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ビジネス（香港・広東共通）

キングスウェイ営業/専門商社 深圳 ～30K

5年以上の電子部品関連営業経験者。プリン
ト基板の日系既存顧客および新規営業。顧客
の窓口業務。納期管理、受発注管理。ビジネス
レベルの英語、または中国語。

HR-Link
ベトナム物流/倉庫

USD
2.5K～2.9K
（応相談）

ベトナム 【物流業務】物流会社。フォアディング（輸出入）。

HR-Link
ベトナム営業/広告・出版・印刷

USD
2K～3K
（応相談）

ベトナム
【提案営業】ベトナム国内調達を考えている日
系の製造メーカーへのパッケージ（梱包材）や
印刷物の提案営業。  

キングスウェイ購買/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 ～35K

3年以上の製造業での購買経験。電子部品系
購買経験尚可。日系顧客、仕入先との連絡業
務。仕入先、製品の開拓。生産管理。ビジネス
レベルの英語。

キングスウェイ経営/クレジット・信販 香港/香港島
或いは九龍 ～50K

5年以上の金融業（貸金、クレジット含む）で
のマネジメント経験。香港店の立上げにかか
わる諸業務。ライセンシーの申請管理等。ス
タッフ採用管理。本社への業務報告等。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ顧客サポート/
通信販売・ネット販売 ～18K香港/九龍

日本人顧客からの商品に対する問い合わせ窓
口、出荷手配、在庫管理。顧客対応経験者、就
労可能なビザ保持者。広東語、英語のいずれ
か。

キングスウェイ物流/倉庫 ～25Ｋ香港/九龍
3年以上の物流に携わっていた経験、物流会
社の経験者優遇。提案営業、新規営業、見積も
り作成、関連会社への連絡・調整業務等。ビジ
ネスレベルの英語もしくは中国語尚可。

キングスウェイ営業/電気・電子関連 ～30K香港/九龍

5年以上の営業経験者。印刷物及びパッケー
ジ関連の営業。日系既存顧客のフォローアッ
プ。価格交渉、品質管理。営業スタッフのスー
パーバイズ。ビジネスレベルの英語、または中
国語。

キングスウェイフード/
フードビジネス（和食） 香港/香港島 ～45Ｋ

3年以上の調理経験。鉄板焼きカウンターで
の調理、接客（食材・酒の説明）など。日本料
理店、寿司店などオープンキッチンでの調理
経験尚可。コミュニケーションレベルの英語
もしくは広東語語。

HR-Link
ベトナム営業/広告・出版・印刷

USD
2.5K～3K
（応相談）

ベトナム
【韓国語営業】ベトナム国内調達を考えている
韓国系の製造メーカーへのパッケージ（梱包
材）や印刷物の提案営業。

キングスウェイ営業/精密機器 香港/九龍 ～30K
5年以上の電子部品営業経験。既存顧客およ
び新規営業。日系顧客の窓口業務。納期管理、
受発注管理。ビジネスレベルの英語。

HR-Link
ベトナム営業/専門商社 ベトナム

USD
2K～3K
（応相談）

【営業】専門商社にて日系企業向け提案営業。

ベトナム

info@hr-link.jpE-Mail:info@hr-link.jp
[Head Office]
Room No. 209, 2nd Floor, 
No. 6 Nguyen Thi Thap, 
Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Vietnam
TEL:(84-4)3791-6473｠
FAX:(84-4)3791-6203

[HCMC Office]
6F,Packsimex Building,
No.52 Dong Du St, 
Dist.1 Ho Chi Minh City,Vietnam
TEL:(84-8)3824-4931｠
FAX:(84-8)3824-4932

[Tokyo Office]
〒103-0015　
東京都中央区日本橋
箱崎町32－3 11F
TEL:03-3662-3660 
FAX:03-3662-3668

「ベトナムで働く」を応援する

Web:hr-linkvn.com

その技術。まだベトナムで活かせます！その技術。まだベトナムで活かせます！

営業/広告・出版・印刷　勤務地：ベトナム
【提案営業】ベトナム国内調達を考えている日系の製造メーカーへの
パッケージ（梱包材）や印刷物の提案営業。  
US$2K～3K（応相談）

今週のベトナム注目求人

香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾廣場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間: Mon-Fri 09:30-18:30

企画/金融 深圳 インテリジェンス
深圳～RMB25K

コールセンター運営企業にて経営企画マネ
ジャー業務。1)各種レポーティングに必要
な文書作成・数値分析能力　2）社内コミュ
ニケーションレベルの英語。企画系業務・金
融・サービス業界経験者歓迎

