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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！

どこへ行くシャープ
サムスン合弁、破談の内幕 （19日） 

iPhone5cの絶妙バランス
カジュアルで高性能 （18日） 

3位～10位は・・・
弊紙14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14日～9月20日 

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

週
報
週
報

HKD1,000相当！
天府人家のピリ辛ランチセットを
試食モニター1組4名様無料ご招待！

詳しくはP26をチェック

HKD1,000相当！
天府人家のピリ辛ランチセットを
試食モニター1組4名様無料ご招待！

詳しくはP26をチェック

香港湾仔盧押道18号海徳中心3楼（謝斐道に入り口があります）
3/F., One Capital Place, 18 Luard Rd., Wan Chai
ご予約電話：(852)2205-0020

東城大廈
East Town Bldg.

六國中心
Luk Kwok Ctr.

中國海外大廈
China Overseas Bldg.

謝斐道   Jaffe Rd.

駱克道  Lockhart Rd.

軒尼詩道       Hennessy Rd.

盧
押
道
  L
ua
rd
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d.
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道
  O’Brien Rd.
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トピックス（香港・広東共通）

香港

広
州

香
港
姫川班　最後の事件！
ストロベリーナイト映画　香港上映

　警視庁捜査一課殺人犯捜査係に配属され、直感と行動力を武器に、数々の難
事件を解決した女性警官・姫川玲子。彼女が率いる姫川班の管轄で殺人事件が
起こる。4つの死体は別々の暴力団に属していた組員たちだったが、左目が縦に切
り裂かれる共通性があった。警察は連続殺人事件とみて、合同特別捜査本部を
設置したところ、姫川は「犯人は柳井健斗」という不審な電話を受けた。同時
に「柳井健斗に近づくな」と上層部から圧力を受け、事件を封印しようとする動き
が見られた。納得できず、自身の班の部下たちを巻き込まないよう、単独捜査を始

める姫川。そのときに出会う一人の男・牧田は9年前に起きた殺人事件の鍵を
握っている人物なのではと思われ･･･
　複雑に絡み合う連続殺人事件に直面する様を描いたサスペンス作品。数多く
の賞を受けた推理小説家誉田哲也の警察小説シリーズ「姫川玲子シリーズ」を
原作とするフジテレビの刑事ドラマ「ストロベリーナイト」の劇場版作品。日本興
行初登場第1位！そしてネット調査による満足度ランク第1位！原作とドラマ
ファンから好評を得ている同作の香港上映、お見逃しなく！

贈答にも使える「ビュッフェ券」あり！
粤海喜来登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）

　広州のビジネス地区、天河区に位置する「シェラトン広州ホテル」。
2011年にはレアル・マドリード中国ツアーの主要イベント会場となったこ
とでも知られている。地下鉄「体育西路」駅に直結しており、香港への直通
列車のある広州東駅へは2駅という絶好のロケーションだ！445室のゲ
ストルームは、シェラトンホテル特製のベッド、40インチの液晶テレビなど
を完備、快適な居心地を追及している。さらに、西洋料理「盛宴」、広東料
理「采悦軒」、イタリア料理「バネ」、ロビーバーなど5軒のレストランとラウン
ジが最高のもてなしを提供してくれる。

　「盛宴」では、オープンキッチンで調理したお料理をビュッフェスタイルの
ほか、アラカルトメニューも提供。10月中の毎週月曜日には「南アメリカグ
リルディナービュッフェ」を実施している。海鮮、お寿司、グリル料理、デザー
ト、好みの料理をとことん堪能できる。さらに、ビュッフェ券も販売しており、
10枚分購入するとさらに4枚サービスも。大人数での利用にお得なビュッ
フェ券、お友達や同僚とスタイリッシュな食事を楽しもう！

粤海喜来登酒店（Sheraton Guangzhou Hotel）
住所：広州市天河区天河路208号（体育西路・天河路交差点）
電話：(86)20-6668-8888
ファックス：(86)20-6682-2588
ウェブ：shenzhen.grand.hyatt.com/zh-Hans/hotel/home.html

