
香港＆広東 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號銅鑼湾広場一期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

香港＆広東

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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 50～60万円

建築士・建築施工管理技士・建築設備士。大型
マンション・福祉施設などの施工管理経験。
マンション・事務所等の設計経験・現場監理
経験。土木系。土木施工管理技士。土木もしくは
建築施工管理経験。

インドネシア
WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー（食品・日用品・
アパレル）

インドネシア

30～45万円

海外にある合弁・現地法人工場との出張ベース
にて、営業及び生産管理担当のお仕事。アパレ
ル業界経験。OEM営業もしくは生産管理経験。
カットソー、布帛ボトムス、アウター経験。

華南WORKS日本

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本 香港WORKS25～50万円

システムインフラ基盤に関する、設計、構築、運用
業務など一連のＩＴインフラ全般に関わる業務
に就いていただきます。ISP、通信キャリアにおけ
る業務経験。Cisco認定資格保有(CCNP以上)。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港 20K～25K日系コンサルティング会社での記帳代行、日本人
顧客対応。英語必須。

JAC 香港サービス系/外食・フード 香港 25K～28K日系外食チェーン店のオペレーションマネ
ジャー候補。海外における当該業務経験必須。

JAC 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 20K前後
投資会社にてカスタマーサポート職に従事頂き
ます。応募資格はバックオフィス業務のご経験
が少しでもある方。

JAC 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K前後

香港

日系物流企業でのアパレル顧客窓口担当。
倉庫担当への指示、入出庫管理。英語会話
レベル以上。

JAC 香港

サービス系/外食・フード 26K

香港

日系飲食店の新店舗立ち上げ店長候補。日本で
の研修あり。広東語ビジネスレベル。

JAC 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

30K～35K
程度香港

機械系商社。セールスエンジニア。アジア地域等
の既存代理店及び客先のフォロー。英語ビジネ
スレベル。

JAC 香港技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 30K前後3年以上のIT系開発経験がある方。

JAC 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 ～20K+
コミッション

外資系半導体商社の日系市場向け営業ポジ
ション。営業経験3年、Cold Cald等からの新規
開拓必須ポジション。英語必須。ハイコミッション
制度あり。

JAC 香港会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 40K～70K香港/香港島

外資系資源商社の上場株主対応・IR・経営
企画全般。新興国への出張あり。M&A経験、
金融系、コンサル系の法人財務分析経験者歓迎。
交渉力、英語必須。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 ～30K香港/香港島

外資系保険会社の日系市場向け営業兼カスタ
マーサービスポジション募集。営業経験3年程度
必須、業界経験は不問だが金融関連経験が望ま
しい。英語必須。

JAC 香港技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 東莞 RMB17K

（手取り）～
日系EMS企業にて基板実装の検査関連の
技術者。不良解析知識。語学不問。

JAC 香港専門職/コンサルタント 応相談監査法人での就業経験者。中国
（北京・上海）

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 インテリジェンス

香港18K

日系企業向け情報媒体紙およびウェブサイ
トの営業業務。新規開拓および既存顧客フォ
ロー。入社後日本にてトレーニング有り。 
1)3年以上の営業経験　2)コミュニケー
ションレベルの英語　3)4年制大学卒

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 インテリジェンス
香港16K～20K

日系保険会社の日系営業部に所属し、書類
作成や顧客窓口業務などの営業サポートを
担当。１)3年以上の就業経験（業界不問）
2）ビジネスレベルの英語　3）永久居民権
または配偶者ビザホルダー

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 30K～45K

名門フットボールクラブチームの日系スポン
サー企業を対象に、キャンペーンや各種イ
ベントなどの提案・調整・交渉業務。 1)5年以
上の広告代理店・PR・マーケティング経験
2)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K～35K

電子部品の製造・販売を手がける日系企業にて、
LCDモジュール・電子部品・EMSの新規開拓
営業業務。 1)5年以上の電子部品業界での営業
経験　2) ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 28K～32K

加工食品を扱った営業業務。月に1回程度の
ASEAN地区への出張あり。 1）5～8年の食品
もしくは日用品の貿易業務経験　2）マネジ
メント経験　3）ビジネスレベルの英語

