
ネイリストのプレミアム技術

中村波動整体院　中村健一さん

rico nail

気功、エネルギー療法を始めたきっかけを
教えてください。
　10代後半に謎の頭痛に悩まされていました。病院で精密
検査を行っても原因が分からず、悩んでいたところ、縁あっ
てお寺で気功に出会いました。自己修練を重ねることで体
調が徐々に回復してきました。また腱鞘炎で悩んでいた母
にも気功を試したところ、回復し気功の力が確かなことと治
療ができるということを確信しました。

どうして資格を
仕事にしようと思ったのですか？
　2009年に母が病院で骨髄腫と診断されました。自分の
力で母を楽にしてあげたいと思い、知人の推奨により現在
の原点である靈氣療法と出会いました。
　その後、直傳靈氣療法師及び師範格の資格を取得しまし
た。家族や友人を施術していくうちに、病に苦しんでいる方
々を治してあげたい、力になりたいという気持ちを強く持つ
ようになり、これまで学んできた気功、エネルギー療法を更
に研究し仕事にすることを決意しました。

資格の取得方法を教えて下さい。
　臼井靈氣療法直傳靈氣療法師の資格は、治療に重点を
置いた3日間の直伝霊気にセミナーに参加し修了すると、臼
井靈氣療法直傳靈氣療法師の認定証がもらえます。中国
足心道療術師は、学院で療術師を養成するコースを受講
後、学科・実技試験にパスすると資格が得られます。資格を
取ってからがスタートで、その能力を育て応用しどれだけ経
験実績を 積むかが大きな鍵になります。 

資格の現在の活用方法を教えてください。
　現在サウゲイワン（筲箕湾）で「中村波動整体院」を開業し
ています。一般の整体と異なる無痛で安心な施術方法で心
身のバランス・歪みを改善する「波動整体療法（波動バラン
ス療法）」と膝上10cmまで片足63箇所の反射区と症状に
合わせ割り出した重要反射区を押圧することで改善を促す
「中国足心道足揉み療術」を行っています。当院ではリラッ
クスできる環境で、肩こり、頭痛、神経痛、五十肩、胃腸炎な
どそれぞれのお客様の症状に合わせて治療ができます。生
活習慣、食事の指導も一緒にしていますので、お気軽にご相
談ください。また、ご家庭でできる霊気療法の無料体験会や、
霊気セミナーも定期的に開催しております。ご興味のある方は
是非ホームページをご覧ください。

お持ちの資格
○中国足心道療術師
　（中国足心道療術師協会認定番号第1521号）
○西洋レイキサードディグリー（レイキ健康会）
○臼井靈氣療法直傳靈氣療法師及び師範格

　深圳市羅湖区にある、深圳初の日系ネイルサロン「rico nail」は、多
くの人たちの爪を「健康的にそして美しく飾りたい！」という想いを込
めてOPENした。日本人ネイリストが、日本と変わらない技術・サービ
スを提供し日本人女性に愛され続けている。ネイルサロンとしての人
気の秘訣はいったいどこにあるのか？

　それを知るために、まずネイリストの世界について見てみよう。法律
上、絶対に資格が必要！ということはないが、事実上、「ネイリスト検
定」が必要不可欠。仕事としてやっていく上で必要な2級以上は独学
では難しいレベルなので、養成スクールなどで基礎を学ぶ方が多い。
資格を取得しても、それだけで一人前のネイリストになれるわけでは
ない。資格や技術のみならず、その人に合ったサービスを見つけるた
めのコミュニケーション能力なども求められる。技術の先にあるプラ
スアルファが要求されるのがプロのネイリストだ。

　さて、こちら「rico nail」も、まさにそうしたプラスアルファが女性た
ちを引き付けてきた。ネイルのみならず、耳つぼジュエリーの施術も行
っている。きれいな耳元を演出するのはもちろん、つぼを刺激してリフ
トアップなどの効果も得られる、まさに一石二鳥の耳つぼジュエリー。
体験講座も開いており、その効果を気軽に試すことができる。

