
ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは
HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402

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！

日本酒でも偽装　
醸造アルコールとは何か （10日）

詳しくは電子版をご覧ください。

3位〜10位は・・・

弊紙18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】
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超豪華キャストによる60代のハングオーバー！？
「ラスト・ベガス」 2014 年 1月9日上映！
　ビリー、ペディー、サムとアーチーは若き時代からの幼馴染み。58年も前
に離ればなれになってしまったが、今回また共にベガスに集まった理由は―
なんとビリーは60代の高齢でありながら32歳の若い彼女を妻にしてしま
う！周りの人々は賛否両論だが、とりあえず独身最後の日を盛り上がろう！と
いうことで、カジノシティのベガスで様々な抱腹絶倒する出来事をしたり、魅
力的なバーの歌手と出会ったり･･･と、そんな楽しい3日間にビリーとペ
ティーの昔のある出来事が再び2人の間に浮き出した･･･。
　マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ、モーガン・フリーマンとケルビン
クライン。様々な賞を受賞した豪華キャスト4人で構成されたコメディー。
「Fun, Friendship, Love」をテーマした簡単明快なストーリーが彼らの高
い演技力で、想像以上に楽しめてしまう。監督のジョン・タートルトーブは
ヒット作品「ナショナル・トレジャー」のシリーズを手がけて近年注目を集め

てきた。さらにベガスにて実際にロケをしている為、ストラトスフィアタ
ワー、ネオン博物館、ミラージュ火山噴火などのご当地観光名所も映画を
観ながら、楽しめてしまう。まさに、感覚的には自分も体感しているようだ！
多くの媒体とセレブが絶賛。豪華キャストと大きなスケールで織り成す、涙
もあり笑いもある同作品。親友と一緒にシネマまで駆けつけよう！

Last Vegas
2014 年 1月9日上映
監督：ジョン・タートルトーブ 
主演：マイケル・ダグラス、ロバート・デ・ニーロ
　　　モーガン・フリーマン、ケルビンクライン

You’re Beautifulで一躍有名になったジェイムズ・ブラント
2014 年ワールドツアーで来港！

　2005年のヒット曲「You’re Beautiful」で知られる、人気シンガーソン
グライターのジェイムズ・ブラント。彼の美しい歌声はエモーショナルで味
わい深くリスナーの心に響く。現在の男性シンガーソングライターの最高
峰とも言われている。そんな彼の4枚目のアルバム「Moon Landing」のリ
リースを記念し、ワールドツアー「Moon Landing 2014 World Tour」を
行う。香港でのソロコンサートは2度目で、アジアワールドエキスポにて来
年1月12日に開催。
　2004年に発表したデビューアルバム「バック・トゥ・ベッドラム」が欧米
各国で1位を記録。その中でもメガヒットとなった“ユア・ビューティフル“は
世界中でCMソングとして採用され、多数のアーティストが今なおカバーを
望む名曲となっている。
　アルバムとしては2010年の「Some Kind of Love」以来、3年ぶり、通
算4作目の今回のアルバム「Moon Landing」はパーソナルな内容で、ベー

シックに戻ったような作品。今作からのリード・トラックとなる「ボンファイ
アー・ハート」は、まさに初期のジェイムス・ブラントを彷彿させる。あの爽
やかでどこか憂いのある絶妙なメロディ・ラインと、まるで夏の木陰に爽
やかな風が吹いているかのようなサウンドが心地良い。
　さあ、あなたも彼の歌声に酔いしれに行ってみては。

James Blunt Moon Landing 
2014 World Tour Live in Hong Kong
開催日：2014年1月12日
時間：20:00～
場所： AsiaWorld-Expo, Arena
料金：HKD980、HKD780、HKD580（全席指定）
電話通販：(852)3128-8288
ネット通販：www.hkticketing.com
ウェブ：www.jamesblunt.com

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

旧正月にちなんだチョコで開運を願おう
　Jean-Paul Hévin では 2014 年の干支である馬にちなんだ、馬と元寶

（げんぼう）をデザインしたチョコレートを旧正月に向けて販売。オススメ

は今年の開運を願った旧正月ボックス““Boîte de Fortune”。 金の元寶と

真珠のチョコ、キャラメルキャンディー、

アーモンドチョコスライス、そして定番の

アーモンドとミルクチョコがたっぷり。

Jean-Paul Hévin
旧正月のチョコレート

     

2014年1月24日～26日

ザ・ピークであの CDジャケットを再現！
　初アルバムリリース 50 周年を迎えたロックバンドビートルズが香港

に降臨！？たくさんのセレブに“会える”蝋人形館「マダム・タッソー」が、

この記念すべき年に、今もなお世界中の人々に愛され続けているビー

トルズの蝋人形を製作した。さらにファンがより楽しめるよう、あの有名

な「Abbey Road」の CDジャケットを再現している。

ビートルズ
マダム・タッソー香港に降臨

2014年2月16日まで

Shop P101, The Peak Tower, 
128 Peak Rd., The Peak
(852)2849-6966
www.madametussauds.com/HongKong

旬の海鮮と日本酒のハーモニーを楽しもう
　冬になると恋しくなる炉端焼き。その中でも、炭火焼きは最も豊かな風

味が溢れてくる。今、Zanzoで銀鱈の西京焼き、蛤の炭火焼き、珠洲塩で焼

いた車エビ、広島牡蠣の炭火焼きが食べられるシーフードフェスタを開催

中。旬の海鮮の炉端焼きをいただきながら、厳選された日本酒を楽しもう！

居酒屋Zanzoで
美味しい炭火焼き海鮮を！

2014年1月31日まで

 
15-16 School St., Tai Hang, CWB
火～日  18:00～25:00
(852)2750-6490
www.zanzo.hk

漢民族の伝統的な宗教の思想を覗いてみよう
　道教とは、歴史が長く中国の伝統的な宗教である。宗教内で重要な地位を占めてい

る思想の 1つの「太極」は万物の根源であり、剛・柔を兼ね備えている。また、ここから

「陰」と「陽」の二元が生ずると見られているため、宗教だけでなく、哲学や文学、芸術ま

での多くに影響を与えてきた。それらを踏まえ、1981 年から中国伝統舞踏をより多く

の人に知られるように力を尽くしてきた香港舞踏団が、太極思想を取り入れて創作する

ダンスパフォーマンスを行う。

　北京舞踏学院の曾先生を迎え創作してきたパフォーマンスは「太極」をコンセプトと

し、この思想に含まれている柔軟と力をダンスで表現しようとする。公演はションワン

（上環）の Civic Centre にて 4 回限り。香港だけでなく、海外でも注目されている香港

舞踏団の新たな演出で中国の文化を味わおう。

香港舞踏団
ダンスパフォーマンス  太極

今年のカウントダウンはCafé Decoで！
　2014 年ももう目の前。｢Café Deco｣ではニューオリンズの「マーディグ

ラス」をテーマに、大晦日の 7コースディナーを用意。ライブミュージック

に始まり、飲み放題のワイン、カクテル、そしてスパークリングワインが付

いてくる。内容も豪華で、お腹も満足な 7コースディナーはハッピーな新

年を迎えるのに最適だろう。

Café Decoによる
新年限定7コースディナー

12月31日まで 

Shop 101&201, Levels 1 & 2, 
The Peak Galleria, 118 Peak Rd., 
The Peak
月～木、日 11:00～23:00
金・土 11:00～23:30
(852)2849-5111
cafedeco@cafedecogroup.com