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港

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

インテリジェンス
広州専門職/コンサルタント 広州 RMB

15K～20K

大手会計事務所での財務会計コンサルタント
職。日系企業に対して、財務や税務面のアドバ
イス・監査を行う。 1)同分野に興味があること
（未経験可）　2)社内コミュニケーションレベル
の普通話

インテリジェンス
広州

企画・広報・
経営管理系/商社 広州 RMB

15K～25K

中国全土にネットワークを持つ物流会社の財務
管理職。中国の幹部候補として、いずれは中国
華南全支社経理に関する業務管理を担当。
1)財務会計の経験者 2)社内コミュニケー
ションレベルの普通話

香港/九龍 25K～30K インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

電子部品や様々な商材を扱う商社にて、営業
マネジャー業務。工場との折衝・部下のマネジ
メントなど。 1)10年程度の関連業務経験
2)部下のマネジメント経験 3)ビジネスレベル
の普通話および英語の読解能力

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/新界 応相談

日系大手物流会社の倉庫部にて、日系クライ
アントへのお問い合わせ対応や倉庫スタッフ
の管理業務など。1)物流業界就労経験者
2)ビジネスレベルの英語。倉庫業務経験者歓迎

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K

（応相談）

副資材の既存営業業務ならびに日本本社と
の連携業務。顧客は日系企業。週2回程度の
華南地区への出張あり。 1）アパレル業界での
営業経験もしくは香港・広東省での営業経験
2）ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
深圳営業・販売系/小売・流通 ～RMB20K深圳

物流の営業職。将来的には日本本社採用の
可能性もあり。業界経験不問。普通話初級レ
ベルから応募可能。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

～RMB25K東莞
プレス加工技術経験者を募集。特にテープや
スポンジ関連の経験者歓迎。普通話ビジネス
レベル必須。

RGF 香港WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 応相談

日系大手WEB広告代理店にて、今後の幹部
候補の募集。香港事務所の立ち上げ、営業。自由
にやらせる社風の為、立ち上げに携わりたい
ビジネスパーソン歓迎。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/香港島 60K日系化粧品メーカーでの管理職。本社との交渉・
現地販売会社の管理及び運営。

RGF 香港金融/保険 20K～25K香港/香港島 日系銀行でのリサーチアシスタント。東アジアの
経済情報、金融情報をまとめ、上司のアシスト。

RGF 香港金融/保険 20K～25K香港/香港島
【日本勤務】大手欧州系決済機関でのカスタ
マーサービスの募集。半年香港でのトレーニン
グ後、日本/東京での勤務。

営業/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 RGF 香港21K

日系プラスチック製造業にての営業職。化粧品
やコスメティックス商品を置くディスプレイ/
台の製造、営業ポジション。中国出張有。

購買/商社 香港/九龍 RGF 香港20K～25K大手日系電気機器メーカーでの購買職。工場と
の折衝、サプライヤー探し、中国大陸への出張。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K～35K

日系アパレル商社にて営業の募集。アパレル業界
経験者歓迎。無くとも、人物次第で考慮。主に
既存顧客のフォローアップ。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

東莞 35K～60K

大手香港系アパレルメーカーにて品質管理の
ポジション。日本アパレルメーカーとの橋渡し役。
品質管理経験あれば優遇だが、無くとも生産
管理経験があれば考慮。

RGF 深圳会計コンサルタント/
その他サービス 深圳 RMB

15K～20K

会計を中心としたコンサルティング会社の深圳
支社立ち上げメンバーとして、顧客対応とコン
サルティング業務。公認会計士資格者で英語ま
たは中国語での業務遂行が可能なこと。

深圳 RMB
10K～15K RGF 深圳総務/小売・流通

管理部門にて総務業務全般、外国人社員ビザ申請
や接待の手配、社内各種規定の作成や改善と運用
フロー作成、品質関連の書類作成や外部機関との
折衝窓口など。深圳在住者（在住経験者）、中国語
ビジネスレベル。

RGF 広州営業/ 小売・流通 広州 RMB
12K～20K

珠海地区における、日系企業への物流に関わ
る営業活動＆事務全般、日本人顧客の引越に
関わる業務など。社内に日本語話せる中国人
スタッフはいないので、中国語が今話せなくて
も今後勉強意欲高い方歓迎。