　ネイルケアと一緒に、美と健康を丸ごとケアしてもらえるサロンで、
あなたの専属ネイリストを見つけよう！

rico nail
住所： 深圳市羅湖区解放路名士閣1階
メール：rico_nail5592@yahoo.co.jp
　　　（植山紀子さんまで）
電話：(86)136-3254-6509
ウェブ：ameblo.jp/riconail-sz

中村波動整体院
MTR筲箕湾駅徒歩3分
初回施術の方、駅までお迎えに上がります。
電話：(852)6300-9075
メール：nakamura.clinic49@gmail.com
ウェブ：www.nakamura-clinic.hk
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自分の爪を自分できれいにしたい人へ
Chic Chick Nails

スポーツの秋はテニス！5つの喜びが待っている！？
グローウィング・テニス・アカデミー

　ジェルネイルをセルフでやってみたいけどどう
やってやったらいいの？という方に是非おすすめ。
クオリーベイ(鰂魚涌)にあるプライベートサロン
｢Chic Chick Nails｣ではジェルネイルのプライベー
ト（マンツーマン）のプチスクールレッスンを行っ
ている。コースは全部で3つ。爪の削り方からジェ
ルの塗り方まで学ぶことができる｢初心者コース｣、
花柄やフレンチなどのアートを学ぶことができる
｢アートコース1｣、ピーコックやチェック柄など少
し上級なアートを学ぶことができる｢アートコース
2｣だ。今回は｢初級者コース｣を体験してきた。

　やはりサロンでやってもらうのと自分でやるの
は全く違い、自分の爪に施術するのは難しい。でも
大丈夫。ゆりえ先生が使う道具の持ち方から角度
やコツまでわかりやすく教えてくれるので初心者
でも安心して学ぶことができる。また、自宅でやる
際のポイント、どんなジェルを使ったらいいかなど、
初心者の身になって相談に乗ってくれるところが
とても嬉しい。自宅に帰ったら早速自分で施術し
てみようと思わせてくれる。

　基礎から自分のペースで学ぶことが可能な同
レッスン。完全マンツーマンレッスンなので細か
いところまで丁寧に教えてもらうことができる。｢自
分で施術したいけどやり方がわからない｣、｢グ
ループレッスンはちょっと苦手｣、「時間がなかな
か合わない」という方に是非おすすめ。自分の好
きな日、時間に合わせてレッスンを受講でき、レッ
スン終了後も相談に乗ってくれるとのこと。詳細は
先生のブログに詳しく載っているので、気になる
方はチェックしてみよう。

コース紹介
初心者コース　  合計6時間（各2時間×3回）   料金：HKD4,300
アートコース1　合計6時間（各2時間×3回）　料金：HKD3,400
アートコース2　合計6時間（各2時間×3回）　料金：HKD3,000
                                                                  ※全て教材費込み。

Chic Chick Nails
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
メール：yurie.numa@gmail.com
ブログ：ameblo.jp/chicchicknails
時間：月～金　10:00～19:00
　　  土　　　10:00～15:00(日曜定休)

Greatest Thaiboxing and 
Martial Arts Fitness
住所：Rm. 4C, Po Foo Bldg., 84-94 Percival St., CWB
電話：(852)2893-3617
メール：greatsttm@hotmail.com
ウェブ：www.greatesttm.com

Glowing Tennis Academy
電話：(86)400-821-0650
メール：info@glowingta.com
ウェブ：www.glowingta.com

どんな相談にも乗ってくれるゆりえ先生

丁寧な指導で初心者でも安心

ゴールドに挑戦

どんな相談にも乗ってくれるゆりえ先生

丁寧な指導で初心者でも安心

ゴールドに挑戦

タイボクシングでストレス発散＆ボディメイク
Greatest Thaiboxing and Martial Arts Fitness

　いま、香港で流行っているタイボクシング。男性
だけでなく女性も習っているという。タイボクシン
グの歴史は古く、タイでは伝統あるスポーツとし
て国技にもなっている。激しいパンチ、肘打ち、
キック、芸術的なフェイントなどを特徴とし、立ち
技世界最強格闘技とも呼ばれている。