「盛宴（Feast Signature Restaurant）」
南アメリカグリルディナービュッフェ
（南美焼烤美食主题自助晚餐）
期間：10月中の月曜日
予約：(86)20-6668-8888 ext. 6810
価格：RMB358（1人）

香港

中国全土

ストローベリーナイト
10月24日上映
監督
佐藤祐市
出演
竹内結子、西島秀俊、小出恵介、三浦友和



香港 香港

香港＆広東



トピックス（香港・広東共通）

04 Pocket Page Weekly 04 October 2013 No. 403
B
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香港香港 香港

香
港

マカ
オ

日本人宅の内装実績あり！
安心の葵ホームズ

　日本家具の販売と個人宅の内装を手掛ける「葵ホームズ」。日本人宅の内
装実績もあり安心して任せることができる。日本の大手家具メーカーと共同
で家具を開発した経験もあり、その評判はお墨付きだ。また、同社が販売する
日本式の家具は、香港のみならず海外でも人気があり、ロシアなどのヨーロッ
パ諸国からも買い付けに来る顧客がいるそうだ。
　そんな同社が今回おすすめするのが、シックなデザインの高機能ソファ。足
元には収納できるスペースがあり、部屋の面積が狭い香港では人気の商品と
なっている。背もたれ部分にはミニテーブルも搭載されていて部屋でのくつろ

コロネア島ビーチでマカオリゾート満喫！
澳門威斯汀度假酒店（THE WESTIN RESORT, MACAU）

　マカオ・コロアネ島南端の海岸線沿いに建つ「ウエスティンリゾート・マ
カオ」は、慌ただしい日常から離れてくつろぐのに最適のロケーションだ。緑
豊かに熱帯の植物が生い茂り、はるか遠くまで続く南シナ海の景色が望め
る。チャコール色のハクサビーチ（黒沙海灘）やチョクワンビーチ（竹湾海灘）
も近く、マカオならではの南国気分を満喫できる。ホテル内のレストランで
は、化学調味料を使わない新鮮で本格的な中華料理をはじめ、アジア料理
や国際料理など、カジュアルから一流レストランまで、豊富な味とスタイル

が整っている。すべてのレストランから、広い海と庭園の美しい景色が一
望できる！
　1階「カフェ・パノラマ」で毎週木曜日ディナーの時間帯に振る舞われて
いるのが「インド・タンドリー・ビュッフェ」。夕食のひと時、あなたを魅惑の
インド世界にいざなってくれる。スパイシーな味わいがあなたをとりこに
すること、間違いない！熱帯性気候、独特の融合文化、歴史的建造物、そ
して食欲をそそる美味！マカオでのリゾートを満喫だ！

澳門威斯汀度假酒店（THE WESTIN RESORT, MACAU）
住所：1918 Estrada de Hac Sa,
        P.O. Box 1429, Coloane, Macau 
電話：(853)2887-1111　FAX：(853)2887-1122
ウェブ：www.starwoodhotels.com/westin/property/overview/
　　　  index.html?propertyID=1065&language=ja_JP&localeCode=ja_JP

「カフェ・パノラマ（Panorama Lounge）」
インド・タンドリー・ビュッフェ
（印度天多尼焼烤自助晚餐）
期間：12月26日までの毎週木曜日
時間：19:00～22:00
予約：(853)8899-1020
価格：大人 MOP 288、子児 MOP144
       （4名でのご利用の場合１人分サービス）

ぎの時間をより充実させてくれそうだ。カバーは麻でできており、湿気の多い
日でもサラサラとした触り心地で快適。ペットのいる家庭でもお手入れが簡
単と評判だそう。
　同社の家具は、高機能でデザインにもこだわりがあるものばかりだ。香港で
家具選びに困ったら是非オーナーのタクミさんに問い合わせを。日本語が堪
能で、それぞれの条件や予算に合わせた提案をしてくれるので安心。ホーム
ページやスマートフォン専用アプリでも家具や内装の紹介をしているので気
になる方はチェックしてみて。