RGF 広州品質管理/メーカー
（機械・電気・電子） 広州 25K～30K

＋住宅補助

広州の日系自動車部品メーカーにて品質総監。
入社後、経験を積んだら広州以外の工場も
管轄予定。中国の日系自動車部品メーカーで
の品質管理総監の経験者を歓迎。中国語出来
る方は尚可。

ぽけっとページ主婦パート/
ぽけっとページ 応相談香港/九龍

在宅での翻訳や打ち込み作業、出社しての編集取材さサ
ポート業務など、勤務時間と勤務種類は応相談可。ブロ
グを書くのは趣味な方や、フェイスブックで写真を撮っ
たりする方には、編集サポート業務がオススメ。小さな
お子様がいらっしゃる方には、在宅勤務がオススメです。
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香港 香港

読まれた記事ランキング
１月25日～31日  

　巨額契約の背景に米のテレビ事情あり――。田中将大投手と1億 5500万ドル（約 159億円）の
契約を結んだ米大リーグのヤンキース。この財力はどこに由来するのか、カラクリを解説した記事
が上位に入っています。住宅ローンで注意するべき点を解説した「ネットのシミュレーションが生
む誤解」、人気企画の就活探偵団の記事「大学就職課が語る、こんな学生は内定とれない」も人気
を集めました。25日～ 31日のよく読まれた記事を紹介します。 

苦境に立たされた香川　マンUで歩むべき道  （1  月28日） 

住宅ローン、ネットのシミュレーションが生む誤解  （1  月28日）  

（3）田中獲得に巨額投資、大リーグ資金源のカラクリ （1月27日） 

（4）大学就職課が語る「こんな学生は内定とれない」 （1月29日） 

（5）「ダントツ経営」の死角　コマツ、曇った千里眼 （1月27日） 

（6）舛添氏が先行、細川氏追う　都知事選で本社世論調査 （1月26日） 

（7）死に体オバマ氏、ヒラリー氏の先行きにも暗雲（FT） （1月28日） 

（8）新幹線、目前で消えた「東北―東海道」直通計画 （1月31日） 

（9）名門ミランの現状深刻　本田、今のままでは生きず （1月26日） 

（10）そんなに買ってどうする　増税・災害憂う備蓄貧乏 （1月27日）
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広東中国全土

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

円安への期待から脱して、円高へ活路を見出すべきか-（1）

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Flat E, 21/F., Block 1, Queen’s Terrace, 
No.1 Queen St., Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は17年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