8/F., Platform, Hong Kong Dance Company, Sheung Wan Civic Centre
1月24日～25日 19:45～、1月25日～26日 15:00～
www.hkdance.com、www.urbtix.hk

セントラル店
13 Lyndhurst Terrace, Central 
チムサーチョイ店  
Shop 212, Ocean Terminal, 
Harbour City, TST
HKD588
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整

のグッズがあるとないでは、整理に要する時間が全然違ってく
る。購買部にこれらのグッズの備品があるかを問い合わせて、な
ければ購入をお願いしておこう。

■ステップ３　いざ整理！
❶まずは断捨離（だんしゃり）。お仕事アイテムを見直し、不要な
　ものは思い切って捨てる。
❷オフィスで共有化できるものはそのスペースに収納する
　（余分な文具、ファイル、スナックなど）。
❸手帳など個人の私物は自分のカバンに入れる。
❹書類や資料は机の上に積み重ねるのではなく、A4サイズの書類
　立てを利用し立てて収納するとすっきり。プロジェクトごとに
　クリアファイル等にいれて、資料と分別するとわかりやすい。
❺名刺（あいうえお順に整理）やUSBはいらなくなったBOXを
　リサイクル利用し、そこに入れてまとめる。
❻デスク周りもスッキリさせたいので、いすにかけられたジャケットは
　共有スペースに収納。
❼お仕事アイテムの基本として、メモ帳、名刺、文房具、作業中の

書類、必要な資料、計算機
など、常に使うものだけ最
少におさえ、広い作業ス
ペースをキープする。いつ
も使うメモ帳は、自分から
一番近い距離に置くなど、
使いやすいも考えてデスク
空間の配置しよう。「いざ整理」に要した時間は30分。

■ステップ４　整理整頓状態をキープ
　「自分は整理整頓下手だし、外出続きで整理をする時間がなく
て…」などと理由をついている方も多いと思う。習慣となるまで
最初は大変だが、自分でルールを決めて守っていけば、清潔で
綺麗なデスクをキープするのは意外とラクなはず…。余裕があ
れば、共有スペースの利用法など、職場全体で取り組む提案をし
てみては？さて、デスク周りを片付けたら、胸を張ってオフィスを
あとにして、バカンスワールドへ突入しよう！

たまった本の整理は、トマトブックス！
　部屋の整理でかさばるたくさん
の本。捨てるか、保管しておくか、
悩んでいる方は、香港で日本の書
籍を取り扱っている「toma t o 

books（トマトブックス）」へ。同店では、古本の買取も行なっているので、自宅にある本を
随時買い取ってもらえる。1冊からでも持ち込み可能でその場で値段をつけてくれる。もち
ろん大量に持ち込んでも大丈夫。値段については、本の状態や出版年数などによって査
定してくれる。
　なお、出張買取は行なっていない
ので、お店まで持ち込もう。また、買
取の待ち時間には同店にあるカフェ
「イタリアントマトカフェ」でお茶しな
がら待つことが出来るのも嬉しい。
　年末の大掃除、この機会にたまって
いる本を整理して同店で買い取って
もらおう！

■ステップ１　現状分析
　ある編集部スタッフのデスク。資料や書類、名刺などが全く分
別されていることなく積み上げられている。これでは大事なもの
を紛失してしまいそう。探し物に時間を取られて仕事の効率もダ
ウンしそうだ。
　プライベートの手帳やおかし、必要以上に文具が入れられた
ペン立てなども、オフィス
の共有スペースをうまく
利用すれば、デスクのス
ペースもスッキリ、広くな
る。デスク周りもスッキリ
させたいが、いすの背も
たれにかけられたジャ
ケットも気になる。

■ステップ２　整理に必要なグッズを準備
　現状分析が済んだら、どんなふうに整理するかを考えて、必要
な書類立てやBOX、ペン立てなどのグッズを用意しよう。これら

Lightworkers Center 
住所：4/F, No.1 Humpherys Avenue, TST
電話：(852)2366-0266
ウェブ：www.premsofia.com
　　　lightworkerscenter.weebly.com

カラーセラピー「オーラソーマ」でリラックス
　あなたは人生に満足している？日常生活で疲れ
てる？ホントの自分を知っている？オーラソーマ
（Aura Soma）は、あなたが生き生きと輝くための
サポートをしてくれるカラーセラピー。オーラソー

マシステムとは、人間の意識を解き明かすカギが秘められている。ボトルを選ぶ
ことで、意識的には感じ取れない本来の自分を見つけ出す手助けをしてくれるの
だ。ボトルの中身はハーブや花などオーガニック素材を使用しており色も天然の

ものを使用している。
　「Lightworkers Center」ではセラピストのソフィアさん
が、訪れる人をリラックスさせてくれ、ボトルを選ぶ手助け
をしてくれる。まず、深呼吸をして、100種類以上もあるボト
ルを上の段から順番に見ていく。そこで魅かれるボトルを
1本ずつ選んで、4本のボトルを選ぶ。ボトルからみられる
内容は以下の通り。

１本目：魂のボトル　あなたの人生の目的と使命、潜在的可能性を示す
２本目：チャレンジとギフトのボトル　人生にチャレンジすることで開花する才

能を示す
３本目：今ここのボトル　あなたの今現在の状態を示す
４本目：未来のボトル　あなたのこれからの可能性を示す
　ここで２番目に選んだボトルは「セラピウティックボトル」と呼ばれるもので、最
初に身体に塗って使うことを勧められた。このチャレンジとギフトのボトルが人生
のプロセスを助けてくれるからだ。また、彼女がオーラソーマについて詳しく教え
てくれる講座もある。費用は日本で学ぶのに比べたら半額以下だ。まずは、彼女

に診断をしてもらおう。素敵な笑顔で癒され、
日々の忙しさから見失いかけていた本来の自分
が見えてくるだろう。

トマトブックス
tomato books

香  港

書籍買い取り・販売

香  港

カラーセラピー

香  港

クリーニング

無料集配サービスで依頼もラクチン
　香港は年間を通じて湿度も温度
も高めなので、クローゼットの衣類
をカビさせてしまったという話もよ
く聞く。｢衣類を家で保管するのは

