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ビジネス（香港・広東共通）

香港＆広東

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

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント 35K～45K香港/香港島 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

営業/
エステティック・美容・理容 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

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

テンプスタッフ
広州

コンサル/
専門コンサルタント 広州 RMB15K

＋住宅手当

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。顧客・日系銀行とのやり取
り、日本語見積書/契約書の作成＋チェック。

テンプスタッフ
広州生産管理/紙・パルプ 応相談恵州

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/
半導体・電子・電気機器 応相談恵州

工場のビジネス・オペレーションにおける分
析、5Sや6Sシステム導入。5S、6S導入に関
する知識、英語or中国語日常会話。

テンプスタッフ
広州

購買/
半導体・電子・電気機器 RMB25K東莞

電子部品の購買、調達グループリーダーとし
て購買業務全般。購買経験10年以上、基板関
連の品質管理経験者優遇、英語or中国語日
常会話。

テンプスタッフ
広州

企画・管理・経営関連/
重電・産業用電気機器 広州 RMB37K

管理経営責任者として管理統轄（工場管理
実務担当社員は別にいます）。財務諸表を見
て経営方針・戦略を構築できる方、中国語日
常会話。

テンプスタッフ
香港翻訳/銀行 10K～20K香港/香港島 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

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 10K半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・

英日翻訳など。

金融/その他 香港 RGF 香港18K
IFA業界でのカスタマーサービス職。デスク
ワークを志向される方歓迎。経験不問。

金融/外資系金融 香港 RGF 香港30K～35K
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。経験者のみ。

RGF 香港金融/その他 香港/九龍 19K
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。

RGF 深圳倉庫管理マネジャー/物流 深圳 RMB
15K～25K

保税区倉庫でマネジメント職。日系企業窓口、
現場人員管理、マネジメント資料作成等。中
国語：現場スタッフへの指示が出せるレベル。
英語：メールの読み書き、電話ができるレベ
ル。

広州 RMB15K RGF 広州金融/保険
業界大手の保険会社。若手の日本人女性を募
集。日系企業向けの営業、営業戦略の立案。他
にもマーケティング業務などの幅広い業務
経験。

RGF 広州工場管理/製造業 広州 RMB37K
（額面）

自社製品（プラスチック射出成形品取出ロボッ
ト）製造工場の管理者。工場管理マネジメン
ト全般。中国工場にて総経理職などマネジメ
ント経験者。取扱い製品は不問。

RGF 広州生産管理/製造業 広州 RMB12K

日本最大手のプラスチック成型取出ロボッ
トの製造メーカー。生産管理を担当して頂け
る若手日本人を募集。一から教育するので
経験等は不問。中国語での業務が多いため
に準ビジネスレベル相当が必須。

香港＆広東
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進化する人材とビジネスの作り方
羽根拓也氏講演会
　8月30日に香港で、9月1日深圳と広州で開催された和僑会。
毎回海外で起業する人、企業のリーダーを目指す人達の支援
と育成のために開かれている和僑会だが、今回はアクティブ
ラーニング代表取締役社長の羽根拓也氏を講師に招いて行
われた。羽根氏は学生時代、日本の塾、予備校で指導した経験
があり、能動性を喚起することが教育の本質だと考え、「教える」
のではなく、「学ぶ力」を育成する教育手法を開発。その後渡
米し、独自の教育手法「アクティブラーニング」を開発しペンシ
ルバニア大学、ハーバード大学などで正規講師として採用さ
れる。帰国後は（株）アクティブラーニングを設立。現在、人材教
育のプロフェッショナルとして注目を浴びている。

　今回は、「進化する人材とビジネスの作り方」をテーマに衰
退している日本企業が多い中、20年後自分の仕事は？役割は
あるのか？ということを参加者全員が考える時間となった。テ
クノロジーが進化し、雇用が破壊される可能性を指摘し、今後
どうしたら社会の中で生き残れるのかを皆で模索する。同講
演会は参加型で、集まった方々が4、5人で一つのテーブルを
囲み、講師からの問いに対して各テーブルで個人の意見を発
表していく。始めは緊張した雰囲気だったが、徐々に発話も増
え、プラスアルファの意見が飛び交っていた。

　現在中国でも活躍している羽根氏が1人の中国人学生ヤン君
のエピソードを話す場面があった。中学校1年生の時にロボット
の研究にのめりこんだ彼は、指導する教師がいない中努力を重
ね、高校2年生の時に中国ロボットコンテストで1位になる。最後
には世界大会4位の成績に輝くという内容だ。長期に渡る進歩の
手ごたえで自己が有力であることを学び、成功につながるという
話に一同うなずく。

　そんな中なんとサプライズでヤン君が登場。会場は大興奮。た
くさんの拍手が羽根氏と彼を包んだ。

　今回会場には、営業担当、経理、経営者、教師などさまざまな業
種の参加者が集まった。普段触れ合う機会のない方とも交流す
る良い機会となったのではないだろうか。最後には、参加者全員
で記念撮影をし、会場は終始和やかなムードの中、幕を閉じた。

　深圳和僑会では、今回のような講演会の他にも定期的に｢自立・
創造｣｢相互支援｣｢感動・共感｣の3つをテーマにしたドリームプ
ラン・プレゼンテーション(略してドリプラ)を開催している。事業
の価値を説明するのではなく、その事業が社会に広まった時、
どんなシーンが起こるのかを体験できる同プレゼンテーション。
気になる方は下記をチェック。