営業担当/樹脂 深圳 インテリジェンス
深圳応相談

日系商社にて営業業務。1)2年以上の営業
経験 2)社内コミュニケーションレベルの普
通話。樹脂業界での営業経験のある方なお
可

インテリジェンス
広州営業/旅行・観光 広州 RMB11K～

日本人顧客対応、旅行案件企画、日系企業
向け営業、イベント関連業務など。1)2年以
上の社会人経験（業界不問） 2)旅行業界や
サービス業界に強い興味のある方

インテリジェンス
広州営業/不動産 広州 RMB

10K～15K

日系企業向け不動産営業職。新規開拓は少
なく、反響営業や既存顧客へのフォローが
中心。1)2年以上の社会人経験（業界不問） 
2)日常会話レベル以上の普通話

キングスウェイ顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 ～10K

（パートタイム)

1年以上の事務経験。金融商品購入に伴う
事務処理。入力作業、その他カスタマーサー
ビス関連のサポート業務。週5日、半日程度
のパートタイム。コミュニケーションレベル
以上の英語。

香港/香港島 ～23K キングスウェイWEB/専門コンサルタント
Web知識、経験のある方。Webサイト、メディ
ア広告企画、入力業務、トラブルシューティ
ング。コーディネーション業務。コミュニケー
ション以上の英語。

キングスウェイ編集/広告・出版・印刷 香港/香港島 ～35K
5年以上の編集経験。記事執筆、編集、広告
のアレンジ等。季刊誌の編集全般。ビジネス
レベルの英語、中国語尚可。

キングスウェイ営業/専門商社 香港/香港島 ～35K
2年以上の飲料食品業界営業経験者。顧客、
仕入先との連絡業務。仕入発注、その他関連
業務。ビジネスレベルの広東語。北京語もし
くは英語尚可。

香港



香港＆広東

香港

香港&広東

香 港
HONG KONG
香 港
HONG KONG

「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」

担当 : Ms. 西家 ( にしいえ )、Ms. ステイシー、
 Ms. 梁 ( りょう )、Mr. 松本

香港ワークスは香港エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です香港ワークスは香港エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です

日本人　商社／
営業など

日本人
アパレルマーチャンダイザー

日本人　会計士

中国人
日系製造業／通訳

USD 1.5K

応相談

USD 3K～6K

RMB 10K

英語ビジネスレベル。東南アジアでの経験豊富。契約成立実績豊富。
輸出入業務経験豊富。
北京語ビジネスレベル。レディースインナー、マタニティ、ベビー等の
布帛・ニット衣服の企画・資材手配・サンプル作成・納期管理など。顧
客対応経験もあり。

英語ビジネスレベル。米国会計士ライセンス保有

日本語ビジネスレベル。韓国語も可。日本企業にて15年の就労経験。
品質管理、営業、新人教育、通訳など。

香港・ベトナム・
東南アジア

東莞

香港・華南

東南アジア全般

ビジネス（香港・広東共通）
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経理/
フードビジネス（和食） 香港 香港WORKS20K～30K

店舗マネジャーですが、能力と経験によってい
ちホールスタッフから海外展開、企業計画の
一端を担うポジションまで。商品管理、売上集
計、売上計画、パート・アルバイトの管理・指導
など。英語または広東語

事務系関連職/
フードビジネス（和食） 香港 香港WORKS18K～25K

日本から出張でくる日本人社長の秘書。通訳
（広東語か英語）業者やりとり、店舗探し、出
張手配等。庶雑務等も臨機応変にこなせる方
（政治家の秘書のように）。必要経験。英語ま
たは広東語コミュニケーション能力。

香港WORKS企画・管理・経営関連/
フードビジネス（和食） 香港/九龍 25K～35K

飲食チェーンの香港支店オフィスでの総経
理のお仕事。コスト・数字管理：P/L・B/L、
スタッフ管理（150名程度）。社長の参謀役
として経営面でも品質、コストを徹底管理。

香港WORKS事務系関連職/
証券・投資銀行 香港/九龍 17K～20K

カスタマーリレーションサービスオフィサー、
香港投資ファンドに関するお客様の問い合
わせ対応、香港銀行口座開設説明、セミナー
会場へご案内、申込書の説明、パンフレット
郵送・説明、セミナーの準備（書類）。

RGF 香港営業/化粧品・医薬品 香港/九龍 23K
自社ブランドの化粧品の営業。ショッピング
モール内の店舗や小売りにての営業販売。
華南地区への出張有。北京語、英語必須。