葵ホームズ
住所：Rm.1732, 17F., Pacific Trade Centre, 2 Kai Hing Rd., Kowloon Bay
電話：(852)5301-0238 担当 タクミ(日本語の窓口)
ウェブ：www.takumiconsultant.com
メール：howard@takumiconsultant.com
スマートフォン専用アプリ：AOI Furniture Smart

おすすめの高機能ソファおすすめの高機能ソファ

オーナーのタクミさんオーナーのタクミさん
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香港ピックアップ

10月31日上映 10月中

そして父になる
愛や絆、家族をテーマした感動作

監督
是枝裕和
出演
福山雅治
尾野真千子
真木よう子
リリー・フランキー

第66回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞作！
　都心の高級マンションで妻・みどりと6歳の息子・慶多と暮らす、大手建設会社に勤めるビ
ジネスマン、野々宮良多（福山雅治）。ある日の産院からの電話で、慶多は出生時に病院内で
取り違えられた他人の子だと知る。みどりと共に大きなショックを受けた良多は、重大な決断
を下さなければならないことに悩みながらも、取り違えの相手、まったく別の生活をしてきた
斎木夫妻との交流を通して、お互い成長していく。ドラマ「ゴーイング マイ ホーム」や映画「奇
跡」などを手掛けた是枝裕和監督の最新作。また、福山雅治が初の父親役を務めた注目の作
品だ。

今週の香港ピックアップ

深圳

Tin Tin Bar and Pool Bar
オクトーバーフェスティバル

Doppio Zero Pasta & Wine Bar
ディナープロモーション

スポーツに最適。汗なんて気にならない！
　人気スポーツブランドの｢PUMA｣からタイムツイストシリーズが登場。
ストラップは肌に優しく、肌と時計との摩擦を軽減。つけ心地が良く汗を
かいても不快感を覚えることがない。耐水性、ストップウォッチ、ブラック

PUMA タイムツイストシリーズ
カラフルな耐水性腕時計

    

広東

販売中

PUMA 專門店
 (852)3971-1100
メンズ：HKD550
レディース：HKD450

ライトなどの便利な機能付。10色を超
える種類を取り揃え、カラフルなボ
ディーもスポーツの際やアウトドアで
のアクティビティにぴったり。

香港 香港

FACEMATTER
スキンケア新シリーズ

Harvey　Nichols　The　Landmark
15 Queen’s Rd., Central, 
LANDMARK, Central
(852)2524-9333
www.facematter.com

国際的な皮膚科医も認めるメディカルケア
　15年に渡り国際的な皮膚科専門医の下で研究を重ねて生まれた、ス
イスのメディカルスキンケアブランドの｢FACEMATTER｣から｢Skin 
Therapist series｣が新登場。植物由来成分とスイスの新鮮な水をたっぷ
り配合。アメリカの最先端の技術を駆使し、日本の高い品質管理、そし
て韓国の美容外科の意見を下に完成したスキンケアだ。お求めはハー
ビーニコラスへ。

発売中10月6日まで

ドイツ料理とドイツビールを堪能しよう！
　今年もやってきたオクトーバーフェスティバル。ハイアットリージェン
シーの「Tin Tin Bar」と「Pool Bar」ではErdinger WessbierとErdinger Dunkel
の2つの味の異なるドイツビールを用意。そしてビールがすすむ
Blackforest Hamやドライビーフとプレッシェル、そしてOx Tongue Sausage、

Tin Tin Bar
4/F, Hyatt Regency Hong Kong, 
Sha Tin, 18 Chak Cheung St., Sha Tin
Pool Bar 
Lobby level, 
Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin , 
18 Chak Cheung St., Sha Tin 
 (852)3723-1234
hongkong.shatin@hyatt.com