第4回和僑ドリームプラン・プレゼンテーションin深圳開催のお知らせ
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）
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
お問い合わせは、szwakyo@gmail.comまで。

アクティブラーニング　羽根拓也氏アクティブラーニング　羽根拓也氏

会場は終始和やかなムード会場は終始和やかなムード

サプライズでヤン君登場！サプライズでヤン君登場！



　1位の「どこへ行くシャープ」は複写機事業を巡るサムスンなどとの攻防の激しさや苦悩が生々
しく伝わってきます。20日に発売された新型iPhoneの使い勝手や売り手の競争激化など、幅広く
モバイル端末関連の読み物が2位以下に入りました。5位に入った、社員のサボりに会社の「監視」
が進んでいるという話はビジネスパーソンにとって冷や汗の出る話題でした。9月14日～20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）

どこへ行くシャープ　 サムスン合弁、破談の内幕 （19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）

iPhone5cの絶妙バランス　カジュアルで高性能 （18日） 

(3)詳しくは電子版をご覧ください。

(4)ジョブズ解任、スカリー氏が今になって語った真相 （19日） 

(5)サボりは全部お見通し　ここまで進んだ会社の「監視」 （18日） 

(6)「受けて立つ」　新型iPhoneで劣勢ソフトバンクの強気 （17日） 

(7)A・ロドリゲスを動かすジーターへの嫉妬心 （19日） 

(8)東京五輪が消した町　原宿・御徒町・田町・汐留… （20日） 

(9)「姿の見えない」台湾IT企業の衰退説を疑え（アジアTrend） （17日） 

(10)プラチナバンドの実力　新型iPhoneのLTEを試す （19日）

香港＆広東

香港

読まれた記事ランキング
9月14日～9月20日 

香港
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海外で働きたい！
3年前に比べ海外勤務への意欲は上昇
　香港でも、多くの日本人が働いている。その多くは海外で働
きたいという夢を持っており、念願かなって香港にいるのでは
ないか。

　この度、エン・ジャパン株式会社が運営する人材紹介会社
集合サイト上で、サイト利用者3,304名を対象に「海外での勤
務」についてアンケート調査を行った。2010年にも行われた
同調査と比べてみよう。

　転職時に海外勤務の可能性のある企業を「積極的に選ぶ」
と回答した人は26％で、2010年に実施した同調査に比べ7ポ
イントアップし、前回よりも海外勤務の意向を持つ人が増加し
ていることがわかった。

　また、「積極的に選ぶ」と回答した人が選んだ、働きたい国・
地域第1位は「東南アジア」、第2位は「北米：カナダ」、第3位は

「ヨーロッパ」となった。2010年調査時に第1位だった「中国・
東アジア」は、今回の調査では第4位と後退した。年代別でみ
ると、20代では「ヨーロッパ」、30代では「東南アジア」がトップ
となった。

　転職時に海外勤務の可能性のある会社を「積極的に選ぶ」
理由については、「自分の成長のプラスになるから」という回
答が最多。また、50代以上では「海外の方が、自分の経験を活
かせるから」が最多となった。年代によって海外勤務に期待す
るものが異なるようだ。

　海外勤務の辞令が出た場合「赴任先に関わらず、喜んで受
け入れる」と回答した人が25％という結果に。また、「赴任先に
よっては、喜んで受け入れる」と回答した人は46％にのぼった。
どちらも、2010年調査よりも増えており、海外勤務に対する抵
抗感が和らいでいることがわかった。

　最後に、実際に海外で働いているPPWスタッフに、海外で働い
てみての感想を聞いてみた。

「海外で働く」ということが目的に
なっている人が多く、「海外で働く」
ことをキャリアアップに繋げず、レ
ベルが止まってしまっている。

人生の幅が広がった。

思ったよりもやっていける
が、フルタイムで働くには
それなりの覚悟が必要。

とても大変。でも、せっかく大きな
覚悟を持って来ているから、ここ
では終わりたくない。もっと上を
目指したい。

私は中国に留学していたので、
特に抵抗はなかったが、旅行で
来た香港と、実際に住んで働いて
みた香港は、印象が変わって見え
た。

【調査概要】
■調査方法：インターネットによるアンケート
■調査対象：「[en]転職コンサルタント」利用者　 3,304名
■調査期間： 2013年7月1日～2013年7月31日

香港

香港＆深圳

広東

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）

「自分の所属する会社がブラック企業だと思う」人が約３割
「うつ病の社員が何人か出ている」との声も

　ストレス社会と言われる昨今、自分の所属している会

社に不満がある人は少なからずいるのでは？株式会社リ

ビジェンは、全国の社会人男女500人に「ブラック企業」

についての調査を実施した。ブラック企業とは、労働基準

法などに違反した条件での労働を従業員に強制したり、

パワーハラスメントが日常的に行われている企業や法人

のこと。会社に所属することで内部事情がよく分かってく

るが、会社勤めしている人たちは、自分の所属している会

社のことをどう思っているのだろうか。

　まず、「あなたは自分自身が所属している会社のことを

ブラック企業だと思いますか？」と質問したところ、「非常

に思う」が9.2％、「やや思う」が20.6％と、自分の所属して

いる会社がブラック企業だと、少しでも思っている人が約

30％いることがわかった。

　「非常に思う」「やや思う」と回答した人に理由を聞い

たところ、「自社製品を強制的に買わせる」「昨年の年間

休日50日」「うつ病の社員が何人か出ている」「6時出社23

時退社（残業代なし）」などの回答が得られた。

　また、「あなたは将来の私生活に不安を抱えています

か？」と質問したところ、「非常に不安」が25.2％、「やや不

安」が43％と、全体の約7割を占め、将来に不安を感じて

いる人が多いということがわかった。

【調査概要】
調査手法：オンライン調査（スマホリサーチ）
調査対象：社会人男女（スマートサーベイモニター会員）
有効回答数：500サンプル
調査日時：2013年8月27日 9:32～同日11:44
調査地域：全国
実施期間：株式会社リビジェン