香港/九龍 15K RGF 香港営業/食品
香港系企業にて食材の営業。主にに日系レ
ストラン、ホテルなどへの営業活動。経験無
くとも考慮。

RGF 香港サロン/
エステティック・美容・理容 香港 30K～35K

マネジャー、店長としてお店の管理、マネジメ
ント。スタッフの管理、トレーニング及び、月次
、週次、日々の数値管理。売り上げ拡大の為の
戦略構築。経験者採用、7年以上の経験。

HR-Link
ベトナム営業/メーカー

USD
2K～2.4K
（応相談）

ベトナム
【営業職】在ベトナム・ワイヤーハーネスの製
造メーカー。営業。

香港WORKS購買/電気・電子関連 15K～30K香港

購買スタッフ・マネジャー。電子部品及び
EMS製造の会社にて、香港IPOからの上海及
び珠海工場の購買サポート。購買業務全般。
英語でコミュニケーション出来る方。電子企
業経験者優遇。購買経験者優遇。

香港WORKS営業/環境・リサイクル
20K～30K
（能力や経験
により変動）

香港

主に日系企業へのアプローチ。取引企業と工
場での破砕の立会いと、工場の案内。工場見
学の際の各種企業へのプレゼンテーション。
海外からの顧客の接待。

HR-Link
ベトナム営業/専門商社

USD
2K～2.4K
（応相談）

ベトナム
【営業職】現地代表の右腕として、営業活動を
メインとしてベトナム人のマネジメントしなが
ら、業務を円滑に進めて行くこと。

RGF 深圳商社営業担当/商社 深圳 RMB
8K～13K

日系商社での営業担当。取扱製品はプレス機
械を中心に様々な産業機械を取り扱う。対象
は華南エリアの日系工場。まずは既存の顧客
先を担当。商品についても勉強。中国語がビジ
ネスレベルで使用できる方。

RGF 深圳商社営業担当/商社 RMB
13K～25K深圳

華南地域での樹脂原料の営業担当。中国語を
ビジネスレベルで使える方。募集対象は30代
以上であれば樹脂原料の営業経験者で即戦力
の方、20代の方であれば、工場向けの営業経験
が有る方で、同業種未経験者も育成する予定。

RGF 広州
RMB

15K～25K
（額面金額）

広州自動車部品営業部門
管理者/製造業

新規案件の日本人管理者からの情報収集によ
る拡販業務及び部下管理マネジメント業務。
他拠点責任者との社内調整（日本、タイ、アメリ
カなど）。

日系企業向けSI提案型営業。NWサーバー、
通信ネットワーク、SI、サーバーの設置、イン
フラ構築などの提案。営業地域は広東省全域
及び香港地区。

RGF 広州SI営業
（広州マネジャー候補者）/IT 広州 RMB

15K～20K

RGF 香港マーケティング/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 25K～

外資系製造業にて、マーケティング職の募集。
商品のブランド構築、イベント、展示会開催。
電子・電気系にてのマーケティング経験者優
遇。

RGF 香港生産管理/繊維 香港/九龍 20K～25K
アパレル繊維商社にての生産管理業務。納期
管理、サンプルチェック、部材購入、支払い業
務全般。若手希望。

RGF 香港金融/銀行 25K～30K香港
日系銀行にてのコンプライアンス部門。本社サ
イドとのやり取り。コンプライアンス経験者、未
経験者どちらも可。金融経験者歓迎。

RGF 香港30K～35K香港金融/外資系金融
外資系銀行のプライベートバンキング部門に
てのアシスタント職。経験者優遇だが、未経験
でも考慮。

金融サービス業にてのアシスタント業務。営
業チームのアシスト、新規顧客開拓後のフォ
ローアップ。ノルマ無。

RGF 香港金融/その他 香港/九龍 19K



　東京五輪の開催決定とアップルの新型iPhone発表が中心のランキングとなりました。五輪決定
後は株式市場も強く反応し、五輪相場に関する記事が多く読まれました。iPhoneは製品内容の解
説から、ついにアップルと手を組んだNTTドコモの動向まで注目を集めています。9月7日～13日
のよく読まれた記事を紹介します。
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ビジネス（香港・広東共通）