不安｣という方には、白洋舎の衣類の保管サービスがおすすめ。衣替えシーズンにクリー
ニングを依頼すると、次のシーズンまで衣類を預かってくれるものだ。白洋舎の石崎さん
は「衣類のカビは、湿度、温度、汚れの3つが揃ったときに発生する。シーズンの衣類はし
まう前にクリーニングに出すのが理想」とアドバイスする。旧正月前はカーテンをクリー
ニングに出す方が多いという。白洋舎では素材に合わせた最適なクリーニング方法で
カーテンをリフレッシュしてくれる。白洋舎は香港で48年の実績を持ち、36店舗を展開す

るほか集配サービスも行っている。ドライク
リーニングや染み抜きの技術者を養成し、
日本と変らない高いレベルでサービスを提
供している。

恒隆白洋舍
住所：5/F., Flat A, Eldex Industrial Bldg., 
　　  21 Ma Tau Wai Rd., Hung Hom
電話：(852)2333-0141、 (852)2333-3670
　　  （日本語ホットライン）
ウェブ：www.cleanliving.com.hk/jp

恒隆白洋舍

光行者中心
Lightworkers Center 

様々な種類がある
オーラソーマボトル

セ
ラ
ピ
ス
ト
の
ソ
フ
ィ
ア
さ
ん

tomato books (トマトブックス)
住所：B/F., Ramada Hotel Kowloon,
　　  73-75 Chatham Rd., South, TST
電話：(852)2314-3283

年末の大掃除の時期がやってきた。
そこで、今回お届けるのは「丸ごと整理」、名づけて　　特集。
モノも空間も心も体もすっきりと整えて新年を迎えるノウハウをご紹介しよう。

整

楽しい年末年始のお休みの前に避けて通れないのがデスクの整理。
書類が散乱するデスクを見ながら、ため息をついている人も多いのでは？
そこで、30分でデスク周りを整理し効率もアップさせる方法をご紹介しよう。

デスク周りを整理して効率アップ！30分で
実 践

Before

After

新年に向けてリフレッシュ   年末の丸ごと整理特集
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広州初！ ホテル式サービスを提供

　広州に住んでハウスクリーニン
グを頼んだけど、思うように掃除を
してもらえなかった…。そんな経験
ないだろうか。「RAKURASHI不動

産」は、日本人も満足できる高級ホテル並みのハウスキーピングを提供している広州初の
個人向けホテル式サービスブランドだ。外国人向けの高級ホテルやサービスアパート

メントでハウスキーピングをし、顧客から高い評価を得てい
たスタッフが揃っている。雑巾の使い分け等の基本的なとこ
ろから、キッチンの水垢の掃除、トイレットペーパーの折り方
まで作業基準が細かく設けられているので安心して任せるこ
とができる。その他メンテナンス、クリーニング、買い物代行
など家に関することなら何でも相談に乗ってくれるということ
で期待できそうだ。料金は1ヶ月RMB550からで部屋の面積に
よって異なる。もちろん1回のみの利用も可能なので興味の
ある方はぜひ問い合わせてみよう。

RAKURASHI不動産
住所：広州市天河路371号隆徳大厦西塔1610室
電話：(86)20-8753-4146
　　  (86)20-3881-7686

広東敬海法律事務所
ウェブ：www.wjnco.com
広州事務所
住所：広州市珠江新城珠江西路8号高徳置地広場D座11楼
電話：(86)20-3719-0919、(86)138-0252-5606(澤村)
深圳事務所
住所：深圳市福田区福華一路1号大中華国際交易広場1801室
電話：(86)755-8284-6620、(86)138-0252-5606(澤村)

会社の整理について中国法務の専門家に聞いた！
　中国で会社を設立したものの計画通りに運営が進まず、やむなく会社を
整理する例がときどき見受けられる。そこで、外商独資企業が自ら解散する
というケースに的を絞った手続きについて、敬海法律事務所の澤村さんに
簡単に説明してもらった。

　外商投資企業が自ら解散を行うには、まず、原審査機関に解散申請書、解散決
議書、批准証書、営業許可証、関連資料を提出し、許可を得る必要があります。　
　次に清算委員会を組織します。清算事務を円滑に進めるため弁護士や会計士
をメンバーに入れるケースがほとんどです。清算委員会は、債権者宛に書面通
知、省レベル以上の新聞に公告を行い、また、会社財産を整理して貸借対照表お
よび財産リストを作成し、清算案を策定します。そして、資産売却、債権回収などに
よる資金をもとに、清算費用、従業員の労務費用（給与の他、社会保険料、経済補
償金を含む）、未納税金、その他の債務の順で整理していき、残余財産があれば
清算配当金として出資者に分配します。
　清算後、清算報告書を董事会等の承認を経て原審査機関に提出し、税務、税
関、外貨部門等の抹消登記を行い、最後に工商局で登記を抹消して営業許可証

を返却し、公告をして一連の解散手続きは終了となります。
　解散手続き中、労働関係の処理は最重要課題の 1つとなります。その方法を誤
ると手続き全体に遅れが生じるばかりか集団争議にまで発展する可能性がある
ため注意が必要です。

RAKURASHI
不動産

広  州

ハウスキーピング

広  東

香  港

パソコン修理

パソコン内部のお掃除はプロにお任せ
　パソコンのメンテナンスといえ
ば、不要なファイルの削除と考えが
ちだが、ホコリや手垢等で日々汚れ
ていく本体の手入れを忘れてはい

ないだろうか？実は、パソコンの汚れが原因でトラブルになることが意外と多いのだ。ホ
コリがCPUのファンに溜まると、ファンの回りが悪くなったり、散熱ができなくなったり、最
悪、故障の原因となることがある。また、ホコリが電力部に溜まると、パーツがショートし、
故障や火災になることもあるそうだ。パソコンは精密機械のため、内部は勿論、キーボー
ド、液晶は非常にデリケートに作られている。
　そこで、パソコンのクリーニングは外側から内側までプロにお任せしよう！ホンハムに
あるJapan IT Solutionでは、ただ今、HKD380→HKD200（作業時間60分）のキャンペーンを
実施中！どんなパソコンでもクリーニングが可能。是非、この機会にあなたのパソコンをク
リーニングしてみてはいかがだろうか？パソコンへの愛着が一層深まるはずだ！

ピアノ調律、良い音創りを提案してくれる
　弦楽器のように音を出す苦労は
なく、鍵盤を押しただけで簡単に
音の出るピアノ。でもピアノには他
の楽器にはない世界がある。内部

は 200 本以上の弦が張られ 5000 個以上の部品からできており、鍵盤を押したときに正
しい音が出るようにする調律、音を速やかに伝えるための機構アクションを整える整調
は、音の出る箱ではなく、音楽を奏でる楽器ピアノを楽しんでいただくために欠かせない
メンテナンスとなる。さらに香港の気候は、日本と違い湿度が高く木材部分の動きが大きいの
で、特に注意が必要。そこで「88KEYS ‒the Piano Specialist-」を紹介したい。Piano is Living を

コンセプトにヨーロッパの楽器の経験も豊
富。いつも弾いているピアノが輝きのある
音を保てるように、2014 年から88KEYSと
共に自分のピアノを大切にしよう。