あなたは自分自身が
所属している会社のことを
ブラック企業だと思います？

非常に思う
やや思う
どちらともいえない
あまり思わない
全く思わない

あなたは将来の私生活に対して
不安を抱えています？

非常に不安である
やや不安である
どちらともいえない
あまり不安ではない
全く不安ではない

　さらに、「あなたは今後転職を考えていますか？」と質

問したところ、「とても考えている」「多少は考えている」が

合わせて約6割となった。

あなたは今後転職を考えますか？

とても考えている
多少は考えている
どちらともいえない
あまり考えていない
全く考えていない

9.2%

20.6%

19%
43%

25.2%
21.4%

27.2%
17.4%

17.4%

16.6%11.6%

17.8%

22.8%

28.4%

●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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　毎年秋になると香港在住日本人にとっての一大イベン
トがやってくる。香港日本人倶楽部主催の「秋の音楽会」、
通称「秋音」だ。その歴史は40年以上前に遡り、香港で行
われている日本人倶楽部主催イベントの中でも最も歴史
あるもののひとつだ。異国の地で、常にひとが入れ替わり
続ける環境の下、音楽会が続けられた背景には、準備から
開催まで舞台の裏で活躍するひとたちの存在があった。
今回は、秋音の歴史を振り返りながら、裏方で秋音を支え
るひとに注目したい。
　秋音のもととなる音楽会は1960年代後半に始まったと
言われている。当時は秋に開催と決まっていたわけでは
なく、新春、春、秋など、年に2回開催されていた年もあっ
た。秋の開催が定例となったのは1984年の第22回から
で、94年の第32回からは現在の名称である「秋の音楽会」
という名称となった。音楽と一言で言ってもその幅は広く、
合唱や吹奏楽、管楽器以外に、古くは落語や、ハワイアン、
地唄舞、謡曲、ギター・クラリネット・ピアノ独奏なども演じ

られていたよう。ジャズバンドも1991年第29回から定期参
加している。
　また、香港日本人学校から小学部6年生、中学部3年生
が、毎年合唱で参加するのが卒業年の一大行事となって
おり、卒業生たちにとっての思い出としてよく語られる音
楽会。もちろん大人も多く参加しており、在香港の日本人
はもちろん、深圳や、以前香港に住んでいたときから参加
していた人が北京や上海などから足を運んで参加するほ
ど人気が高い。過去には宝塚歌劇団がゲスト出演するな
ど、華やかな歴史に彩られている。
　この「秋音」が本格的な音楽会として開催され続けてい
る背景には、準備・企画から開催まで支える多くのひとた
ちの存在が伺える。もともとは通訳を依頼されたのがきっ
かけで30年近く秋音に携わる内田さんや、1990年に開始
したビッグバンドの発起人でもある高橋さん、日本人倶楽
部、香港日本人学校、合唱団員、現地校の学生他多くのボ
ランティアの協力によって成り立っている。準備に要する

時間も長く、会場手配は1年近く前から。出演団体も2・3月
には選曲をし秋音に向けて練習を行う。その団体の出演
時間や入れ替えを計算し、その分刻みのスケジュールを細
かく手配している。そのスケジュールの下、舞台セッティン
グを行っているのが日本人学校の先生方。「約10年以上手
伝いを続けて下さっている先生方には本当に感謝してい
ます。」と内田さんは語ってくれた。
　迎えた当日、香港日本人学校からは小学部6年生、中学
部3年生の合唱に大埔校6年生は鍵盤ハーモニカとアコー
ディオンのリード楽器だけで音色をまとめた演奏を披露。
日本人倶楽部合唱団は、昨年映画も公開され話題となっ
たレ・ミゼラブルから11曲をメドレーに演出も加わった壮
大な舞台となった。
　最後には、会場にいる全員で「ふるさと」を合唱。
　一度は耳にした事がある曲から有名な曲まで2部で構
成された今回の「秋音」。香港にいるなら押さえておきた
いイベントだ。

第50回秋の音楽会 開催40年以上に及ぶ歴史
ひとと時代をつなぐハーモニー

③合唱
　香港日本人学校　中学部3年生
　信じる
　証
④フルート独奏
　第1回日本香港国際音楽コンクール入賞者
　バイオリン・ソナタ　イ長調（フルート編曲版）第3、第4楽章

①合唱
　香港日本人学校小学部香港校6年生
　ふるさと
　エイサーの夜
②合唱
　香港日本人学校　小学部大埔校6年生
　ほほう！
　リベルタンゴ

⑥デキシーランド・ジャズ
　香港日本人倶楽部 The Hot Chopsuey Jass Band
　Dippermouth Blues
　West End Blues
　Cornet Chop Suey
⑦吹奏楽
　香港日本人学校　中学部吹奏楽部
　イン ザ ムード
　あまちゃんオープニングテーマ