（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）

老後のぜいたく程々に　リタイア貧乏の怖さ （9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）

東京五輪相場、短命の予兆　前回に学ぶ光と影 （12日）

(3)低価格iPhone「5c」など20日発売 （11日）

(4)詳しくは電子版をご覧ください

(5)東京五輪開催決定、株式相場への影響は （8日）

(6)新型iPhoneのカメラは1300万画素か （9日）

(7)ソニー「PSヴィータTV」、エンタメ支える伏兵に （10日）

(8)東京、票読みズバリ　「安全・確実」に支持拡大 （8日）

(9)東京五輪開催で恩恵を受けそうな銘柄は （8日）

(10)「継続型」は松田聖子1人　歴代アイドルの軌跡 （9日）

香港 香港

香港

読まれた記事ランキング
9月7日～9月13日



ビジネス（香港・広東共通）
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　前回は人事評価シリーズの第3回として、評価制度の構築に
ついてご説明しました。今回は同シリーズ第4回として、評価の
処遇への反映についてご案内します。
■評価の処遇への反映
　評価結果を処遇に反映する際、毎回胃の痛い思いをされてい
る管理者も多いのではないかと思います。ここではまず、成果（結
果とプロセス）の昇給・昇格・賞与への反映について、その基本的
な考え方について説明します。
　まず図１．右側の結果ですが、太字の矢印で示した通り、一定
期間の結果だけを切り取った形になるので、業績や貢献は主に
賞与に反映されるべきと考えます。 
　一方、それを昇格の基準にすべきかどうかについてですが、正
しいプロセスを経て結果が上がったのであればまだしも、そうで
ない場合、例えばたまたま結果だけが良かったということもあり
ます。それをそのまま昇格に繋げてしまうと、全社的な方針実現
のベクトルにズレが出てくる可能性もあります。普段は滅茶苦茶
な行動をとっている社員が結果だけで昇格するとなると社内で
混乱が起こりやすくなります。同等級内での昇給はあるものの、
やはり結果だけを以って昇格すべきではないと考えます。 
　一方プロセスですが、これは昇給・昇格・賞与全てに反映すべ
きものです。行動は職務そのものです。職務レベルが上がれば昇
給・昇格することは理にかなっています。 
　中国では職能給ではなく、遂行する職務によって賃金が決定
する職務給を常々お勧めしています。職務主義とは、職務レベル
が上がることで同等級内にて昇給し、一つ上の等級にある職務
をメインに行うようになれば昇格する仕組みです。賞与は一時金
ですので評価結果を基に計算しやすい性質のものですが、賃金
となると別です。 

第41回　「中国における人事評価について(4)」中国人事労務のエッセンス

住所：深圳市福田区民田路178号華融大厦1909-10
TEL：（86)755-2399-6500
E-Mail：infosz@anchor-hrm.com.cn
URL：http://anchor.yingchuang.com/JP/
「中国人事労務のエッセンス」過去記事すべてを弊社HPに掲載しています。
こちらのアドレスからご覧ください。
http://anchor.yingchuang.com/JP/

北尾直樹 インテリジェンスアンカーコンサルティング深圳　総経理

■市場価格の存在
　社員数にもよりますが、普段誰が良く仕事をしていて、結果を
出していて、あるいは結果を出せそうかということがある程度見え
ていて、管理者の頭の中では、誰に幾らくらいの賃金を支払おう
というのが実は最初からある程度決まっているようなこともある
と思います。なぜなら市場価格の存在があるためです。１回の評
価結果に固執し過ぎ、市場と比較して賃金を低く抑えてしまうと、
どうしても退職リスクが高まってしまうため、市場価格というもの
は無視することはできません。 
　日本では、その会社だからこそ発揮できる能力などが評価さ
れ、社内価値が市場価値を上回ることで転職の抑止につながる
ことがありますが、中国ではどうでしょう。そもそも能力自体、その
評価が難しい状況の中で、社内だからこそ発揮できる能力という
ものをうまく評価できず、その結果、市場価格が社内価格を上回
るという状況を生んでいるケースが目立つように思います。これ
が職務主義だと外部市場との比較もしやすくなります。 
　日系企業は平均主義と言われて久しいですが、優秀な人材の
リテンションを考えるには、職務に基づいたメリハリのある賃金
を支払えるようなビジネススキームを考える他ないと考えます。 

■ 評価の目的
　最初から処遇がある程度決まっているのであれば、評価制度
など不要ではないかという声も聞こえてくるかもしれません。当シ
リーズ前半で申し上げた通り、評価には処遇の決定以外にもう
一つ大切な目的があります。育成です。 
　評価制度を人材マネジメントのツールとして使い、日常のマネ
ジメントの中で部下の仕事の結果や内容について分析し、その結