　コーズウェイベイ（銅鑼湾）にあるタイボクシン
グを教えてくれるスクール「Greatest Thaiboxing 
and Martial Arts Fitness」を紹介しよう。このスク
ールはBENNYさんが2006年に設立。BENNYさん
は中国伝統武術でチャンピオンになったこともあ
り、2002年からタイボクシングを広める活動を展
開してきた。BENNYさんは「タイボクシングは都市
に暮らす人に合うスポーツだと思う」と語る。その
理由は、ストレスが発散できるし、全身運動で健
康にもよいし、ダイエットにも効果的で、自衛術と
しても役立つから。トレーニングは、試合のためだ
けのものではないそうだ。

　「タイボクシングは運動量も多い上、技術も求
められるため、きちんとした先生の指導のもとで
やるほうがいい」とBENNYさん。こちらのプライベ
ートレッスンでは、個人の性格、体質に合わせて
レッスン内容をアレンジしてくれる。妊娠・出産後
のボディメイクにもぴったり！医師の許可が得ら
れれば、自然分娩の場合は産後8週間後、無痛分
娩の場合は産後12週間後から始めることができ
ます。

　ダイエットに一番効果的なのは、1時間で800カ
ロリーを燃焼できるレッスンを、毎週2～3回続け
ること。心臓と肺の機能が向上し、筋肉も鍛えられ
る。体脂肪率も下げることができるそうだ。

　「グローウィング・テニス・アカデミー」は、広州市内

にあるテニスクラブ。上海でも8校展開するテニスス

クールで、広州校は2011年にOPENした。このテニスク

ラブが目指すのは5つの「喜び」だ。①体を動かす喜び、

②友達ができる喜び、③技を覚える喜び、④強くなる喜

び、⑤テニスの後の仲間との喜び。そう、テニス本来の

持つ「喜び」―社交の場、健康の場、仲間が集まる場、テ

ニスを上達させる場―を大切にしているのだ。

　初心者から上級者まで、それぞれのレベルに応じて

クラス分けしているので、だれでも安心して自分の目

的に合ったコースを選択できる。コーチ陣はトップレ

ベルのプロフェッショナルチームで、レッスンは定員8

名の少人数制。懇切丁寧な指導を受けられること間違

いない！また、リアルタイムで世界の最新テニス技術を

取り入れ、すぐに紹介してくれるのもうれしい。

　広州校では親しみやすい人柄の日本人コーチが迎

えてくれる。小・中・高生を対象とした「ジュニアクラス」

にも力を入れており、テニスを通じてスポーツの楽し

さ・面白さを伝えてくれる。普段は天河体育中心や広州

城市会、海浜花園マンションのコートでレッスンを実

施している。具体的なスケジュールやクラス分けにつ

いては、メールで直接問い合わせて確認できる。

　ジュニアは送迎バス付き、成人はインドアでテニス

も開講中！今年の秋はテニスで一汗、新たな仲間と一

緒に5つの異なる喜びを味わおう！
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語学からエクスサイズまですぐに始められる習い事カタログ

お肌のケアに最適な学校！？
「メイク落とし教室」

萬治クリニック
住所：広州市天河区天河北路233号
           中信広場25階2502室
電話：（86）20-3877-3123（日本語）
時間：9：00～13：00、14：00～18：00

　美容皮膚科を完備した「萬治クリニック」に、メイクの正しい落とし方＆アロマエッセン

スの使い方を専門医から無料で受講できる教室があることをご存知だろうか？お肌の様々

なトラブルはメイクの落とし方に原因があるといっても過言ではない。女性の専門医が丁

寧に指導、相談に乗ってくれる。無料教室に＋RMB200で、最新美容器具を使用し酸素ミ

ストを肌に浸透させることで肌に水分を与えてくれる「酸素トリートメント」、さらに韓国で

話題となってる、肌をモッチモチをしてくれる「蝸牛パック」も体験できる。アンチエイジン

グ効果も期待できるこちらのお肌の教室は要予約。お気軽にお問い合わせを！

広州万治クリニック
まん ち

ビジネスで使える中国語を学べる
「NEW CONCEPT Mandarin」

NEW CONCEPT Mandarin
住所：2/F., Beautiful Group Tower,
　　  74-77 Connaught Rd., Central
電話：(852)2850-4332
ウェブ：
www.newconceptmandarin.com