⑧吹奏楽
　香港日本人学校　小学部香港校音楽隊
　Ashland Park
　MUMBO JUMBO
⑨管弦楽
　香港日本人倶楽部　アンサンブル・ディマンシュ香港
　交響曲第9番「新世界より」第4楽章
　スラヴ舞曲第1番

⑩合同演奏
　アンサンブル・ディマンシュ香港/合唱団/香港日本人学校
　花は咲く
⑪みんなで歌おう
　ふるさと

⑤合唱
　香港日本人倶楽部　合唱団
　レ・ミゼラブル

第二部

第一部

第50回秋の音楽会
主催　香港日本人倶楽部
後援　在香港日本国総領事館　香港日本人商工会議所
協力　香港日本人学校

現在、過去50回のパンフレットを収集中。1988年(第26回)と
1990年(第28回)のパンフレット(コピー・データでも可)をお
持ちの方は下記までご連絡を。
メール：from_hk123@yahoo.co.jp

香港＆広州 広東 香港

セットリストセットリスト
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健康志向の高まりで野菜好きも増加
好きな野菜トップは5年連続で「トマト」
野菜好きは9割、健康志向を裏付ける
　野菜や花のタネを取り扱っているタキイ種苗は、8月31日の「やさいの日」を前に、「野菜」にまつわるイメージ評価等をインター
ネット調査した。
　野菜に期待する栄養効果としては、「健康的な体」が72.2％でトップとなった。続いて、「血液をサラサラにする」（42.8％）、「便秘の
解消」（38.7％）、「美肌効果」（28.7％）、「体重増加の抑制」（26.2％）があがっている。
　野菜の好き嫌いについて聞いたところ、「大好き」が39.2％、「どちらかといえば好き」が50.2％となり、“野菜が好き”という人が
89.4％を占めた。理由としては、「健康によいと思うから」が、前年を大きく上回り72.4％でトップとなった。また、「栄養があると思うか
ら」（61.9％）も前年から比率を上げており、“健康志向”がさらに強まっていることがうかがえる結果となった。一方で、「どちらかといえ
ば嫌い」（10.1％）が前年から増加しており、とくに男性と若年層で野菜嫌いが顕著であることが浮き彫りとなった。

嫌いな野菜1位は2年連続「セロリ」
　「最も好きな野菜」については、5年連続で「トマト」が21.0％で第1位を獲得。「トマト」の人気は衰えることなく、年々上昇しており、
今年は2位との差をさらに広げた。第2位は「じゃがいも」と「メロン」が7.7％で同率で並んだ。「最も嫌いな野菜」は、「セロリ」

（12.7％）が2年連続で第1位となり、第2位「ゴーヤ」（10.3％）との差をさらに広げた。
　「スイカ」と「メロン」は果物なのでは？と思う人もいるかもしれない。農林水産省によると、野菜と果物の分類にはっきりした定義は
ないという。同省では、いちご、メロン、スイカなどは野菜に分類されるものの、果実的な利用をすることから果実的野菜として扱って
いるという。
　「子どもが最も好きな野菜」は、前年に続き第1位が「トマト」（30.5％）、第2位が「きゅうり」（9.5％）。「子どもが最も嫌いな野菜」も、
前年と変わらず「ゴーヤ」が第1位（17.8％）、「ピーマン」が第2位（14.2％）。「子どもに野菜を食べさせるためにしていること」について
は、「子どもが好きな料理の中に入れて出す」、「子どもが好きな料理と一緒に出す」との回答が上位にあがった。料理にひと工夫する
お母さんの姿がうかがえる結果となった。
　香港のマーケットでは、日本では馴染みのない野菜も見かける。香港人に好きな野菜をきいてみると、「ブロッコリー」「ケール」

「ゴーヤ」「じゃがいも」「黄色のピーマン」という答えが返ってきた。傾向としては、葉物野菜の人気が高いようだ。

「家庭菜園」は食の安全性や食育を意識
　本調査では「家庭菜園」についても聞いている。「家庭菜
園」で野菜を作っている人、過去に経験した事がある人は
50.7％と、前年からやや減少した。家庭菜園を始めた理由で
は、「安全・安心のためには、（少しでも）手づくりの野菜がよ
いと思ったから」（28.0％）、「野菜づくりは、子どもの教育に
もよいと思ったから」（23.0％）との回答が前年よりも比率を
伸ばした。この結果から、食の安全性や食育を意識して、身
近な家庭菜園を始める女性が増えているものと分析してい
る。

機能性野菜に興味大。でもコストアップには敬遠
　「野菜を購入する際に重視するポイント」について聞いた
ところ、前年に続き「新鮮であること」が68.7％でトップとなり、
次いで、「価格の安さ」（45.8％）、「味のおいしさ」（43.8％）が
続いた。中でも今年は、「国産であること」（29.7％）や「産地
がはっきりしている（わかる）こと」（24.8％）が前年から比率
を上げており、食の安全性の観点から、どこで作られた野菜
かを重視する傾向が強まっていることが伺えた。
　今回、通常の野菜より栄養価などの高い「機能性野菜」の
認知度について調べたところ、「知っていた」は16.5％にとど
まり、機能性野菜の認知度はまだまだ低いことがわかった。
一方、「機能性野菜を食生活にとり入れたいと思うか」との
質問には、「とり入れたいと思う」が76.2％に達し、機能性野
菜に対する関心の高さがうかがえる結果となった。また、機
能性野菜の購入限度額について聞いたところ（従来品種の
ニンジン1本を100円と仮定）、「120円位まで（約20％up）」