88KEYS Ltd. 
ウェブ：www.88keys.com.hk
電話：(852)9687-0726（大波まで）
メール：info@88keys.com.hk
まずはお問合わせメールから。

香  港

ピアノ調律

お洒落な収納付きソファでらくらく整理
　「葵ホームズ」は主に内装と日本
家具を扱う店だ。日本的な雰囲気
の内装から香港風の内装まで、要
望に合わせて内装工事から店舗デ

ザイン、リフォームまで広く行っている。また、照明やインテリア雑貨など細部に至るまで
こだわった好みにも応えてくれるからありがたい。同店を訪れ、まずそのお洒落な内装の
数々に驚いた。
　中でも今回紹介するのは収納付きのソファだ。一見ごく普通のソファかと思いきや、下
が開いて収納できるスペースが付いている。少し何か入れておくには丁度良い広さだ。年
末の整理に向けて、また新年の部屋のイメージチェンジにもお薦めの1品である。お部屋
に加えてみるのはいかがだろうか？

葵ホームズ
住所：Rm 32., 17/F, Pacific Trade Centre, 
　　  2 Kai Hing Rd., Kowloon Bay
電話：(852)5301-0238（日本語　タクミまで）
メール：howard@takumiconsultant.com
ウェブ：www.takumiconsultant.com
スマートフォンアプリも登場!
まずはウェブサイトをチェックしてみよう!!

88KEYS 葵ホームズ香  港

リフォーム

Japan IT Solution　ホンハム店
住所：Shop No.766, Level 7, The Metropolis Mall, 
　　  6 Metropolis Drive, Hung Hom, Kowloon.
電話：(852)2377-0925
Email：info@japanits.com

新年に向けてリフレッシュ   年末の丸ごと整理特集

シニアマネジャー
澤村通孝

中国法務に関することは
何なりとお気軽にご相談ください。

Japan IT
Solution

 特 集
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アロマを使用したオールハンドの腸セラピーで外側から整える
　「キレイは体の中から」とはよく言うが、一番のカ
ギを握るのが「腸」。腸が整っていると免疫力が高
まり健康になるのはもちろん、透明感のある美しい
肌も手に入るのだ。

　こちらのサロン「Furong（フーロン）」では英国の老舗ブランド、ニールズヤード
の精油を使用し、オールハンドで外側からアプローチし、腸を整えてくれる。アロ
マを使用した腸セラピーを提供するのは、香港では同サロンだけだろう。オー

ナーの大和田京子氏は、英国ITEC認定の生理学解
剖、アロマセラピストを取得しており、またその温か
い人柄が多くの女性を癒すのではないだろうか。
　施術する前に、温かいハーブティーを飲みながら
コンサルティーションカードを記入。そしてカードに
沿ってカウンセリング、同氏が悩みや不調を伺い、そ
の日の気分や体調にあったアロマを選定（約15分）。
その後、エステガウンに着替えフットバスで足浴（約
10分）。この時点で足も温まり、すでにリラックスモー

Furong（フーロン）
住所：MTRフォートレスヒル駅　徒歩3分
          （詳しくはご予約時にご案内させていただきます。）
営業時間：10:00～19:00
定休日：不定休、香港祝日
メール：info@furong.jp
ウェブ：http://furong.jp（英語表記のみ）
ブログ：ameblo.jp/furong-jp（日本語表記のみ）

ド全開だ。それから選定したアロマをブレンドした、マッサージオイルでトリート
メントに入る（約60分）。途中ヘッドマッサージもあるが、あまりの気持ちよさに
寝てしまった為、内容が記憶にない。実際にお客様の9割は寝てしまうのだとか。
最後に、自宅でもできるマッサージ方法を教わり、ハーブティーを飲んで全て終
了となる。
　同氏のハンドテクニックもさることながら、最初と最後で違ったハーブティーを
出す細やかな気配りに、ついつい寛いでしまうほどリラックスできる。自分だけの
とっておきのサロンを見つけたみたいで、忙しい、ストレスの溜まった女性の癒し
の場となること間違いない。

　1年の疲れは今年のうちに癒したいが、マッ
サージへ行こうとしても香港には沢山の店があ
るので迷ってしまう。そんな方は、コーズウェイベ
イ（銅鑼湾）にある「康福盲人指圧マッサージ」を

訪ねてみよう。
　香港では長い歴史のある盲人指圧マッサージ。晴眼者より高い技術で施術し
てくれることで老若男女から支持されている。康福では、その道15年以上のプロ
のマッサージによる親切丁寧
なボディーマッサージとフット
マッサージが受けられる。専属
のマッサージ師は、大陸から
マッサージの専門家を招き、ト
レーニングを受けた目の不自
由な方たち。「どうしてつらいと
ころがわかったんだろう」という
神業の指さばきで、首や肩、腰

まわりを念入りにマッサージしてくれる。全身マッサージは新陳代謝を促進し、緊
張をほぐし、アレルギー体質の改善にも効果があるという。マッサージを受けた
あとは体がすっきり軽くなる。それゆえお客さんのほとんどはリピーターになって
しまうらしい。女性専用の個室も備えているので、1人でも安心してサービスが受
けられる。
　本格的な指圧マッサージでリフレッシュしたら、来年また頑張れるだろう！

Furong香  港

マッサージ

香  港

マッサージ

プロの確かな“技”とサービスで
疲れた体や心を整えよう！
カラー、スタイル、髪質、全てを美しく整えてくれる

　美しい髪で新年を迎えたい方にお勧めしたいの
が、日本で200店舗以上のビューティーサロンを展
開する「RIBIAS」が手がける香港のヘアサロン
「REBEAUX」。日本人スタッフが常在し、日本の高い

技術と高品質なケア商品でカット、カラー、トリートメント、パーマなどを受けるこ
とができる。安心の技術と品質、スタイリストたちの気さくな人柄で、香港人、日本
人問わず人気も高い。
　今回同店が紹介してくれたスタイルは秋冬のファッションにぴったりな落ち着
いた雰囲気。カラーはアッシュ系で赤みや黄色みを抑えてくれるので、髪が傷ん
でしまっている人にもお勧めしたい。同店のカラートリートメントは薬剤の中にト
リートメント成分を配合しているので、染めた後は指どおり滑らか。今の時期、乾
燥しやすい季節でも潤いをキープしてくれる。巻き髪のようなカールはデジタル
パーマで。形状記憶力が強いので、再現性が高い上にとても長持ち。サロンで
セットしてもらったような巻き髪を簡単に作ることができる。普通のパーマが掛
かりにくい、すぐ取れてしまう、セルフスタイリングが苦手という人でも安心だ。
　さらにこのスタイルをキープできるホームケア商品も同店は用意。日本製の

REBEAUX
住所：G/F., Shop 9, Site 3, Whampoa Garden, 
　　  Hunghom
時間：月～金10:00～21:00
　　  土日　10:00～20:00（月曜定休）
電話：(852)2303-0773
ウェブ：www.ribias-salon.com

「ディーセス ノイ ドゥーエ」はサロンカラーの美しい質感と滑らかな指通りを保ち
続けることができるのでこちらもお勧めしたい。
　12月は忙しくでヘアサロンへ行く時間がなかったあなた、「REBEAUX」で艶の
ある美しいヘアスタイルを手に入れて2014年のスタートを切ろう！

REBEAUX香  港

ヘアサロン

康福盲人指圧マッサージ
住所：6/F., 22 Yee Wo St., Causeway Bay
　　（MTR銅鑼湾駅のF出口より徒歩1分）
電話：(852)2882-9959
時間：10:00～22:00（年中無休）
通常価格：全身マッサージ60分 HKD280
　　　　  足裏マッサージ60分 HKD280

「電話帳ぽけっとページ持参」
もしくは

「ぽけっとページ（PP）見た」で
通常価格から何度でも10%オフ!