　「NEW CONCEPT Mandarin」では、第二言語として中国語（北京語）を学ぶ人たちに特
化したプログラムを提供している。そのアプローチ方法は、20年以上、オーストラリア、北
米、香港、中国で中国語を指導してきた経験に基づいており、きちんとトレーニングを受け
た教師から、実用的な中国語を楽しく学ぶことができると好評だ。プライベート、グループ
レッスン、企業研修、オンラインコースなど、フレキシブルに学べるコース・教材を用意。ま
た、香港のほか、中国にある11センターで、また、Webサービスを利用してどこからも学ぶ
ことができる。そのため、世界中に同校で学ぶ生徒がいる。これまで、企業の幹部をはじめ、
2万人以上を指導した実績を有する。ビジネスで活用できる中国語を学びたいという人に
最適なスクールといえるだろう。

中国武術で心身のバランスを整える
「太極拳教室」

李宝能　先生
全真龍門派古伝道家原始太極拳
香港地区代表・国際道林太学代表
メール：life@netvigator.com

　太極拳は、1600年代頃に中国で始められた格闘術で、現在は呼吸法を組み合わせた健
康術として親しまれている。日本人や香港人に太極拳を教えている李宝能先生は、「スロー
モーションのような動きが太極拳と思っている人も多いが、それは誤解」と語る。太極拳は、
ゆるやかな動きと速い動き、緊張と弛緩など、陰陽の動きを組み合わせたもの。それによ
って心と体のバランスを整える。陰陽の組み合わせは「平和」の武術としても不可欠で、そ
れによって、たとえば、相手に向かって振りかざした拳を引き戻すことができるのだという。
こうした理論をベースとする李先生の教室は、受講者のニーズに合わせて、九龍公園等で
開催されている。李先生は日本への留学経験もあり日本語が堪能。興味のある方はメール
でお問い合わせを。

香港

広州 広州

香港 香港

香港楽しく元気に学ぶ
「Speakeasy」

Speakeasy
住所：1301, Fortune Centre,
　       44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話： (852)2574-6256（横井）
メール：mika.speakeasy.hk@gmail.com
ウェブ：
http://speakeasycafe.blog.fc2.com/

　「Speakeasy」は、「コミュニケーションを大切にする」｢異文化交流によって視野を広げ

る」「考える力を養う」をテーマに様々なクラスを開講し、憩いの場となっている。元々は語

学教室としてスタートをしたが現在は、語学は勿論の事、ヨガ、カンフ、アートや、自己表現

力、想像力、創造力、感性を養うために工夫されたワークショップも定期的に開催されて

おり、大人から子供までが楽しんで学ぶことができる。また、同教室を運営する横井さんは

とても親しみやすくそれも人気の1つだ。昼間のクラスでは、主婦の方々が集い先生を囲

んで楽しく学んでいる様子が見ることができる。生徒が学びたい内容や目的を把握し、それ

に沿った内容の授業が行われている同教室。開講クラスや詳細は下記までお問い合わせを。

北京語・広東語・日本語教師
「東亞語言文化学校」

東亞語言文化学校
住所：6-7/F., Bowa House,
          180 Nathan Rd., Jordan, KLN
電話：(852)2311-0561
メール：info@toa-school.edu.hk
ウェブ：www.toa-school.edu.hk

　「東亞」の名で親しまれており、今年で20年目を迎える語学学校。

香港人には日本語を学ぶことができる学校として知られているが、日本人には北京語・広

東語を指導している。また、同スクールが春と秋に開催している日本語教師養成講座は、

これから海外で日本語教師として働きたいと考えている方に好評を得ている。この講座の

講師陣は、現在も現場で実際に授業を担当している方たち。その豊富な知識と経験から、

実践に重点を置いて丁寧に指導してくれる。

　この講座を修了し、東亞の初級日本語クラスで指導している人もいる。あなたもこの講

座で学び、スキルを磨いてみては。

中国マージャンを学ぶ！
「麻雀教室」

NEXT-DOOR 言語教室
住所:深圳市南山区蛇口海昌街
          海尚国際丰盛閣8E
電話:(86)755-2683-1601
          (86)133-5298-7407
         （Tina 日本語可）
時間:9:00～21:00