食事をすると自慢の自家製パスタをプレゼント！
　最高級のパスタを使用し、落ち着いた雰囲気の中で食事ができると話
題の｢Doppio Zero Pasta & Wine Bar｣。10月の月～金曜日に同店でディ
ナーをすると、毎日作られる同店自慢の自家製パスタ2人分とエグゼク
ティブシェフJake Addeoのレシピをプレゼント。料理をしない人でもユニー
クなギフトになること間違いなし！HKD500以上のお食事で各テーブル2
バッグまで。

    

Veal Liver Sausageなど種類豊富でジュー
シーなドイツソーセージなどを用意。
ビール片手に踊りだしたくなるかも？

G/F., The Pemberton,
22 Bonham Strand, 
Sheung Wan
ディナー：18:00～23:00

（土、日、祝日除く）
 (852)2851-0682
www.doppiozero.com.hk



香港ピックアップ（

香港

ヨーロッパの奇才なピアニストSebastian Knauer
　世界中で賞賛されているドイツのピアニストSebastian Knauerが香港室内
オーケストラ(CCOHK)が開催するnon-stop Bachプログラムで香港でのオーケ
ストラデビューを飾る。プログラムはCCOHKのチーフコンダクターのJeanの

    

HONG KONG CITY HALL CONCERT HALL
20:00～
(852)2734-9009
HKD380、HKD280、HKD180

香港室内オーケストラ
名ピアニストとコラボ
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上海小南國
秋の味覚上海蟹

見逃せない味わい深い季節の上海蟹料理！
　｢上海小南國｣では待ちに待った旬の上海蟹を使ったメニューを紹介。
蟹味噌がたっぷり詰まった上海蟹はとても新鮮で味わい豊か。友人や家
族と一緒にいただいて秋の味覚を楽しむのも良いのでは。季節限定メ
ニューはHKD350からとなる。早速上海蟹料理を食べに、同店へ行ってみ
ては。

尖沙咀店：
10/F., No.1 Pekin Rd., TST
中環店：
Level3, Man Yee Bldg.,
68 Des Voeux Rd., Central 

10月28日 10月27日まで 10月5日

「ブランド戦略」「市場参入戦略」を学ぼう
　本セミナーでは、コンサルティングに定評のあるJanet Cheang氏を
講師に招き、ブランド戦略について、ケーススタディを交えて講演する。
また、ジェトロからは、新興国への進出を個別に支援する新事業ついて
の説明も。事前申込が必要となり、下記サイトで申込用紙をダウンロー
ドし、必要事項を記入の上、ファックスにて(852)2868-1455まで返信。 

SME Training Centre 
Rm. E, Unit 11,G/F., Expo Galleria, Hong 
Kong Convention &Exhibition Centre, 1 
Expo Drive, Wan Chai
14:30～
www5.jetro.go.jp/newsletter/
hongkong/2013/invitation.pdf
無料

リードに始まり、Bach’sのピアノ協奏曲
No.1&2、そしブランデンブルク協奏曲
No.1と続く。Jeanは当日19:15に観客の
前でのプレトークも行う。

香港＆広東

    

みんなで来てね！
　「香港から日本を励まそう」会が3回目のチャリティーバザーを開催！各
出店者からの寄付と当日の売り上げのすべてを「NPO復興デザインネット
ワーク」を通じて宮城県立志津川高等学校サッカーチームに贈る。種類豊
富な出品物や出店者ブースの商品も楽しみ！当日は子供スペースも用意
されているので、ママたちも気軽に利用できる。 

Rm. 1202, East Point Centre, 
555 Hennessy Rd., CWB
13:00～16:00
www.facebook.com/
jpsupport.hk
入場無料

GANBARE日本バザー
3回目の開催

ジェトロ開催
ブランド戦略セミナー

10月14日 12月中旬まで10月4日まで

力強く澄みきった麦100%
　麦芽・大麦・大麦スピリッツを使用した「キリン 澄みきり」。120年以上
の歴史をもつ「キリンラガービール」伝統のホップの知見や、「キリン一
番搾り生ビール」から受け継いだ麦へのこだわり、「麒麟淡麗<生>」