（25.0％）が最も多く、次いで「110円位まで（約10％up）」
（23.3％）となった。このほか、「価格が上昇する場合は購入
しない」も21.2％と比較的高い比率を示している。

野菜をイメージする有名人トップは「TOKIO」
　「野菜」からイメージする有名人については、2年連続トッ
プの「AKB48」を抑え、「TOKIO」が前年の3位から1位に
躍進した。TV番組で野菜を育てていた影響から、男女
問わず票を集め、また各世代からも支持された。前年
トップの「AKB48」は2位に、前年2位の「SMAP」は3位に、そ
れぞれ後退した。「AKB48」は、“野菜ジュースのTV-CMキャラ
クター”、また「SMAP」は、“TV番組の料理対決で野菜を使う”
など、有名人の「野菜」のイメージは、TVでの野菜との関わり
が大きく影響していることがうかがえる。

約7割の人はきちんと野菜を食べている！
　「普段の食生活の中で野菜を十分に食べていると思いま
すか？」という質問では、「十分に食べている」が10.7％、「ある
程度は食べている」が57.5％となり、昨年と同じく合計68.2％
が野菜を食べていると回答した。野菜が十分に摂れていない
と感じている人に、そのことについて聞いたところ、42.4％が
「やや問題だと感じているが、今すぐ食生活を変えようとは思
っていない」と回答しており、問題意識をあまり感じていない
人が増えていることがわかった。
　食べ方の工夫に関連して、最近話題になっているスムージー

（野菜や果物をミキサーでジュースにした飲料）で食べたい
野菜について聞いたところ、「メロン」が22.5％でトップとなり、
第2位は僅差で「トマト」（21.5％）が入った

　海外生活で資本となるのはカ
ラダ。健康を維持するために、食
生活に気をつけているという人
も多いと思う。そこで、今回の
テーマは「野菜」。野菜に関連し
た調査結果などを紹介しよう。

■最も好きな野菜

■最も嫌いな野菜

■タキイ種苗　野菜と家庭菜園に関する調査　調査概要
調査期間：2013年8月10日(土)～8月10日(土)
調査方法：インターネット調査
調査対象者：全国の20歳以上の男女600人
※農業関連従事者を除く　
有効回答数：600サンプル

■スムージーで食べたい野菜
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（所在地） エレメンツ（九龍駅上）
（間取り） 3LDK　842sqf（1,037sqf）
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（備　考） クラブハウス、テニスコート、プール、高層で眺めが良い。

九龍駅に直結。高級ショッピングモール「エレメンツ」が
マンションの下にある。日本人小学校スクールバスのバス
停がすぐ近くなので、小学生のお子さまのいる家庭にオス
スメ。

（月　額） HKD36,000　管理費、税込み

（所在地） ワンチャイ（湾仔） / コーズウェイベイ（銅鑼湾）
（間取り） 1LDK  339sf（478sf）
（室　内） 新築物件、ビクトリア  ハーバー向き
（環　境） コーズウエイベイ駅まで徒歩7分
（備　考） 2013年6月完成の新築マンション。 コーズウェイベイの中

心に位置し、ワンチャイも徒歩圏内。フラットがハーバー向き
で、花火が観賞できる。クラブハウス、プールも完備。

（月　額） HKD26,000  管理費、税込み

（所在地） コーズウェイベイ（銅鑼湾）
（間取り） 1LDK　355sqf（503sqf）
（室　内） 全家具付き
（環　境） コーズウェイベイ駅徒歩5分
（備　考） スポーツセンター徒歩1分、高級住宅地に位置する。コーズウェイ

ベイまで出れば、スーパー、デパート、大型ショッピングモール、日
本料理屋、その他なんでもそろっている。マンション内にはジムの
ファシリティ付き。

（月　額） HKD20,000　管理費、税込み

ソレント Sorrento

ザ グロースター The Gloucester

シルバーウッド Silverwood

トロントプロパティーズトロントプロパティーズトロントプロパティーズ
銅鑼灣告士打道275号

海都大廈14樓Ａ座
(852)2882-1922

銅鑼灣告士打道275号
海都大廈14樓Ａ座

(852)2882-1922

銅鑼灣告士打道275号
海都大廈14樓Ａ座

(852)2882-1922
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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) 755-2391-7261
深圳市福田区彩田南路3069号
星河世紀大廈A座2411室  
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SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 10:00～22:00
 土  9:00～19:30
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
フェイスブック: www.facebook.com/streamwisdom

SOWランゲージセンター

新しい学習ツールで広東語を学ぼう！
SOWでは、電子ペンを導入した広東語教材を提供します。
◎いつでもどこでも発音を聴きながら学ぶことができる。
◎教材は本場香港の現代的、実用的な広東語。
◎広東語と北京語の対訳で比較が一目瞭然。
◎香港生活になくてはならない学習ツール。
下記にて是非デモをお試しください。
http://www.sowpublishinghk.com/jp.htm