「電話帳ぽけっとページ持参」
もしくは

「ぽけっとページ（PP）見た」で
通常価格から何度でも10%オフ!

康福盲人指圧
マッサージ

丁寧な神ワザマッサージで疲れを癒す、体調を整える！

フーロン
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整
日本にいるのと変わらないサービスを提供！

　広州の地下鉄林和西駅から徒歩
5 分の場所にある「Resort Tokyo 
Hair Salons」。同店のこだわりは何
と言っても水。シャンプー台など、

使用する水はすべて浄水を使用しているので、髪へのダメージも軽く、パーマやカラーも
満足できる仕上がりに。また、シャンプーやカラー剤も全て日本のものを使用しており安心
して施術を受けられるのが魅力だ。同店にいる間だけでも、日本と同じサービスを提供し、
くつろいでほしいというスタッフの心配りが嬉しい。乾燥する季節、ツヤ感を出すカラーが
おすすめだそう。もちろん顧客それぞれに合った提案をしてくれるので相談してみよう！

Resort Tokyo Hair Salons
住所：広州市天河区天河北路403号101房
電話：(86)20-8752-0086（完全予約制）
　　  (86)130-5441-2897（櫛島）
時間：10:00～20:00　（火　定休）

2014年に向けて不調を整えてココロもカラダも楽になる
　1年の締めは、大掃除で部屋を整えるのもいい
が、身体を整えるのも忘れてはいけない。ショウケ
イワン ( 筲箕湾 )にある「中村波動整体院」は、
1人 1人に合わせた施術プランで、痛み・不調の

原因を改善しバランスを整えてくれる。同院の特徴は、一般の整体と違い、力強く
揉んだり、押したり、ボキボキせずにコリや痛みを取り除き、良い方向へ導いてく

れるとのこと。
　中国足心道療術師などの資格を取得、癒
手道という整体術を軸に中村先生が、自ら
施術を行なってくれる。
　まず初めに立った状態と横になった状態
でバランス、不調の部位をチェック。その後
施術へ。取材に伺った編集部は、腰と肩を中
心に施術を受け、術中温かなパワーを感じ
た事に驚いた。はっきりと違いが分かった
のが肩だ。右肩から施術したが、施術をして

中村波動整体院
住所：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：6300-9075
メール：info@nakamura-clinic.hk

GRACE
コーズウェイベイ店
住所：Room No.2604, 26/F. The World Trade Center, 
　　  280 Glucester Rd, Causeway Bay
電話：(852)2180-7973（日本語）
モンコック店
住所：Rm 1401-3, 14/F., Two Grand Tower, 
　　  625 Nathan Rd., Mongkok
電話：(852)2180-7973（日本語）
広州店
住所：広州市天河区馬場路36号太陽新天地817舗
電話：(86)20-3832-5780
ウェブ：gracebeautyjapanhk.com

いない左肩はずっしり重く下がっている感覚に対して、右肩は軽く上がっている。
身体全体が軽くなり心身ともにリフレッシュ。
　同先生のモットーは「ここに来ればココロもカラダも楽になる」香港エリア密着
型整体院を目指してるとのこと。同院で心身を整えてもらい、新年を迎えよう。
　

肌にやさしいコラーゲン脱毛でツルすべ素肌をゲット
　脱毛とは、毛が生え変わるサイクルに合わせて
何回か受ける必要がある。夏本番に向けて今から
始めるとちょうどいいかもしれない。そんな方にオ
ススメなのが脱毛専門サロン｢GRACE｣のコラー

ゲン脱毛だ。｢GRACE｣は日本で 32 店舗、香港・広州では 3店舗を展開。香港で
も日本人スタッフが常勤し、カウンセリングも日本語で丁寧に
行ってくれるので安心して施術を受けることができる。
　同店のコラーゲン脱毛では最先端の美肌フラッシュ式脱毛マ
シンを使用。このマシンでは、脱毛する部分に光を照射し毛根や
毛を処理しながら毛穴を引き締めてキメを整えてくれる。同時に
肌にハリとツヤを与えてくれるコラーゲンを内部の角質層まで
注入することによって、肌の中のコラーゲンの再生を促す。施術
の痛みもほとんどない。高いムダ毛処理力があり、施術後の手触
りもスベスベで美しい仕上がりだ。脇はもちろん、同店では他に
顔や Vライン、足の脱毛も行っている、ぜひ足を運んでみては。
　この季節になると香港でもお肌の乾燥が気になるという人も

多いと思う。そんな方は顔脱毛を試してみて。同店の顔脱毛は、内側から肌を輝
かせる“インナーファンデーション”発想で、フェイシャルエステ効果も期待できる
ので一石二鳥。脱毛後には肌の明るさも格段にアップする。施術の翌日から化粧
のりがよくなったのを実感できるだろう。
　｢GRACE｣の脱毛で魅せる綺麗な肌をゲットしよう。

只今リフレッシュ期間実施中！
PPWご持参で

初診料無料＋通常施術費より
10％割引！

只今リフレッシュ期間実施中！
PPWご持参で

初診料無料＋通常施術費より
10％割引！

Resort Tokyo 
Hair Salons

広  州

ヘアサロン

中村波動整体院香  港

マッサージ

GRACE香港・広州

脱　毛

深  圳

ヘアサロン

今年の疲れは今年のうちにすっきり解消！
そして、健康と美しさをキープするための対策も忘れずに！ここで、

きちんと体と心をケアしておくと、来年はライバルに差をつけられるかも!?
プロの技で心身を整えてくれるショップなどを紹介しよう。

日本人スタイリストがしっかりカウンセリング！
　日本で 3店舗を展開し、海外で
生活する日本人の方に安心、安全、
快適なサロンを提供している深圳・
南山のヘアサロン「Paris N°5」。日