キリン 澄みきり
期間限定発売

の、大麦のおいしさを引き出す技
術を生かして生まれた。コンビニ
セブンイレブンのビールフェスタ
で10月4日まで限定発売！

各セブンイレブンストアまで
HKD15.9/500ml 

5周年記念特別メニュー、カクテル！！
　ワンチャイ（湾仔）のランドマークの一つ｢Pawn｣ではオープン5周年
を記念して｢555 Menu｣と題して5つの前菜、5つのメイン、そして5つの
デザートのアラカルトメニューを紹介。同メニューからオーダーすると、
抽選で航空券・ホテルを含むロンドン旅行2名分などの商品が当たる
抽選に参加できる。

The Pawn
5周年記念メニュー｢555Menu｣

62 Johnston Rd., Wanchai
 (852)2866-3444
info@thepawn.com.hk
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週末にふらり旅
　　　　　　台北でリフレッシュ

　香港から台湾までは飛行機で
約2時間。その北部にある台北エ
リアには、2泊3日でも観光を楽し
むことができるスポットが集まっ
ている。今回は、初心者が楽しめる
スポットを中心に紹介しよう。

一度は訪ねてみたい　目玉スポットを巡る

夜市を知らずして　台北は語れない！

世界四大博物館のひとつ
故宮博物院
　

街を見守るシンボル
台北101展望台

　1948年に北京・南京より運ばれた古文献、絵画、陶磁、土器など
60万8985点を貯蔵する世界四大博物館のひとつ。翠玉白菜など、
有名な美術品も逃さず見ておきたいが、少し中国史に知識があれ
ば、その他多数の展示品も、朝廷、皇帝名に注目して見ると、その
当時の繁栄を知ることができるだろう。
　レストランやショップもあるので、食事をしたり、お土産を選ん
だりすることもできる。

　高さ509.2メートル、地上101階の台北のシンボル
的存在。2008年時点では完成した建物では世界一高
い建物であった。ショッピングモール、レストラン、オ
フィスなどが入っており、展望台は屋内が89階に、屋
外が91階にある。天気が良い日は屋外展望台から台
北の広大な夜景を見てみよう。

炸鮮奶
揚げたミルクケー
キ。ふわふわの食
感とミルクの甘
い香りが絶妙。

鉄板焼きもお試しあれ！
　台湾でよく見かける「鉄板焼」店。カウンターのよ
うな大きな鉄板を囲むようにしてすわり、海鮮、肉、
野菜など、食べたいものをオーダーする。調理をし
ている様子を見ているのも楽しい。できたてのアツ
アツをどうぞ。

市内観光は電車も便利
　台北の観光は、目的地にあわせて、MRT（電車）
とタクシーを組み合わせて行動するのがおすす
め。観光スポットはタクシーで、コンパクトに回り、
温泉地へは電車で。MRTでは、切符ではなく、コイン
のようなトークンを使うもの日本人には珍しい。

胡椒餅
台湾定番の軽
食。ジューシー
な肉餡と釡に
貼り付けて焼か
れたパリパリの
皮が特徴。

花生捲氷淇淋
ピーナッツアイス
クリームまき。ピー
ナッツ飴の粉末と
シャーベット、パク
チーを春巻きの皮
で巻いてある。

　忠烈祠は過去に台湾が体験した戦争で戦死した約35万人の軍人の
御霊が祀られている。本殿の展示館には戦士たちの写真や遺品などが
陳列されているが、ここで必見なのが警備に当たっている儀仗兵の交
代式。陸海空軍のエリートの一糸乱れぬ動きと見事な銃裁きに息を呑
むこと請け合いである。