飲茶体験コース（広東語と日本語）
10月15日（火）か16日（水）か17日（木）
特別レッスン  10:30～12:00
飲茶体験 12:00 ～14:00

　美味しい点心を満喫しながら、香港式の
テーブルマナーを学びます。

　広東語で注文できるように、事前に1時
間半の特別レッスン（飲茶の歴史やオー
ダーの方法など）があります。

課外体験学習イベントのご案内

ローカルマーケット探索！
10月15日(火)か16日（水）か17日（木）
特別レッスン  10:00～11:30
市場体験 12:00～13:00

　香港のローカル市場でお買い物をしま
しょう！

　スーパーマーケットにはない香港の食
材を買ってみませんか？

SOWオリジナル教材のご紹介

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などをご覧いただけま
すので、安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただき
ます。

広東語・北京語・英語の30分無料体験レッスンを実施中！
（事前要予約）

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な方々を、創立10年以上のSOWに手伝ってもらってみては。

　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけて
いる。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことが
でき、自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することが
できる。

　どのクラスも、日本人の方向けの同校オリジナルテキストを
使用している。広東語をはじめ、学べる言語は北京語、英語、韓
国語等と幅広く、職場や生活の場での生徒の活躍をトータルサ
ポートしてくれる。

　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等が日本語でわかりやすく説明してあり、生活に密
着した内容が特徴だ。リーズナブルな学費と完全月謝制とシス
テムもわかりやすい。学習のサポートとして、レッスンの振替及
び長期休暇制度、ベビーシッター等のサービスを行っている。

　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が
大きく広がることを努めている。同校で早速語学勉強を始めて
みよう。

香港香港

香港 香港 香港



子どもの将来を応援したい親心
思いをかなえるために教育費は事前に準備を！
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香港スクール

　新学期がスタート！子どもの将来に向けて必要となる教育費
など、改めて気になり始めた方もいるのでは？そこで、ソニー生命
保険が小中学生の子どもを持つ親を対象に実施した「子どもの
将来と教育費に関する調査」の結果を紹介しよう。

「叱る」vs「褒める」はどちらに軍配？

　子どもを褒めて育てる家庭と叱って育てる家庭では、どちら
がより子どもの好奇心を育むことができるのだろうか。本調査
で、子どもを育てる際、褒めることと叱ることどちらが多いかを
聞いたところ、「褒めることが多い」（「どちらかと言えば」含む、
以下同様）方が50.3%、「叱ることが多い」方が49.7%と、およそ
半々にわかれた。

　次に、「学業」や「スポーツ・運動」などに対し、子どもがどの程
度興味・関心を持っているかを聞いたところ、褒められることが
多い子どもは、叱られることが多い子どもより、「学業」や「芸術・
芸能」、「親の仕事」に対して興味を抱く割合が高くなった。子ど
もを褒めてあげる機会を叱る機会よりも多くすることで、子ども
の好奇心をより育むことができるようだ。

子どもに必要なお金を把握していない親も半数

　子どもの将来に関する親の希望を聞いたところ、「職業選択」
について、「親の思いを汲んでほしい」が7.5%であるのに対し、

「子ども自身で決めて欲しい」が92.5%となった。同様に、「職業」
については「安定した仕事について欲しい」(28.6%)と考える親
よりも「やりたい仕事を追求して欲しい」(71.4%)と考える親が多
かった。また、「学歴」については「高学歴を望む」(35.3%)親より
も「学歴は気にしない」(64.7%)と考える親が多いことから、子ど
もの自主性を尊重し、子ども自身の意思で将来の進路を決めて
欲しい、と考えている親が多数派であることが伺えた。

　子どもの将来に関する支援については、「子どもの将来のた
めの準備を自分の楽しみよりも優先している」に「あてはまる」
と回答した割合は62.6%、「子どもが将来なりたいものを見つけ
るためには、出費をおしまない」では64.7%となり、自己犠牲や
経済的な支援をおしまないと考えている親が過半数となってい
る。

　一方、「子どもの独立までにいくらかかるか把握していない」
と回答した割合は48.5%となった。また、実際に「子どもの将来
のための備え」として、子どもの独立までにかかる教育費を把握
している親ではひと月平均30,712円支出しているのに対し、把
握していない親では12,422円と、約2.5倍の差がみられた。

　子どもが幼稚園から大学まですべて国公立の学校に進学さ
れた場合でも、教育費に1,000万円以上必要になることがわかっ
ている。同レポートでは、将来必要になる教育費を把握して、計
画的に準備をしたほうがいいとアドバイスしている。

子どもの相談に回答できるか不安を抱える親も

　子どもの将来設計の決定状況について質問したところ、
「なりたい職業像」を持っている割合は、小学校低学年で4割
強、中学3年生で5割半という結果だった。小中学生のうち、半
数近くが「将来なりたい職業像」をなんとなく描き始めている
様子が伺えた。「大学進学」の夢や目標を持っている割合は小
学校低学年で1割半、中学3年生で4割強だった。親の仕事に
関心がある子どもは「なりたい職業像」が定まりやすい傾向
が見られた。

　また、将来設計の根本的な指針にもなる「生き方」につい
ては、小学生の段階では3割（30.0%）が「目標、または夢を持
っている」と回答しているが、中学生の段階では13ポイント上
昇し4割強（43.0%）となっている。子どもたちが思春期に、「何
のために生きるのか」と考え始め、人生の軸となる考え方や
羅針盤のようなものを急激なスピードで形成していく姿をう
かがえる結果となった。