本のカットコンテストで優勝した経験も持つ清水氏が常駐し、日本の流行が取り入れづら
い中国でもカウンセリングを徹底し、顧客が気づいていない良さを活かしたスタイルを
提案してくれるので安心して任せられる。高い技術やサービスも好評を得ており、パーマ
やカラーの後の適切なケアや家でできるケア方法などのアドバイスも丁寧にしてくれる
ので髪に悩みを抱えている方は是非相談してみよう。
　新規ご来店のお客様全メニュー 30%オフのキャンペーンも継続中。通常はカット
RMB380、シャンプー＆ブロー RMB68、カラー RMB580、パーマ RMB480 ～となっており、
なんと、この価格から30%オフとなる。このお得な機会を逃すことなかれ！2014 年、同店
で新しい自分を見つけてみよう！

Paris N°5
住所：深圳市南山区商業文化中心区
　　  海徳三道15-5海岸大厦東座111
　　 （蛇口線「后海駅」、海岸城から徒歩すぐ）
電話：(86)755-8627-0269
　　 (86)156-2652-2165（清水）
ブログ：blog.explore.ne.jp/parischina
　　　ブログも随時更新中！

Paris N°5
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BB 一般的に赤ちゃんの意味だが、この可愛らしい呼び方をモテる女子や人気のある女優の名
前の後に付けるようになった。使い方は「（名前）BB」。同義語は「女神」だ。女神は日本の漫画「聖
闘士星矢」に登場する女神アテナこと、ヒロイン城戸沙織のことを指している。以前は「女神」で
定着していたが、最近は「BB」のほうがはやっている。

橡皮鴨（ラバーダック） 日本の大阪も訪れた、オランダ人芸術家
のフロレンティン・ホフマンによるラバーダック。香港では5月から約
1ヶ月間展示された。そのかわいい姿は多くの香港人や観光客の心を
トリコにし、香港人のフェイスブックはラバーダックの写真で侵略され

　12月の風物詩ともなった本年の流行語の大賞を決める「ユーキャン新語・流行語
大賞」。当初はNHKの人気ドラマ「あまちゃん」に登場し全国区となった方言「じぇ
じぇじぇ」が本命と思われたが、9月にオリンピックの招致の最終プレゼンで、滝川ク
リステルさんが使った「お・も・て・な・し」という言葉が大きな話題を集めた。また、
後半になってTBSのドラマ「半沢直樹」が大ヒットし、主人公のセリフ「倍返し」が急
浮上。混迷を極めると思われた大賞には、これらの3候補に「今でしょ！」を含む4つを
選ぶというじぇじぇじぇな結果となった。12月2日に発表されたトップテンと選考委員
特別賞を、主催者の解説も参考にしながら見てみよう。なお、本大賞は、その流行語
を生み出した人やチームを受賞者として表彰している。

今でしょ！ 受賞者は予備校の東進ハイスクールのカリスマ講師林修
さん。同校のテレビCMで、彼が「どうだ」といわんばかりの表情ととともに言い放っ
たセリフが「いつやるか？今でしょ！」。見る人に大きなインパクトを与えた。お笑い番
組でマネされたり、トヨタがCMでパロディCMを放映するなどして、大流行となった。

お・も・て・な・し 客人の取り扱うことなどに使われている言葉
だ。フリーアナウンサーの滝川クリステルさんは、オリンピック招致の最終プレゼン
で、フランス語でスピーチを行い、日本の伝統的な歓待の精神を、柔らかな手のジェ
スチャーとともに「お・も・て・な・し」と伝えた。その言葉は五輪招致決定のニュース
とともに注目を集めた。

じぇじぇじぇ 岩手県三陸地方で、驚いたり戸惑ったりするときに使
われている方言。NHKの朝ドラ「あまちゃん」で岩手県が舞台となり、ドラマの中で使
われたことで流行語になった。その地方の人たちは、自分たちが使っていることに気
づいていなかったとも伝えられているという感嘆詞。Twitterなどでも「JJJ」と使われ
て瞬く間に浸透した。

倍返し TBSドラマ「半沢直樹」の最終回は視聴率42.2％を記録した。ストー
リーは、堺雅人さんが演じる主人公の半沢直樹が、バブル末期に大手銀行に入行し
組織内外の圧力と戦っていくという勧善懲悪モノ。半沢のセリフ「やられたらやりか
えす。倍返しだ！」が大流行した。動画サイトの普及で、香港でも「加倍奉還」と訳され
て認知されている。

アベノミクス 
大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長政略を3つの柱とす
る、安倍内閣の経済政策を標語化した言葉。造語者は自民党元幹事長中川秀直
さんらしいが、受賞者は内閣総理大臣安倍晋三さん。

ご当地キャラ
日本では2007年に彦根城の記念キャラとして「ひこにゃん」が登場して以来のご当
地キャラブーム。熊本県のPRマスコット、くまモンが代表して受賞した。くまモンは、
熊本県に関係していればキャラを無償利用できるという使い勝手の良い許諾方針
で世界を駆け巡る。

特定秘密保護法
「国の安全」「外交」「公共の安全及び秩序の維持」の情報で「公になっていないもの
のうち特に秘匿を要するもの」が「特定秘密」に指定される。受賞者はこの法案に関
して熟知、かつリーダーであるジャーナリスト西山太吉さん。

PM2.5
PMは微粒子のことで、PM2.5は粒子径が2.5ミクロン以下である微粒子の総称。西日
本を中心に、環境基準を超えるPM2.5が測定されて健康への影響が懸念されてい
る。受賞者は日本の気象を追い続ける一般財団法人日本気象協会。
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香港流行語大賞香港流行語大賞
た。一方、興味がない香港人はこの流行を嫌がり、ラバーダックを爆発させるビデオも作った人
もいるとか。

神魔之塔 2013年上旬にリリースされた香港版パズドラ（笑）だ。やり方もデザインもなんとなく本
家パズドラと似ている部分があるため、パクリだとも言われる。香港のACGフェスタで香港パズドラ
ファンによるアンチ「神魔之塔」のデモも行われ、日本でも話題になったらしい。だが、パズドラは中
国語バージョンがないので、中国語圏で「神魔之塔」のほうがヒットしているのも分かる気がする。

14巴（14発ビンタ） 10月上旬に起こった事件。街頭で1人の女子が手前でつまずいた彼
氏に14発のビンタをくらわした。結局警察がその場に赴き彼女を逮捕。側で見ている人に一部
始終をビデオで撮られて、女子のわがままと男子の女 し々さぶりがYouTubeで流出された。40万
人もアクセスし、香港メディアだけでなく海外マスコミでも話題になった。

半沢直樹 日本で大ヒットしたテレビドラマ「半沢直樹」は香港でまだ未公開だが、早くも主人
公・半沢直樹のセリフ「倍返し」が普及している。香港のテレビ俳優が同ドラマの人物たちと共演
したり、大型政治イベントの舞台で使われたりして、認知度がアップ。香港にも理不尽な上司が多
いだろう。

ブラック企業
ブラック企業とは新卒・若者を大量に採用し、そして使い潰して利益を上げ、急成長
する新興産業の大企業を指す。もともとはネットで誕生した俗語。受賞者はブラック
企業対策プロジェクト共同代表で若手論客の今野晴貴さん。