　台北市内には数多くの夜市があり、観光客向けから地元密着型まで、そ
れぞれ特徴を持ち雰囲気も異なる。いくつかの夜市を巡ってみるのも面白
いかも…。
　一晩では回りきれないほどの広さを誇る士林夜市などは、台北に来た
ら欠かせないナイトスポット。どの夜市も常に地元の人と観光客で溢れ
かえっており、買い物や食べ歩きを楽しんでいる。
　雑貨から洋服、フードまでなんでも揃うのはその圧倒的な店の数ゆえ。
競合が多いためか、次から次へと新しいモノ・食が誕生しており、流行発
信地としての要素もある。その一方、お祭りの縁日ような、射的、金魚すく
い、輪投げなど、昔ながらの懐かしいゲームも揃っており、大人・子ども関
係なく夢中になって遊んでしまう。

士林夜市
MRT剣潭駅より徒歩2分。
華西街観光夜市
16:00～
MRT龍山寺駅より
寺の後方すぐ。

市内観光
スポット

夜市

兵士の交代式は必見
忠烈祠

地元民お勧め！　夜市で試したい！食べ歩きフード

はみ出し情報

アクセス : MRT淡水線士林駅より、
　　　　  紅30バスに乗り換え、
　　　　  故宮博物院正館入口下車。
開放時間 : 8:30～20:30  （年中無休）

アクセス : MRT圓山駅よりタクシーで約5分。
                   バスは21、42、208、247、
                   267、287、646、902番に
                   乗り忠烈祠バス停で下車。
開放時間 : 9:00～17:00 

アクセス : MRT市政府駅より徒歩15分。
無料シャトルバスもあり。
開放時間 : 9:00～22:00 （年中無休）

寧夏夜市
17：00～25：00
MRT景美駅2番出口すぐ。
臨江街觀光夜市
18:00～25:00
MRT六張犂駅より徒歩10分。

台北市内の夜市リスト(一部抜粋）
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ノスタルジックな雰囲気満載　「千と千尋の神隠し」ワールドへ

市内から電車に乗って20分　温泉に行こう！

地元の人が憩う温泉地　ハイキングスポットとして人気

ゴンドラで空中散歩　台湾茶の産地で深呼吸

九份

北投

猫空

陽明山

　ふもとから、土産物屋や飲食店が軒を連ねる老街を通って坂を登ってゆくと、赤提灯が並ぶ路地が見えてくる。19世紀のゴー
ルドラッシュの恩恵を受けて発展し、その後閉山に伴い衰退したために、近代化せず古き時代の赴きを残した街並みが広がっ
ている。
　そのノスタルジックな雰囲気に魅せられて、画家や文人が多く集まる芸術家の地となっていたが、最近では映画のロケ地や
モデル地となったことにより観光地化。ちなみに、映画「千と千尋の神隠し」のモデルとなった場所は、日本にもいくつかあるが、
九份もそのひとつ。
　賑わいのある老街の商店街でショッピングをしたり、古い建物を利用したギャラリーを見学したり、茶芸館で一息いれたりと
ゆったりとした散策を楽しみたい人は是非訪れておきたいスポットだ。
　ところで、編集部スタッフは、九份を訪れるため、タクシーでバス停に行こうと考えていた。でも、タクシーに乗ったところ、運転
手から「九份まで行ってあげるよ」「九份で2時間待っていてあげるから、帰りも乗って帰らないか」と誘われた。運転手の携帯電
話を受け取ると、日本語が話せる人が出て値段交渉。結局この話に乗り、岐路は夜市をやっている街で下ろしてもらった。バスよ
り高めについたが、時間短縮にはなった。