　それに関連して、親子間の進路相談状況について質問した。
子どもの将来について、「子どもとよく話し合っている」という回
答は、小学校高学年では47.3%、中学校1年では半数を超え
57.1%、中学2年では62.2%、中学3年では74.4%となっている。
一方で、「子どもに将来の相談をされたら、アドバイスできる自
信がある」と回答した割合が3割弱（27.8%）ほど見られた。

子どもの学外学習費用は平均14,171円

　子どもの「学外学習費用」として支出している金額は、ひと
月の平均で14,171円となった。様々な方面で費用がかかる学
外学習の中で、とりわけ学習塾などの教室学習にお金をかけ
ている傾向が伺えた。また、学習塾などの「教室学習費用」につ
いては、子どもに「高学歴を望む」と考える「学歴重視タイプ」の
家庭では平均8,770円と全体の平均(5,859円)より5割ほど高
い水準となった。

　子どもの「おこづかい」の金額を聞いたところ、子どもにお
こづかいを渡している人(715名)をベースとした平均額は
2,158円、小学生は平均1,256円、中学生では平均2,770円。対
して、子どもの「携帯・スマホ使用料」は、支払っている人(396
名)ベースで平均4,190円と、おこづかいよりも高額の費用が
かかっていることがわかった。また、子どもの学年別に「携帯・
スマホ使用料」を親が負担している割合をみると、小学校低
学年、中学年では2割以下(それぞれ17.8%、19.5%)だが、小学
校高学年で3割(30.5%)、中学校1年生で4割半(45.2%)、中学
校2年生で5割半(55.5%)、中学校3年生で7割(69.0%)となって
いる。小学校の高学年から中学生の期間に子どもに携帯電話
を与え、その費用も負担している家庭が多いようだ。

2020年まで日本、子育て世代の見通しは辛口

　現在、日本では消費税の増税やTPP(環太平洋戦略的経済
連携協定)への参加、義務教育期間の見直しなどが検討され
ており、今後、子どもや家庭を取り巻く社会・経済環境が大き
く変わっていく可能性がある。そこで、東京でオリンピックが
開催される7年後の「2020年」までを一つの目処に、世の中が
どのように変わっていくと感じているか、今後の見通しについ
ての質問を行った。

　7年後、「今より良くなっていると思う」と明るい見通しを持っ
ている割合は、「日本の景気」で15.1%、「就職活動の厳しさ」
では12.5%、「社会保障」では5.9%、「子育ての環境」では
12.2%となった。日本の景気や子育ての環境が良くなると予
想する意見が1割から1割半ほどみられたが、今回質問した全
ての項目において、「今より良くなっていると思う」とする回答
よりも「今より悪く(厳しく)なっていると思う」との回答が大幅
に上回り、子育て世代の方々が今後の社会情勢や経済環境を
不安視している様子が伺えた。今後の生活を取り巻く環境の
変化を慎重に見極めようとしている結果かもしれない。ライ
フイベントなどに関するお金の出入りを見える化し、将来のリ
スクに備えるライフプランニングの重要性が今後一層増して
いくと分析している。

■ソニー生命保険株式会社
　「子どもの将来と教育費に関する調査」調査概要
調査期間：2013年7月30日～8月2日の4日間
調査方法：モバイルリサーチ
　　　　　（携帯電話によるインターネットリサーチ）
調査対象者：小中学生の子どもを持つ20歳～59歳の男女
有効回答数：1,000名の有効サンプル
調査協力会社：ネットエイジア株式会社

香港香港
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 ショッピング（香港・広東共通）

Tommy Bahama　
住所：Shop No.1G, J Senses, 
　　  60 Johnston Rd., Wan Chai
時間：月～水、日 11：00～20：00
　      木～土　   10:00～21:00
電話：(852)3543-0383
ウェブ： www.tommybahama.com

香港

大人の休暇を極めたリラックス・ライフスタイルブランド
　体暇のようにリラックスした気分で日々を過ご
そうとするアイランドライフ。そのアイデンティティ
に触発され生まれた衣食住をトータルに提案す
るライフスタイルブランドが｢Tommy Bahama｣
だ。｢Make Life One Long Weekend｣(人生を
長い週末に)をテーマにゆっくり過ごすことをコン
セプトとしている。

　アメリカでは100店舗以上展開しており、その
うち13店舗はレストランを併設している。アジア
ではマカオ、シンガポール、今年の4月には日本初
の店舗を銀座にオープン。そしてアジア4店舗目と
して香港ではワンチャイ(湾仔)のパウン近くに昨
年オープし、今年の1月には併設のレストランも開
店した。ショッピングができ、食事も楽しめるお店。
香港ではおそらく初めてのスタイルだろう。

　店内に入ると漂うトロピカルな甘い香り。すで
に気持ちはアイランドリゾート。ウィメンズコレク
ションは肌触りのよい素材を用いた様々なドレス
が並ぶ。中でも人気なのはプリント柄のマキシド
レス。カジュアルにもちょっとお洒落なディナーに
もピッタリ。また、キュートにもセクシーにもスタイ
ルアップのアクセントになるアクセサリーも多く取
り揃えている。男性コレクションでは大人気のアロ
ハシャツを始め、良質のコットン素材のポロシャ
ツやTシャツにショートパンツ、そして水着などが
並ぶ。その他、男性用ギフトとして最適なインテリ
アアイテムやベルト、時計なども揃っている。

　どれも大人のリラックスしたワンランク上のバ
カンスを楽しむのに最適で、大人カジュアルを実
現させてくれる。また、冬になるとショートパンツ
やアロハシャツ、そして水着など、取り扱っていな
いお店がほとんどだが、同店では年中取り揃えて
いる。