果を本人にしっかり伝えることで本人の長所を一層伸ばすと同
時に不足を補い、弱みを補強していきます。つまり、どうすれば部
下の社内価格と市場価格を上げることができるかを部下と一緒
に考えていくことが大切です。 
　処遇に対する期待値の調整はこうした日常のマネジメントの
中でも行われます。一年に１回、あるいは半年に１回しか評価を
行わないのであれば、処遇に対する部下との摩擦を容易に生む
ことになります。そういう意味でも、評価は毎日必要なのです。 

香港＆広東
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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）

「まさか」への備えは大丈夫ですか？
保険について気軽に無料で相談できるカウンター

Insurance110Insurance110
　香港で、主に損保を中心に長年日系企業をサポートし
ている「NNI Insurance Brokers」と、北海道から沖縄まで
日本全国にカウンターを展開し生命保険・損保の保険代
理店として無料相談や見直し等お客様のアドバイスを
行っている「ほけんの110番」が年月を掛け香港市場を
調査し、個人向け保険を取り扱う「Insurance110」を立ち
上げ、このほどコーズウェイベイ（銅鑼湾）のWindsor 
Houseで「Insurance110」設立のオープニングセレモニ
ーが開かれた。

　「保険」というと日本人の場合、「生命保険に勧誘され
たから入った」「保険はややこしくてよくわからない」と思っ
ている人も多いのでは？重要な役割を持つにも関わら
ず消極的なイメージを持つ人が大半を占めるのが「保
険」ではないだろうか。

　そんな「生命保険」に対するイメージや偏見を変える
ことをミッションに「万が一の場合の保障」だけでなく
、一人一人のライフプランの設計に欠かせない生命
保険を、香港に住んでいる日本人にも「保険について
気軽に相談できる場所」を提供しようと設立されたの
が「Insurance110」だ。

　それでは、同社の考える「良い保険」とは、なんだろう
か。それは、「お客様のニーズに合った保険」だ。その「良
い保険」を提供する為に、一人ひとりの声をトコトン聞き、
それぞれに何が必要なのかを見極め、最も的確で最善
のアドバイスができるように、情報や知識ばかりではな
く、安心して話ができるようなあらゆる環境を提供する。

　海外で生活しているからこそ考えておかなければな
らない急な怪我や病気。同店では誰でも起こり得る怪我
や病気に対して言葉はもちろん、設備や対応など日本人
でも安心していける病院選びやキャッシュレスサービス
などもサポート。

　さらに、不安に思わない人はいないだろう、老後の生
活費。今や年金は自分で作る時代とまで言われている。
ここでは「年金」の世界的な常識を知り、自ら対策を講じ
るようサポートもしてくれるので安心だ。

　いつ起こりうるかわからない「まさか」や何気ない日
常生活での「もしかしたら」という漠然とした不安を抱え
ている人やそうでない人もInsurance110にまずは相談
でもしてみてはいかがだろうか。

　PPWが招待されたオープニングセレモニーには、ほけん110番
代表取締役の中西氏（左）Insurance110代表取締役の中山氏(右)
と、キャラクターの「ほっとん」君（5才）にもお会いする事ができた。

　なんでもほっとん君、駐在員になりたいそうで…。頑張れ、ほっ
とん君！！

住所：Room 1003, 10/F., Tower 1, Lippo Centre,
        89 Queensway, Central
電話：(852)2104-3131
ウェブ：www.nni.com.hk

insurance110
住所：Room 3902, 39/F.,Windsor House,
　　 311 Gloucester Rd.,Causeway Bay
電話：3182-0110
ウェブ：http://www.insurance110.com

ワン・テン

ワン・テン

ワン・テン

ワン・テン

ワン・テン

ワン・テン

広東香港＆広東

広東
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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・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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.freevar.com ご覧下さい 。
或はMs.Wongまでご連絡下さい。
電話：(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：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アロマセラピー基礎クラス
「ニールズヤードレメディーズ・アロマセ
ラピー基礎クラス」では、英国の老舗ニー
ルズヤード 製品を用いた実習を交えなが
ら、アロマセラピーの基礎知識を、日本語

で楽しく学ぶことができますので、全くの
初心者の方にもおすすめです。
また、この基礎クラスには日本アロマ環境
協会（AEAJ)検定1・2級のカリキュラムも
含まれていますので、同協会の検定試験
を考えている方や将来アロマセラピー関
連の資格取得を希望されている方にも最
適です。
基礎クラス修了時には、ニールズヤード・
ジャパンの修了証明書を発行いたします。
開講予定日：
①2013年10月24日（木）～毎週木曜日
10:00～12:00　（全6回）
②2013年10月26日（土）～毎週土曜日
10:00～12:00　（全6回）
詳細は：ameblo.jp/furong-jp/entry-
11614588920.html
メール：info@furong.jp (大和田まで）