　深圳地下鉄水湾駅C出口より徒歩5分、南海玫瑰園そばの中国語教室「NEXT DOOR」。
南山・蛇口という立地から日本人の奥様方を中心に生徒を集めており、初心者グループレ
ッスンや奥様昼間グループレッスンなどが人気だ。その同校では、文化コースにも力を入
れており中でも興味深いのは「麻雀教室」。同じ麻雀であっても日本の一般的なルールと
は大きく違い、全く別のゲームと言ってもよい。日本ルールでは34種136枚の牌を使うが、
中国ルールではそれに加えて8枚の花牌を使用、日本ルールは1飜縛りだが、中国ルール
は8点縛りであり、8点以上の手でなければあがれないなど多くの違いがある。談笑しなが
ら楽しく遊んで学べる麻雀教室は人気の文化コース。ここでしっかり学んで、日頃の文化交
流に、さらには中国人の輪に入りやすくなるかもしれないぞ！
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　習い事の魅力は、スキルを身につけられることだけではない。習い事を通じて、新しい友達
を作ったり、自分の世界を広げたりすることができる。あなたが惹かれるのはどんな習い事？
早速ここでみつけよう。

Study Cata
log

パソナで学ぶ
「日本語教師養成講座」

Pasona Education Co. Ltd
住所：2/F., One Hysan Ave., CWB
電話：(852)2577-8002 (代表番号)、
　　  (852)2577-8384 (日本語ライン)
ウェブ：www.pasona.edu.hk
メール：conslt@pasona.edu.hk

　Pasona Education は、パソナグループの香港教育機関として1984年に設立されて以来、
日本語、英語、広東語、中国語コ－スおよび様々な社員研修プログラムを提供している。特
に日本語については、独自の教材を開発の上、一般企業のためのビジネス日本語、一流ホ
テル・レストラン・航空会社・高級ブティック等を対象とした実践日本語教育にも実績を
上げている。また、海外における日本語教育のさらなる発展、拡充のため、設立当初より

「日本語教師養成講座」を年に数回開講し、日本語教師の育成にも努めてきた。同コース
は日本語教育の基礎を学ぶだけでなく、日本語教育事情、最新情報を知り、かつ実習を通
して実際に教えるということも体験できる。2013年第2回目は11月4日より開催。日本語教
育に携わってみたい、教え方を更にブラッシュアップしたいという方は受けてみてはいか
がだろうか。

自分で“まつエク”？
「セルフまつ毛エクステスクール」

セルフエクステ
住所：深圳市南山区蛇口太子路33号
　　  振興大厦A座A5(Prim内）　
時間：10:00～19:00 不定休　
電話：(86)151-1804-6363（中国）《要予約》
メール：mix@b-h.mobi（日本、中国共通）

　目をパッチリ見せるためのアイメイク（マスカラやつけまつ毛など）の方法は様々。「ま
つ毛エクステ」は、付けっ放しOK！で、まるで生まれつきのまつ毛のようなナチュラル感を
演出できる。既に生えている自分のまつ毛1本1本に対して、毛根より1～2㎜の部分にグルー

（専用の接着剤）で、自然なカールのある人工毛（まつ毛エクステ）を1本ずつ付ける方法
だ。普段、サロンで施術してもらっている方も多いと思うが、実は自分でもできてしまうの
だ！深圳に「セルフまつ毛エクステスクール」がオープン。キットを使って、初心者でも安心
して手軽に「まつ毛エクステ」できる方法を教えてくれる。難しそうに思える施術法だが、自
分で化粧のできる人ならそう難しくはないという。セルフ“まつエク”で、朝のメイク時間を
短縮、目力もUP！

中秋節以降も開講中！
「氷皮月餅教室」

一連語言培訓中心
住所：深圳市深南大道2008号
           鳳凰大廈2棟502号
電話：（86）755-8860-1285
            (86)135-5495-0871
時間：9:30～22:00　