アクセス : MRT松山駅、或いは捷運忠孝復興駅より台北～金瓜石を通るバスで九份へ約1.5時間。

　MRT（電車）で市内からわずか30分ほどで到着する北投温泉。温泉地に向かう電車は特別仕様なので、乗ってみ
るのも面白いかも。アクセスの良さもさることながら、台湾三大名泉に数えられる温泉地として人気が高い。弱酸性
のラジウム泉で慢性関節炎・筋肉痛・慢性皮膚炎・動脈硬化・慢性膀胱炎に効果があると言われている。
　温泉地として発展した北投は、歴史を物語る温泉博物館や公衆露天風呂など温泉関連の施設が充実している。
公衆露天風呂は、水着着用のため注意が必要。入り口で水着を売っているので、手ぶらで行っても入れるが、きちん
とした更衣室もないので、日本人にはくつろげる雰囲気ではないかも…。
　もちろん日本式の温泉旅館もあり、こちらでは本格的な施設で入浴することができる。値段は若干高めだが、リラッ
クスできるのは間違いない。歴史ある古い露天風呂から高級旅館まで、数多くの温泉を楽しめる温泉地だ。

アクセス：MRT新北投駅よりすぐ。

　観光地化され日本人慣れしている北投温泉に対し、地元の人が多く訪れるのが陽明山温泉だ。火山郡にある
国家公園の中にあるため、噴火口から硫黄臭のする水蒸気が噴出す火山郡特有の風景が広がる。温泉は陽明山
国家公園周辺、冷水坑、馬槽および火庚子坪の４つのエリアに分かれ、それぞれ泉質が異なっている。広大な国
家公園内に温泉宿や公衆浴場が点在しているので、種類の異なる温泉を一度に味わうこともできる。
　標高が高いため、夏には避暑地として人気が高く、ハイキングに訪れるひとも少なくない。しかも台北市内か
らも近いので、大自然と温泉を手軽に満喫したいならば訪れて見たいスポットだ。

アクセス：MRT剣潭駅よりバス260、紅5に乗り換え、陽明山駅下車。 

　山間部に茶畑が広がる猫空は茶農家が茶摘
風景などを観光地化したところ。週末になると台
北の人々がドライブなどに訪れる、現地の人に人
気のリフレッシュスポットだ。
　同地でとれたお茶がいただける茶芸館は60軒
以上。24時間営業の店もあり、1回分の茶葉で3、
4回煎れることができる。茶葉を一袋購入すると

何杯でもいただけるため、ゆっくりとすごすことができる。お茶を飲みながら、お菓子を食
べたり、カードゲームをしたり、会話に花を咲かせて、友人や家族と過ごすのが台北の人々
の茶芸館での楽しみなのだそう。
　また、ロープウェイが走るほど高い場所にあるので、台北市街を見下ろす眺めは最高。
昼の広大な自然の景色と夜の夜景は全く雰囲気が違うので、好みの時間帯に訪れてみて
ほしい。

アクセス : MRT動物園駅より猫空纜車（ゴンドラ）に
                   乗り換え、終点猫空下車。

九份のおすすめ茶芸館
まるで映画の世界　　九份茶坊
入り口の地上階から地下２階まで広がる山沿いの斜面を利用した古い洋館の
茶芸館。席はテーブルだったり座敷だったりとそれぞれ異なる赴きを持つ。美
しい景色を目の前にしたアンティークな空間で頂く中国茶はまさに格別。同店
オリジナルのおしゃれな茶器も販売しており、おみやげにもおすすめだ。

住所：台北県瑞芳鎮基山街142号
電話：(886)2-496-9056

猫空のおすすめ茶芸館
自然と一体となり景色を楽しむ
邀月茶坊
現地の人にも人気の高い茶芸館。かなり奥まった
小道を抜けた先にあり、自然の中に溶け込んだ雰
囲気を持つ。晴れた日はオープンテラスの席で茶
畑を目の前にお茶をいただくことかでき、昼間は自
然の景色を、夜は市街地の夜景を楽しむことがで
きる。また、特製の梅の茶葉漬けはその場で頂くお
茶菓子としても土産としても人気の品だ。

住所：台北市文山区
           指南路三段40巷6号 
電話：(886)2-2939-2025 

旅慣れてきたら少し足を伸ばしてみよう



ビジネス（香港・広東共通）

職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
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香港＆広東

JAC 香港技術系専門職/
半導体・電子・電気機器 東莞 応相談

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。

JAC 香港
コールセンター/
インターネット関連 20K香港/香港島

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。

インテリジェンス
香港

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運 15K～20K香港/新界

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 香港営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