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）

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。
電話：(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。
メール：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（中環）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:(852)2537-7787（Ms. Rabina）

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド
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香港スクール

　香港で生活しているなら身につけたい広東語•北京語。香港には多くの語学学校が存
在する。では、どこで習う？一度は皆悩むのではないだろうか。編集部はなんと今年で20
年目を迎える「東亞語言文化学校」にお邪魔してきた。

　ジョーダン（佐敦）駅D出口からチムサーチョイ（尖沙咀）駅に向かって歩いていくとだ
んだん甘い匂いがしてくる。北角鶏蛋仔だ。甘い匂いにつられて通り過ぎないように！そ
の手前にあるBOWA HOUSEの6階と7階に同スクールがあり、受付は6階になる。

　東亞語言文化学校は、日本語学校でもあり、北京語•広東語を指導している学校で
もある。授業は、初級から上級までクラスが分かれている。初級は基本的な文法から
発音、発音記号を学び、レベルが上がるにつれ広東語や北京語で授業が進むように
なるのでしっかり文法から身につけたい人にとってはピッタリだ。

　しかし、仕事で北京語が必要だが、出張ばかりでなかなかレッスンに通えない！来
月1ヶ月、出張に行くので今月は行けるだけ行きたい！そんな人の為に、同スクールは
プライベートレッスンも行っている。出張先で北京語でプレゼンしなければいけない、
など目的とレベルに合わせて授業するのでまさに忙しいビジネスマンに最適。

　それでも、行きたいけど会社が遠くて通えない。北京語を身につけたいけど、子ど
もが小さいし…。そんな悩みも同スクールでは、企業、家庭への講師派遣も行ってい
るので安心だ。実際に、企業の社員研修の為に派遣している実績もあるので実力は
お墨付きだ。

　プライベートレッスン、派遣というと敷居が高いように感じるが、希望の受講日、時
間、授業内容、使用教材を自由に設定する事ができるので授業についていけない、
なんて心配もなし。自分の都合に合わせて授業を受けることできるスクールは他には
ないのでは？

　また、ベテラン講師も在籍しており、先生は日本語が喋れるのでわからないとこが
あれば日本語で質問できるので安心だ。

　他校にはない特色として、中国語検定試験の対策講座をしており、香港で唯一の指
定校であることも注目だ。

　まずは、見学だけでも気軽に問い合わせてみよう！

東亞語言文化学校
住所：6-7/F Bowa House, No.180 Nathan Rd., Kowloon
電話：(852)2311-0561
メール：info@toa-school.edu.hk
ウェブ：www.toa-school.edu.hk

こちらが看板こちらが看板

香港

香港

香港
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STARTS香港
Company License No. C-023320
STARTS香港
Company License No. C-023320
STARTS香港
Company License No. C-023320

TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041

香港

（物件名）  ロイヤルペニンシュラ  半島豪庭
（所在地）  ホンハム
（間取り）  3LDK  1,270sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり 
（環　境）  ホンハム駅すぐ
（備　考）  ペットOK  プール、ジム、小学校、幼稚園送迎バスあり。
  KCRホンハム駅すぐ横で、通勤・中国方面の移動にはと
  ても便利。尖沙咀中心地までバス約6分。MTRチムサー
  チョイ（尖沙咀）～
  セントラルまで約6分。

Royal Peninsula

Grand Promenade

（物件名）  グランドプロムナード  嘉亨湾
（所在地）  セイワンホー
（間取り）  3LDK  932sq ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  セイワンホー駅  徒歩  5分
（備　考）  海際に建つスタイリッシュなマンション。香港島日本人の最も多 

 く住むと言われるタイクーシン（太古城）にあり、日系スーパー 
 「JUSCO」 「APITA」も近い。

（月　額）  HKD35,000　管理費、税金込み

Robinson Heights

（物件名）  ロビンソンハイツ  楽信台
（所在地）  セントラル
（間取り）  3LDK　1237sq. ft.
（室　内）  全家具家電あり, 海景
（環　境）  セントラル駅　徒歩　10分
（備　考）  ソーホーやランクアイホン（蘭桂坊）などの各種の飲食店  