　中国には、中秋節が近づくと親しい人やお世話になっている人へ「月餅」を贈る風習が

ある。語学学校「一連語言培訓中心」では、月餅作りを体験できる料理教室を開講している。

中秋節が過ぎてもこの教室の人気は依然として高い。6人で開講される教室は材料費の

みでOK！白玉粉、片栗粉、でん粉を、牛乳や粉砂糖と一緒に混ぜ合わせて生地を作り、餡を

入れて型に入れればもう完成。手軽に体験できるだけではなく、アメリカやロシアといっ

た各国の参加者がいるのでおしゃべりも楽しめるので毎回好評だ。日頃習っている中国

語を使って交流しながら、中国文化に触れる機会にもなっている。

子供向け英語プログラムも充実
「ベルリッツ」

Berlitz Language Centre
住所：Suite 807-809 Harcourt Hse.,
           39 Gloucester Rd., Wanchai
電話：(852)2157-2222
メール：info@berlitz.com.hk
ウェブ：www.berlitz.com.hk

　「ベルリッツ」は、135年以上の歴史を持つ語学学校。世界中に500校以上、日本には80
校以上の学校があり、独自の教育方法で様々な言語クラスを提供している。特に、アメリカ
プリンストン本部で開発されたプログラムと教材を用いた英語クラスが有名。先生は訓練
を受けたネイティブスピーカー。クラスでは先生と生徒がコミュニケーションをとりながら、
楽しく勉強できるように工夫されている。リスニング、スピーキング、リーディング、ライティン
グの4つのスキルをアップさせる「通常英語クラス」のほか、インター校向けの「英語面接
クラス」、子供が正しい発音を身につけることができる「フォニックスクラス」、語彙と会話
の能力をアップさせる「ディベートクラス」を設けている。子供にきちんとした英語を習得
させたいと考えてベルリッツを選ぶ親も多い。

子供も大人も体と心を鍛えよう！
「香港柔道館」

香港柔道館
住所：Room 1202, East Point Centre
555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2591-4570
ウェブ：www.hongkongjudokan.com

　コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある「香港柔道館」は、館長の岩見武夫さんが66年に香港
で初めて開設した柔道の道場だ。柔道の練習を通して、体を鍛えるだけではなく、心を豊
かにし、良い人格を育んでいくことを目指している。こちらに通う生徒の国籍は20カ国以
上で、最年長の初心者は50歳を越える。段位を持つ上級者が指導するクラスは、7歳以下
と8歳以上の2コースに分けた子供クラスと、16歳以上の大人向けクラスがある。
　岩見さんは、中曽根康弘元首相の秘書を務めた後、香港警察で柔道の指導にも携わり、
東洋警備（香港）の会長としてセキュリティー業界で活躍してきた。いまは息子さん夫婦が
道場の運営を手伝っている。クラスへの新規登録は一人HKD1,000、その後の月謝は
HKD700。見学・体験は無料。家族や親子で一緒に学ぶと、お得な月謝の割引もある。

深圳 深圳

香港 香港

香港 香港

古典の漢字から現代書まで学べる
「書道教室 青峰社」

書道教室 青峰社
住所：Flat A, 15/F, Villa Claire, 
      　18 Ming Yuan Western St.,
      　 North Point
電話：(852)2366-5005
携帯：(852)9279-7208
メール：seihoshahk@gmail.com
               新書派 書道教師 梅野青峰

　古典の漢字、仮名、現代人のための現代書（調和体）ペン字と様々なことを学ぶことがで
きる｢書道教室 青峰社｣。新書派 書道教師である梅野先生が習字を通して静かに自分と対
話するお手伝いをしたいと開いた同教室は、主婦から日々忙しいサラリーマンまであらゆ
る層の方から支持されている。香港にいながら検定も受けられるので目標を持って学習
するのにもおすすめだ。午前、午後、夜の部とあり、自分で時間をアレンジすることも可能。
リラックスできる環境で自分を見つめなおす時間が欲しいと思っている方は是非先生に
連絡してみよう。
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テンプスタッフ
香港翻訳/銀行 香港/香港島 10K～20K勤務時間相談可。英日および日英翻訳業務。