ヘイトスピーチ
ヘイトスピーチは「差別的な憎悪を基づく発言」などと訳される。国籍や宗教、障害
など、自ら変えることができない事柄を理由に、特定の個人や集団をおとしめ、憎
悪、暴力を掻き立てる「憎悪表現」を指す。受賞者は世界各地のデモを研究している
国際政治学者五野井郁夫さん。

　「ユーキャン新語・流行語大賞」では候補にあがりな
がも、トップテン入りを果たせなかった流行語もあ
る。株式会社トライバルメディアハウスがTwitter
データから新語・流行語大賞を大予想した調査
では、大本命を「今でしょ」、対抗馬を「激おこ
ぷんぷん丸」と予測している。本調査によると、
最も多くツイートされていた流行語は約360万
件ツイートされていた「今でしょ」で、次に多い
のは「激おこぷんぷん丸」の約330万件だった。た
だ、「激おこぷんぷん丸」は10代の女性に圧倒的に
使用されているのに対し、「今でしょ」は幅広い年代から
ツイートされており、支持層の違いが明暗をわけたといえる
かもしれない。
　一方、株式会社ホットリンクは、ソーシャルリスニングツールを使って、新語・
流行語大賞の候補語を調査し「Twitterでつぶやかれたランキング」を発表し
ている。候補語の出現数ランキングは1位「パズドラ」、2位「ふなっしー」、3位
「今でしょ」だった。１位の「パズドラ」は圧倒的なクチコミ数を誇り、2位以下と
比較するとほぼ4倍のクチコミ数だった。
　Twitterよりお茶の間の人気のほうが国民的人気を集めやすいのかもしれ
ない。世代によっては、「激おこぷんぷん丸」も「パズドラ」も「ふなっしー」も知
らないという人もいるかもしれない。以下に解説しておこう。

激おこぷんぷん丸 ギャル語から派生した言葉で、かなり怒っている
状態を示す。怒りの度合いとしては、「おこ」（弱い）→「まじおこ」（普通）→「激お

こぷんぷん丸」（強い）となるらしい。Twitter上では、これより上のレベ
ルを設けて、6段階活用として紹介されている。

パズドラ パズドラ（パズル＆ドラゴンズ）は2012年2月に
登場したスマートフォン向けの無料ゲームアプリ。2013年11
月には総ダウンロード数が国内累計で2100万を突破した。
パソコン向けの多人数同時接続型ロールプレイングゲーム
を主力事業としてきたガンホー・オンライン・エンターテイ
メントが提供する。

ふなっしー ふなっしーは梨の妖精という設定の千葉県船橋市
非公認のご当地キャラ。個人が始めたプロジェクトで、当初は船橋市役所等に
売り込んでも相手にされなかったという。しかし、自主的にイベントなどで市の
PRをしているうちに、独特の話しぶりや動きが人気を集める。10月には船橋市
役所から「特産の梨や市の知名度向上に大きく貢献した」として感謝状が贈呈
された。

香港に「流行語」という概念はないそうだ。でも、皆に大きなインパクトを与えた言葉はある。
2013年を振り返ってPPW編集部が独断で厳選した香港流行語ベスト5を紹介しよう！

PPW
編集
部が

独断
で決
定

新語・流行語大賞は
              4つの言葉が大賞に！

トップ圏外での注目は

「激おこぷんぷん丸」
「パズドラ」

トップ圏外での注目は

「激おこぷんぷん丸」
「パズドラ」

＜選考委員特別賞＞
被災地が、東北が、日本がひとつになった　楽天、日本一をありがとう
受賞者は東北楽天ゴールデンイーグルス。楽天は日本リーグを制して日本一に輝き、東
日本大震災の被災地の東北のみならず、日本中を明るく元気づけた。選考委員会では、
この活躍を、歴史を証明する事象として後世に残したいと考えて特別賞を授与した。

2013年ユーキャン新語・流行語大賞＜トップテン年間大賞＞

流行語とともに1年を振り返るとしたら「今でしょ！」。
そこで、ご愛読いただいている読者の皆様へ、

編集部からの「倍返し」での「お・も・て・な・し」の気持ちをこめて、
「じぇじぇじぇ」な2013年の日本の流行語を紹介しよう。
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今年を表す

異常気象による濁流の映像や
PM2.5による空気汚濁の強い印象
と共に、アベノミクスの先行きも不
透明、食品偽装表示など人の良心も
濁ってしまった印象。

▶来年の抱負◀ 2013年は個人的には、逆風が吹き荒れ、濁流
にのまれつつも、なんとか目的地に到達した1年でした。
来年は、世相の濁りも晴れ、個人的にはクリアに目標を見通し、
清々しい気持ちでチャレンジする1年にしたいと思います。

メナード総経理
岩崎英司

濁
休日は自宅で引きこも
り生活を送っています。

香 港

2013年はゼロからの出発でした。
七転び八起きの精神でローカルに
飛び込んだのが、実りを迎えつつあ
ります。

▶来年の抱負◀ 強く、何事にも動じないチームを作り上げるこ
と。様々な意味でローカルと日本の架け橋になりたいです。

起
APASS INTERNATIONAL
リクルーター
鎌田千賀子
広東語を自由に操り
地場に精通

香 港

祝事、宴会、接待、交流、ストレス解消 etc.
いつも“和（輪）”を保ってくれるお酒に感謝！

“お酒”に乾杯！

▶来年の抱負◀ 今年は体調を崩し、一時期は“生涯禁酒“の危
機もありました。日頃から分かっている事「健康第一」、この度は
思い知らされました。飲酒だけではなく、好きな事が続けられる
よう「健康維持」に努めたいと思います。

フードアナリスト
コラムニスト
イベントプロデューサー
Kei San

酒
香 港

志は、士と心でできています。士は、
もとは之の形で行くの意味。心があ
る方向を目指していくこと。

▶来年の抱負◀ 2013年は志を成すための土台作り。2014年
は志を成すために献身する1年とします。

志
ベンチャー獅子

香 港

去年開業し、今年は香港に出店しま
した。これらは一重に仲間達のおか
げです。素晴らしい仲間達との出会
いがあったればこそです。

▶来年の抱負◀ その素晴らしい仲間達とのコミュニケーション
をはかり、より良い店を作り、人材を育成したいと思っています。
日本の食文化を先ず香港の人達に知ってもらい、アジアの発信
地にしたいと思っています。

銀座いわ　店主

岩  央泰

仲
香 港

仕事でイヤなこと、つらいことがあっ
ても、ホッとできる家があれば心が
安らぐものです。そんな想いでスター
トした不動産のお仕事。「どんな家が
いい」だけではなく「どんな暮らしが
したい」住まいのご提案をすること。

▶来年の抱負◀ 小さな仕事でも丁寧に大切に。

家
広 東

カジワ不動産深圳支社

齋藤由美

この一年間、各同業者間の悪性競争
など混乱の一年でした。

▶来年の抱負◀ この「争」に「青」の文字を加えたいです。従っ
て、両文字を合わせると「争うが静まる」になるでしょう。混乱して
おるこの世を平和な時代に戻してほしい気持ちです。

争
日本料理　長谷川

　　謝 

広 東

中国深圳に来て1年。たくさんの出会
いに恵まれ、助けて頂き今私はここ深
圳にいます。「出逢い」は中国語で「遇
見」と書きます。なので「遇」という文
字にしました。来年も「出逢い」を大切
に毎日を過ごしたいと思います。

▶来年の抱負◀ 来年も華南地域のお客様に喜んでもらえる
よう頑張ります!