 が集中するレストラン街と香港有数のアンティーク街も  
 あり、気軽にお食事や買い物に行くことができる。

（月　額）  HKD45,000　管理費、税金込み

広東

広東
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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
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 
広州カジワ不動産 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
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
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
深圳市福田区彩田路
東方部天地広場D座1805室
深圳カジワ 不動産 TEL(86) 755-23917261
深圳市福田 区彩田南路3069号
星河世紀大廈A座2411室  

香港

香港 香港
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サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第19節】
　8月30日（金）の夜、香港1部リーグが開幕した。香港リーグは
極東や東南アジア諸国と違い、本場欧州の主要リーグと同様
に、この晩夏の季節に幕を開ける。この地域では、英国の影響を
色濃く残す香港と豪州だけが、秋春制の開催を維持している。

　今季の香港1部リーグは、昨季2部の3位までのクラブが昇格
（1部最下位が降格）して、合計12のクラブによる総当たり2回戦
制となり、各クラブは22試合を戦い、優勝クラブには2015年の
ＡＦＣカップへの出場権が与えられる。逆に最下位のクラブは
来季の2部降格の憂き目に遭う。

　リーグ戦の他に、リーグよりも長い歴史を誇る伝統のシニア
シールドと、香港協会カップの2つのカップ戦が開催される。さ
らに今季の最期に、両カップ戦の優勝クラブと、リーグの2位と3
位のクラブによるプレーオフを制したクラブに、2015年ＡＦＣ
カップのもう一枠の出場権が与えられる。

　今季の開幕に向けた真夏のプレシーズンは、各クラブは例年
に比べて忙しい2ヶ月だった模様だ。昨季より参戦クラブが2つ
増加した事により、まず先にわれ先にと、自クラブの所属選手の
人数確保に追われていたようだ。

　一昨季あたりから、香港代表の主力クラスの選手たちが、中
国のクラブへの移籍を果たし活躍するようになり、それらに続く
選手たちが成功した先人たちの後を追う潮流がある。香港人お
よび香港に帰化した選手は、中国では国内選手（ＧＫは除外）

として登録され、中国側のクラブにも補強メリットが存在する。

　また代表レベルに満たない香港人選手たちにも、少しでも実
力のある選手を確保したい各クラブが、各々のレベルに見合わ
ない条件を提示して、云わば奪い合いの売り手市場に発展した
様子で、昨季は試合に出場できなかった選手や、2部以下でプ
レーしていた無名の選手、また一度は現役を引退していたよう
な選手が復帰を果たすなど、2つのクラブの増加は地場の選手
たちに大きな恩恵を与えている。

　併せて、外国人選手枠も臨機応変の如く増加して、昨季の4/6
（4人同時出場6人選手登録）が5/7（同5人7人）に膨れ上がった
事で、本来であれば、もう声も掛からないようなレベルの低い外
国人選手たちが、各クラブの外国人選手枠を軒並み埋めている
状況なのだ。

　因みに、今季は7人の外国人選手の登録枠が設けられたが、7
人を登録した場合は必ず1人はアジア人選手とする条件があ
り、アジアではサッカー強豪国となる日本、韓国、豪州の選手た
ちの需要が見込まれている。アジアサッカー連盟主催の、ＡＣ
ＬやＡＦＣカップなどの国際大会で採用されている1人のアジ
ア人枠を、国内のリーグにも設けた動きがあった。

　リーグ開幕の第1節から3試合を観戦したところで、順位の予
想など出来ない状況ではあるが、2014年のＡＦＣカップ出場
権を獲得している、南華と傑志の両名門クラブによる一騎打ち

は間違いのないところで、２部から数季ぶりに1部復帰を果たし
た東方沙龍と、クラブの身売り後も堅調な太陽飛馬が、２強に
続く存在である事は容易に予想できる。

　今季の香港1部リーグでプレーする日本人選手（永住資格者
を除く）は、9月12日（木）現在で5人。10月2日（水）の登録期限ま
でに若干名増える可能性も残されている。また来年１月の移籍
市場でも入れ替えや補強がなされる事と思われる。週末に彼ら
同胞選手の勇姿を拝みに、最寄のスタジアムに脚を運んでみる
のも良いだろう。

≪つづく≫
文 / 池田宣雄 （イケダノブオ）

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info

深圳香港
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香港ヘルス＆ビューティー
　紳士専門のエステは珍しい中、香港でも有名なメンズビューティーハ
ウスが「ダンディハウス」だ。香港人スタッフは日本人スタッフの指導の下
3ヶ月のトレーニングを受けているので、日本と同様のサービスが受けら
れる。