業界経験不問。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 10K香港/香港島

半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・
英日翻訳など。

テンプスタッフ
香港営業/専門商社 20K香港/九龍

日系既存顧客に対する営業、フォロー全般
対応。新規顧客開拓。

テンプスタッフ
広州

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

東莞 RMB20K
以上

新規顧客の開拓、総裁の業務チーム管理。五
金業界で人脈ある方、中国語日常会話（出来
なくても検討可）。

香港/香港島 35K～45K テンプスタッフ
香港

電子/
半導体・電子・電気機器

ビジネスコンルティング業務全般。日本マー
ケットの取りまとめ。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港経理/建設・土木 20K～25K香港/九龍

美容関連商品の仕入先および卸先開拓。英
語および北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

電気/電気・電子関連 20K～25K香港/新界
資材発注、貿易関連業務（書類作成がメイン）。
英語ビジネスレベル、北京語できれば尚可。

テンプスタッフ
広州営業/総合商社 RMB18K

既存顧客対応、仕入れ先との交渉、技術部門
との調整・打ち合わせ。製造業界もしくは自
動車業界での営業経験、中国語ビジネスレ
ベル。

テンプスタッフ
広州

営業/
公益・特殊・独立行政法人

RMB10K＋
インセンティブ

新規開拓営業、既存顧客フォロー、翻訳後の
日本語文チェック。営業経験もしくは営業向
きな人、社会人経験3年以上、語学不問。

生産管理/繊維・アパレル 恵州

広州或いは
深圳

広州

応相談
工場管理、設備管理、製品出荷管理、労働者
の教育、安全管理。工場全体を統括管理でき
る方、中国語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州

顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運 RMB23K深圳

プロジェクト管理、顧客・開発会社・弊社との
間に立ちプロジェクトを遂行。電子回路知識
があり物作りの仕組みが理解できている方、
中国語挨拶程度。

企画・管理・経営関連/
メーカー

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント

営業/
エステティック・美容・理容

事務系関連職/
繊維・アパレル

テンプスタッフ
広州生産管理/紙・パルプ

生産管理/メーカー

テンプスタッフ
香港

営業/
生命保険・損害保険 15K～25K香港/香港島

日系企業担当の営業業務全般。業界経験不
問。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 15K～25K香港/九龍

マーチャンダイジング業務全般。アパレル経
験者歓迎。英語および北京語日常会話レベ
ル。

テンプスタッフ
香港

教師/教育 香港 20K文系又は理系の教師：小中学生担当。

テンプスタッフ
香港

IT関連技術職/
ソフトウェア・情報処理 香港/九龍 20K

金融機関向けソフト開発。その他プロジェク
ト対応。

テンプスタッフ
香港

営業/
フードビジネス（総合） 20K香港/九龍 飲食店への設計、プランニング、施工サービ

スの提案営業。フード関連ビジネス経験者。

テンプスタッフ
香港営業/物流・倉庫 20K香港/九龍 日系企業向け営業。新規顧客開拓中心。

テンプスタッフ
香港

営業/
医療用機器・医療関連 香港/香港島 20K～25K香港内の医療機関、食品工場、飲食店向け

営業。

テンプスタッフ
香港

フード/
フードビジネス（アジア系） 20K香港/九龍 ラーメン店：店長業務、店舗管理全般。

営業/物流・倉庫 香港/九龍
テンプスタッフ

香港18K～25K
日系顧客向け営業。将来的にはマネジャーを
目指している方。

香港＆広東
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営業/外資系金融 香港 JAC 香港～100K
（応相談）

外資系ファンドハウスの個人富裕層向けカス
タマーサービス＆営業募集、ネイティブに近
い英語力必須。

営業/ガラス・化学・石油 香港/香港島 JAC 香港20K～40K
燃料の新規開拓営業を中心とした販売。中・
長期的な取引営業に興味ある方。北京語また
は英語ビジネス。