香港

　植物の可能性を常に追求する植物集団「東信、花樹研究所」。花・植物が持つ
独特の神秘さを見出し、そして美的で目を見張る芸術的作品に作り変えてしま
うことに一貫している。フラワーアーティスト東信氏は2005年活動開始以来、高
い評価を得ている。そんな東氏の才能を見込み、今回PIERRE HERME PARISは
新作発表会の展示を依頼した。
　発表会は2階建てのTHE SPACEで行われた。ホワイトとウッドの内装で、まるで
森の中に迷ったようだ。枝の上に直接置かれたカラフルなマカロンは枝のブラ
ウンと相まってさらに輝きを増し、森の宝石のように感じる。またチョコレートは
本物の樹の実のようで、枝に置かれた箱は鳥の巣のようになっており、自然とス
イーツの組み合わせが見事に芸術作品となっている。
　今回東信氏は3回目の来港で展示作品も全て自身が手掛けられた。一方
PIERRE HERME PARISも全て新作を用意したものだ。両者のコラボによって、子
供の頃の絵本の世界が芸術作品として生まれ変わり、大人が楽しめる展示会と
なった。

東信、花樹研究所×PIERRE HERME PARIS
自然と融合したスイーツの盛宴

PIERRE HERME PARIS
ウェブ：www.pierreherme.com/hk

フラワーアーティスト東信氏

東信、花樹研究所
ウェブ：azumamakoto.com



香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JDC参加者募集
JDC(JAPAN DIVING CLUB) 参加者募集
！！香港でスキューバダイビングを楽し
む同好会です。4月～11月 毎月数回、船
を借りきってダイビングを行います。ダ
イビング後は、無人島でのBBQや海鮮
料理、船に揺られ沖合の絶景を楽しみ
ながらのお弁当をいただきます。ダイ
バー仲間をお探しの方、お気軽にご連
絡ください！！潜る方も潜らない方も船
に乗って香港の海に出ませんか！！JDC
役員会ウェブサイト：
http://www.jdchk.org/
連絡先：infojdc@jdchk.org

尖沙咀BARでスタッフ募集！
10月中旬(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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オーナー
シェフのSAGRANTINOでは、パートタイ
ムで勤務できるホールスタッフを募集
中です。勤務時間・曜日は応相談です。ま
ずはお気軽にご連絡ください。携帯
(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

レストランスタッフ募集
銅鑼湾に11月下旬オープン予定のカジュ
アルな日本食レストランでは厨房、ホー
ルスタッフを募集しています。パート、
ワーホリさんも大歓迎です。
担当：小倉 　電話：(852)6323-3637 
メール： yogura69@gmail.com  

メンバー募集

求人クラス

香港クラシファイド

香港
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香港ヘルス＆ビューティー

　日本でも数々の賞を受賞するヘアオイルト
リートメントが香港にもついに上陸！カモミー
ル、ローズ、蓮などの6種類のフラワーエキス
を贅沢に使用したこのヘアオイルは軽くてべ
たつかず、ほどよく滑らかな潤いをあたえてく
れる。ヘアサロン業務用商品として有名なロ
レアルのブランドであるケラスターゼとの共
同開発で誕生し、極上のトリートメントを手に
入れることに成功。Extraordinary Oil（Normal 
or Dry Hair用とColored Hair用共に）HKD109

（100ml）と低価格に抑えることができた。こ
の商品はL’Oreal Paris専門店だけでなく、
マンニングスやワトソンズ、SaSa、大型スーパー
マーケットでも販売される予定だ。

　使用方法は他のオイルと変わらず、タオル
ドライした髪に使用する場合とドライヤー
セット前の髪に潤いを与えてカバーする方法、
その他にもは少し変わった使用方法がある。
それはシャンプー前の髪に使用するというも
のだ。乾いた髪に適量をなじませ、10分ほど

置いてからシャンプーをすると髪に栄養が
浸透し、その後のトリートメント効果もアッ
プする。また、シャンプー・コンディショナー
後に、たっぷりの量を髪全体になじませ、蒸
しタオルなどでくるんで、ヘアマスクをすると
より整った艶やかな髪になる。ぱさつき、く
すんだ髪に効果的だ。乾いた髪には広がり
をコントロールし、カールした髪を保つ。ま
たプールなどの塩素や紫外線から髪の変色
を守り、天使の輪をキープすることもできる
優れものだ。

　香港での生活では、シャワーでも髪が脱
色してしまったり、夏が終わっても紫外線は
日本と比べて強いのでこんなヘアオイルは
必需品になるだろう。日本ではサラサラの髪
だったのにこっちに移ってからは、水が違う
し湿気も多いし髪が広がるのはしょうがない
とあきらめていたあなた、ぜひこのヘアオイ
ルを試してみては？PPW編集部でも天使の
輪を取り戻したスタッフ続出！

極上の艶髪を手に入れる
Extraordinary Oil

荃湾店
住所：Shop UG09B, Citywalk, Tsuen Wan
沙田店
住所：Shop 479A, New Town Plaza Phase 1, Shatin
屯門店
住所：Shop M-V7 & V8, V City, Tuen Mun

モンコック店
住所：Shop L2-01, Langham Place, Mongkok
Apm店
住所：Shop C-29, apm, Kwun Tong
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