　夏の間のダメージを受けたままにしている方、ぜひ今秋・冬に向けてトー
タルビューティーを目指そう。「昨日より、カッコいい」自分を見つけること
ができるはずだ。コースはダイエット、引き締め、脱毛、フェイシャル、ブラ
イダルから選ぶことができる。中でもおすすめは以下の3コース。

　近年男性のエステも珍しくなくなってきてお
り、女性と同じように男性も美を追求し始めてい
る。香港の気候に肌を傷めている男性たち、ぜ
ひ年末のイベントシーズンに向けて、今から肌
の手入れをしておいてはいかがだろうか。周り
の女性たちからの視線が変わるかもしれない。

香港 香港

昨日より、カッコいい
男のエステ「ダンディハウス」

昨日より、カッコいい
男のエステ「ダンディハウス」
ダイエット「トリプルバーン痩身法」
セルライト・皮下脂肪・内臓脂肪を同時にアタック！
　「トリプルバーン痩身法」は同店のイメージを務める木村拓
哉氏と共同でアレンジされた看板メニュー。このコースを通し
て、多忙な男性でもラクに引き締まった体を手に入れることが
できる。
　まずはスポーツ医科学に基づいた8種類の運動プログラム
を内蔵した「ファットバーン」。全身のツボと筋肉の20箇所に
パットをつけ30分間の振動を与える。すると60分間の有酸素
運動と同等のエネルギー消費効果を得ることができる。そして
脂肪を燃えやすい状態に整える「ミリオンウェーブ」。1秒間に
100万回のミクロの波が、体の深部を温めながら皮下脂肪を

フェイシャル「ニキビ大作戦」
ニキビ・ニキビ跡を美しく！
　ニキビはケアの方法を誤ると、ひどいデコボコや色素沈着
を起こしてしまう。男の肌を知り尽くしている同店で脂ぎった
肌をスベスベな卵肌に蘇らせてみよう。
　まずは、酵素マスクで肌表層の汚れを浮かせ、2種類のブラシ
で顔の角質、油、タンパク質を除去する「ブラシクレンジング」。
そして強塩基性ローションを顔に塗り、蒸気で残っている角質
をさらに柔らかくする「オープンボア」。

「男の脱毛」
面倒なヒゲ・ムダ毛のケアを！
　男性にとって毎朝時間がかかるもの。それはヒゲ剃りではないだろ
うか。人生でヒゲに費やす時間を考えたら脱毛もあり？ほかの気にな
る部所ももちろんOK。今や脱毛は女性だけのものではない時代だ。
　ムダ毛処理の定番「美容電気脱毛」は顔、ヒゲ、腕、胸など全身・部

ハーバーシティー店
住所：1008-1009, 10/F., World Commerce Ctr.,
　　   Harbour City , 11 Canton Rd., TST
時間：10:00～22:00
電話：(852)2314-2611（日本語可）

セントラル店
住所：Shop B 9/F., Entertainment Bldg.,
           30 Queen's Rd. Central
時間：月～金　12:00～21:00、土日祝　11:00～20:00
電話：(852)2526-6671

ダンディハウス 
Dandy House
ウェブ：www.dandy-house.com.hk

単価：HKD1,700/90分間
初回体験価格：HKD488/90分間

ほぐしていく。最後に凹凸した特殊機械を使用する「セルライ
トバーン」。頑固なセルライトを吸引しながらもみほぐし、血液
とリンパの流れをよくする。施術中にリンパの流れが悪いと痛
みを感じるが、回数を重ねると改善される。施術後は脂肪が燃
焼するため、スポーツ後のような爽やかな気分になりリラック
スできる。

単価：HKD1,400/60分間
初回体験価格：HKD488/60分間

単価：HKD710/30分間
初回体験価格：HKD488/30分間

　柔らかくなったところで、同店専用マシンで毛穴に残ってい
る汚れを取る「サクション・スクウィズ」。マシンで対応できない
角質や吹き出物はスタッフが手で取ってくれる。最後にマスク
で引き締める「スーパーリッチマスク」。ヒアルロン酸とセラミ
ドマスクで保湿し、毛穴を小さく引き締める。

分的に1本1本スピーディーに処理してくれる。ほかの脱毛より確実性
が高く、部分的に残したりデザイン性が高いため、ヒゲ脱毛におすす
めの施術だ。また、毛穴に潤いがあるほうが効果的で痛くないため、
フェイシャル後の脱毛が効果的とされる。
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