JAC 香港事務系関連職/
ガラス・化学・石油 香港/香港島 18K～22K燃料商社にて営業アシスタント（内勤）。北京

語または英語ビジネス。

JAC 香港顧客サポート/物流・倉庫 香港 15K～16K
日系物流企業の引越し部門でのカスタマー
サービス（内勤）。英語または広東語会話レベ
ル以上。

JAC 香港購買/
半導体・電子・電気機器 香港 15K～25K

日系EMS企業での調達リーダー。Cost 
Down活動、部品納期交渉、品質問題の解析
管理。

東莞 応相談 JAC 香港技術系専門職/
半導体・電子・電気機器

日系EMS企業での実装技術・製造技術・品質
管理。語学不問。中国での経験者優遇。

インテリジェンス
香港

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運 香港/新界 15K～20K

大手日系物流会社にて新規開拓とフォローアッ
プ業務。取り扱いサービスは主に貨物輸送・引
越し・宅配など。1）3年以上の関連業務経験
2)コミュニケーションレベルの英語

JAC 香港経理/専門店
（ファッション・服飾関連）

～25K
(応相談)香港/香港島

外資系アパレルの経理データマネジメント担
当者募集、英語、日本語情報の整理、データ加
工など。

JAC 香港企画・管理・経営関連/
証券・投資銀行

～45K
(応相談)香港/香港島

中国系大手投資会社の日系投資家対応IR業
務全般。投資銀行、資本市場関連経験者歓迎。
英語必須。

JAC 香港顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問

～25K
(応相談)香港/香港島

日系保険会社のカスタマーサービス募集、業
界不問の個人、法人向けカスタマーサービス
経験者。英語必須。

JAC 香港コンサル/銀行 ～40K
(応相談)香港/香港島

中国華南地域の日系企業向け法規制、会計
コンサルティング全般。北京語、日本語必須。

インテリジェンス
香港

事務系関連職/
外資系銀行 香港/香港島 応相談

外資系金融機関にて投資家向けの広報およ
び経理アシスタント業務。 1)3年以上の関連
業務経験　2)ビジネスレベルの英語　3)高
い文書作成能力。投資銀行あるいは企業の財
務部での就業経験者歓迎

インテリジェンス
香港営業/生命保険・損害保険 25K～30K香港/香港島

日系法人顧客に対する提案型営業。主に既存
顧客のフォローアップ。　1)5年以上の法人
損害保険営業経験　2)ビジネスレベルの英
語　3)香港の保険営業資格保持者あるいは
入社後に資格を取得していただける方

インテリジェンス
香港15K～30K香港/九龍経理/建設・土木

香港の交通機関建設プロジェクトのコストコン
トロール業務。1)会計経験（製造業が望まし
い）もしくはQS経験　2)ビジネスレベルの英
語

小売店やレストランの設計・施工を手がける
デザイン会社でのデザイン業務。1)3年以上
の関連業務経験　2)Auto CADスキル　3)
コミュニケーションレベルの英語または中国
語（広東語/普通話）

インテリジェンス
香港

デザイン/
ディスプレイ・空間デザイン 香港/九龍 応相談

JAC 香港コールセンター/
インターネット関連 香港/香港島 20K

インターネットビジネス全般のコンサルティン
グ事業会社でのお仕事。カスタマーサポート
業務。英語コミュニケーションレベル。基本的
なITスキル。

JAC 香港デザイン/
専門コンサルタント 香港/香港島 ～23K

年刊誌の発刊・製作に掛かる広告や記事のデ
ザインやレイアウト作業。Webの経験あれば
尚可。英語。

インテリジェンス
香港事務系関連職/放送・新聞 17K～18K香港/香港島

マーケティング部に所属し、営業アシスタン
ト業務ならびに代理店対応業務。1)コミュニ
ケーションレベルの英語OR普通話　2)単独
での企業訪問が可能な方　3）配偶者ビザ
OR永久居民権保持者

インテリジェンス
香港15K～25K香港/新界フード/

フードビジネス（和食）

セントラルキッチンのサブマネジャー業務。品
質管理・サプライヤーとの連絡・スタッフ指導な
ど。1)食品業界での関連業務経験　2)コミュ
ニケーションレベルの広東語　3)配偶者ビザ
OR永久居民権ホルダー

日本人向けの学習センターにて、算数・国語・
英語学習指導を担当。1）教育に対する情熱 
(業界経験不問)　2）コミュニケーションレベ
ルの英語　

インテリジェンス
香港語学・教育関連職/教育 香港/香港島 15K～20K
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