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、将来の代表後
継者候補。

香港/香港島 20K～40K JAC 香港電子/
半導体・電子・電気機器

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 香港経理/建設・土木 18K～22K香港/香港島 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 香港電気/電気・電子関連 応相談香港
大手オフィス家具メーカーにて内装設計者
の募集。内装実務（CAD必須）経験。英語必
須。

JAC 香港コンサル/
専門コンサルタント

～100K
(応相談)

外資系信託、会計サービスの新規日系法人
開拓営業マネジャー。金融かコンサルティン
グ業界出身者。

JAC 香港経理/専門店
（ファッション・服飾関連）

～25K
(応相談)

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。

生産管理/繊維・アパレル 香港/香港島

香港/香港島

香港/香港島

～45K
(応相談)

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/
海運・鉄道・空輸・陸運

～40K
(応相談)香港/香港島

外資系保険会社の営業とカスタマーサービ
ス募集、保険の業界での営業かカスタマー
サービス経験者。

営業/外資系金融

営業/ガラス・化学・石油

事務系関連職/
ガラス・化学・石油

デザイン/
インテリア・住宅関連

JAC 香港企画・管理・経営関連/
証券・投資銀行

顧客サポート/
生命保険・損害保険

JAC 香港顧客サポート/物流・倉庫 15K～16K香港
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 15K～25K香港

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。

インテリジェンス
香港編集/広告・出版・印刷 香港/香港島 20K～

日本人向け自社媒体紙のライティング業務。
多様なソースから情報収集・翻訳・編集・記
事作成を担当。1)経済・産業ニュースに対す
る強い興味 2)ビジネスレベルの普通話 3) 
高い文章作成能力

インテリジェンス
香港営業/生命保険・損害保険 香港/香港島 25K～30K

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
香港経理/建設・土木 15K～30K香港/九龍

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

インテリジェンス
香港事務系関連職/銀行 25K～30K香港/九龍

オペレーション＆システムプランニングチーム
に所属し、資料作成や報告業務。香港支店と東
京本店との連絡業務など。1)3年以上の金融
業界での就労経験および金融商品知識　2)ビ
ジネスレベルの英語　3)4年制大学卒業者

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

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

事務系関連職/
外資系銀行 応相談香港/香港島

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

フード/
フードビジネス（和食） 香港/新界 インテリジェンス

香港15K～25K

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

香港＆広東
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募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

キングスウェイ税理士/
専門コンサルタント シンガポール 応相談

会計事務所、金融機関などでののコーポレー
ト業務経験（日系顧客M&A、組織再編、企業
調査、各種コンサルティング等）。CPA保持者
尚可。ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業/化粧品・医薬品 23K香港/九龍
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。

RGF 香港営業/食品 15K香港/九龍
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。

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

キングスウェイ顧客サポート/
通信販売・ネット販売 香港/九龍 ～18K

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。

キングスウェイ営業/精密機器 ～30K香港/九龍
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。

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。

RGF 香港マーケティング/
半導体・電子・電気機器 25K～香港/九龍

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。

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。

RGF 香港購買/専門商社 香港/九龍 23K～25K
大手自動車部品商社にての購買業務。英語
ビジネスレベル、長期にて海外での勤務を
考えている方。

デザイン/
ディスプレイ・空間デザイン 香港/九龍 インテリジェンス

香港応相談

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）

企画/金融 深圳/羅湖 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
ジャー候補を募集。 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

インテリジェンス
深圳営業担当/樹脂 深圳/福田 応相談

日系商社にて営業担当を募集。 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/生命保険・損害保険 広州 RMB20K～

日系企業担当として、広州への新規進出企
業のマーケティングや、既存顧客へのサポー
ト業務。　1)2年以上の社会人経験　2)コ
ミュニケーション能力の高い方

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、その他かすカスタマー
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
ケーションレベル以上の英語。

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。
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