遇
PARIS N°5

清水一謙

広 東

ここ広東省でも経済や文化などで日
中交流を再び前に進めるべく、様々
な取組みがみられた1年でした。

▶来年の抱負◀ 来年は、動き出した日中交流に更に勢いを与
え、これを一層確かなものにするために、日本及び中国の各界
の皆様と共に引き続き努力してまいりたいと考えております。

進
広 東

在広州日本国総領事館
総領事

伊藤康一
今年は和僑ドリプラにて自分の夢を
発表し、やっと1歩を踏み出せました！

▶来年の抱負◀ 来年は実現に向けた行動の年に！

夢
香 港

株式会社シンドー
セールスマネジャー

米山健一
香港駐在10年の江戸っ
子。将来は東京下町でゲス
トハウスをオープン予定。

いつも元気な子ども達に囲まれ、喜
怒哀楽が絶えない毎日です。家庭的
な雰囲気の中、日々子ども達の笑顔
に救われる1年でした。体全身で笑
うことは健康にも良いようです。

▶来年の抱負◀ 毎日どんなことをして子ども達が笑わせてくれ
るか楽しみにしています。みんながハッピー、笑いが溢れる1年
になりますように。

笑
帝京大学香港国際センター
帝京香港幼稚園　事務長

兼子礼代

香 港

いつもお部屋探しのご依頼を頂き
有難うございます。弊社『不動産
NAVI』は今後も日本人目線でしっ
かり物件選別を行なっていきます。

▶来年の抱負◀ 皆様の安心で快適な住まいをご提供していきます。

住
広 東

不動産NAVI

加藤秀樹

【　　】漢
字一字

香港・華南地区で活躍する人々が語る

大晦日カウントダウンに出掛けよう！
毎年盛大に行われるカウントダウン。香港で
は旧暦の正月を祝うのが一般的だが、国際色
豊かなおかげで新暦のカウントダウンも毎年
盛り上がっている。TV中継されるイベントも
数多くあり、どこへ出掛ければ良いか迷う人
もいるだろう。そこで今回は、編集部オススメ
のカウントダウンスポットをご紹介。

ビクトリアハーバー越しに見える香港島の夜景や、ギネス記録を
誇るシンフォニー・オブ・ライツを観賞するため、毎日多くの人が
訪れるアベニュー・オブ・スターズ。大晦日には、香港島サイドの
ビル群から打ち上げられる花火がよく見え、毎年多くの人で賑わっ

ている。当日は早めに出かけて、自分達の観賞場所を確保しよう！

コーズウェイベイ（銅鑼湾）にあるタイムズスクエアは、
ショッピングセンターやオフィスを備えており、建物前の
広場はいつでも様々な屋外展示が行われている。また、

映画のロケ地としても有名な場所だ。ここでも、毎年盛大に
カウントダウンイベントが行われている。たくさんの人が集まりTV中継も
されるほど盛り上がる。住所：Avenue of Stars, TST

アクセス：MTR尖沙咀駅J4出口を出て、香港芸術館の左側を海へ向かって進む
住所：1 Matheson St., CWB
アクセス：地下鉄銅鑼湾駅A出口直結

九龍側

星光大道
Avenue of Stars

香港側

タイムズスクエア
Times Square

2013年の日本を表す漢字は「輪」が選ばれた。これは日本漢字能力検定協
会が全国から「今年の漢字」を募集して決定しているものだ。最多の応募
があった「輪」は、2020年の五輪誘致や自然災害の支援で人の輪が広がっ
たことが理由にあげられている。香港・華南地区で活躍する方々にも、今年
を表す漢字一字と来年の抱負を伺った。

Jet Top International Limited
古川智大

 特 集
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香港＆広東

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

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 15K総務および簡単な経理業務。経験不問。英語ま
たは北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

香港および他拠点（東南アジアおよび台湾）の
経理業務全般。出張対応要。英語日常会話レベ
ル以上。

技術系（電気・電子・機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 テンプスタッフ

深圳RMB30K
プロジェクトの進行管理、トラブル処理、技術上
の調整。プラスチック樹脂・金型の知識、図面読
める方、英語または北京語日常会話レベル。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 テンプスタッフ

深圳
RMB20K
＋住宅

営業の補佐及び生産管理業務。生産管理経験あ
る方優遇、英語または北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

深圳 RMB20K
＋住宅

顧客窓口、見積もり作成、納期管理。基板、電
子部品、実装業界いずれかの経験、北京語日
常会話レベル。

テンプスタッフ
広州

専門職/
コンサルタント

その他の
中国地域

RMB15K
＋住宅

会計税務などの専門分野に関わるスポット業
務の対応、日系顧客の窓口業務。業界経験或
いは会計経験のある方尚可、北京語ビジネス
レベル。

テンプスタッフ
広州

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 広州 RMB20K

＋住宅

会計処理、本社への各種財務経理報告、銀行
との折衝、税務関連業務の対応。財務会計経
験5年以上、北京語ビジネスレベル。

香港/九龍 20K～25K テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

日本マーケットの開拓業務。アパレル商材（リ
ボンやテープなど）の取扱い。日本への出張対
応要。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 15K～18K
電子部品の納期管理。日本および工場との調整
業務など。英語または北京語コミュニケー
ションレベル。

テンプスタッフ
香港

会計経理・経営管理/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 25K

企業経営管理全般。日本本社およびグループ
会社間の連絡業務など。

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 22K会計全般：月次レポート作成。

テンプスタッフ
香港

技術系（IT・通信）/
IT・通信・インターネット・
ゲーム

20K香港/九龍
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・宣伝・広報/
IT・通信・インターネット・
ゲーム

40K香港/九龍
アジア市場マーケティング業務全般、プレゼン
資料作成。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25K～30K

OA機器メーカー向け営業：華南地域への出
張有。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～20K香港/香港島 日系企業向け営業業務全般。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・日用品・アパレル）

18K香港/九龍
営業アシスタント業務全般。日本本社との調整
業務など。英語または北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・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

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/その他・
教育・公的機関など

香港/香港島 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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 20K～30K既存顧客サポート、新規顧客開拓、マーケット

分析、納期管理。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
メーカー（化粧品・医薬品）

20K～30K日系企業向け営業、既存顧客フォロー、
新規顧客開拓、出張対応有。香港/九龍
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ビジネス（香港・広東共通）
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