個別相談
随時受付中
（無料）

　1月29日、米国の中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理

事会）は国債などを買い入れて市場にドルを投入する量的緩

和策をさらに縮小した。

　アメリカの量的緩和の規模は本来850億ドル/月の規模

だったが、先月12月に750億ドル/月に縮小され、今月また

100億ドル縮小されて650億ドル/月となる。

　そもそも米国の量的緩和はドルを大量発行することによ

り、国内のカネ回りを良くして投資を活発化させ、景気回復や

雇用促進を狙ったものだ。

　しかし基軸通貨であり、世界中に流通しているドルの大量

発行は世界的なカネ余り状態をも生み出すことになる。

　余ったドルは安全な投資に回るお金から次第に投機的な

資金に変貌し、本来経済的に不安定な新興国まで行き渡って

実態と乖離した金融市場の活況を演出してしまう。

　すると、どうしても

　「上がるから買う」

　で、バブルが起こってしまう。

　そしてFRBの二ヶ月連続の量的緩和縮小の方針。ドル資金

が今まで以上に潤沢に流れてこないことから、

　「見込んだほどの成長も上昇もないのではないか。。？」

という不安にかられた投機資金は新興国から潮が退くように

流出して、より安全な資産へ逃げ込むことになる。

　これにより、アルゼンチン、トルコ、南アフリカなどの通貨が

売られて急落した。

　昨今の円高方向への転換は、安全資産と見込まれた円が

そうした資金の逃避先になったということである。日経平均

株価はFRBの量的緩和策縮小の発表があった1月29日から1

週間で1,000円ほど下落している。

　基軸通貨の金融政策転換は世界はこれほど動揺させると

いうことを認識させられた。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

香港

　「あの人は仕事ができるなあ～」と感じる時はその人が知らず知らずの

内に水面下で顧客や関係者と連絡を取り合い、最後の最後で今までやっ

て来た努力が実り成果が現れた時でしょう。また、何か物事を頼む前にす

でにやっていたり、何が頼まれそうかというのを予め察して先に行動して

いるものです。俗に言う『先を読む』というやつです。こういう人間は先に

やることを言ってしまうと逆に物事が上手く進まないということを知って

いるので、口より先に足が動くのです。確かに上司に「今からコピー10部

取ります。」と言ってから行動に移るのと、先にコピーしてしまってから「先

にコピーしておきました。」と報告するのでは上司の印象も違って来るで

しょう。また、先に何をするか宣言してしまうと「じゃ、これもお願い！」と予

定外の仕事が入って来るかも知れません。行動は宣言しないに越したこ

とはないのです。ただ、『勇み足』ということもあります。先にやった結果余

計なことをしてしまうこともあるかもしれません。しかし、それも織り込み

済みであなたには是非率先して行動して貰いたいのです。周りのあなた

への評価も変わるはずです。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

子
貢
（
弟
子
の
一
人
）は
ん
が

君
子
に
つ
い
て
聞
き
は
っ
て
、

（
孔
子
）
先
生
が
言
わ
は
っ
た
。

「
君
子
っ
ち
ゅ
う
ん
は
な
あ
。

何
か
言
う
前
に
は
も
う
行
動
し
て
て
、

終
わ
っ
た
後
で
物
言
う
も
ん
な
ん
や
。」

八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
子贡问孔子，何为君子，
孔子说：“先做，而后说。”

日本語現代語訳
子貢君子を問う。子曰わく、
先ず行う、其の言(ことば)は而(しか)る後に之(これ)に従(したが)う。

【原 文】
 子貢問君子、子曰、先行其言、而後從之。

口出すよりも先に足出しなはれ。
足出す言うても予算オーバーとちゃうで。

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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香港

深圳

香港 広州 香港

香港＆広東

◆拝太歳（太歳を拝む）ということ◆
　香港では、旧正月が来ると黄大仙廟や車公廟に初詣に出かけ
るように、立春が過ぎると荃灣にある圓玄学院などのような太
歳（たいさい）の神様が奉られているお寺にお参りに行く習慣が
あります。
　そもそも風水や四柱推命、漢方などの「玄學」と呼ばれる中国
古代からの学問は太陽や月、星の動き等、天文学ととても深い
関係を持っています。
　木星が天球を約12年で1周し、その年に木星の宿る方位を
「太歳」と呼び、その年の干支には太歳が宿ると古代から言われ
てきました。「太歳」のエネルギーはとてもパワフルなため人々
から恐れられ、それがネガティブに影響すると病気になったり金
運が落ちたり人から訴えられたり、はたまた事故に逢ったり時に
は生命を失ったり、何か不吉な事が起きると言われてきました。
香港ではそれらを「犯太歳（太歳を犯すこと）」と言い、日本の厄
年のように怖がられ避けられています。不吉な事が何も起こら
ないように、この一年の無事を願いながら太歳の神様にお参り
に行くのだとも言われています。

◆圓玄学院は四神相応の地◆
　実際に圓玄学院に行ってみると、高い山の上方にありながら
風がとても心地よく、穏やかなエネルギーのある場所に立地し
ています。このお寺の背中には小高い山（玄武）が支えとなり、左
右には「砂（青龍砂と白虎砂）」と呼ばれる岡が連なり、前方には
「明堂（朱雀）」と呼ばれる一定の空間があり、その前にまた高い
山（朝山）が見えます。このようなエネルギーのたまりやすい背
山臨水の地を風水では「四神相応の地」と呼びます。こうした場
所は風を蓄え水をためる風水の好適地と言われています。圓玄
学院の場合はそれが見事なぐらいクリアーで分かりやすく、ここ
で深呼吸をするだけで「香港に来て良かった」と思える程癒され
る良い場所です。
　このお寺の中にある「元辰殿」の中にそれぞれ個性的な太歳
の神様が甲子から癸亥まで60体奉られています。香港の多くの

お寺でも太歳の神様は奉られてい
るのですが、多くはひな壇のように
奉られています。しかし、ここでは
360度ぐるっとダイナミックに太歳
の神様が等身大で奉られているの
で「元辰殿」の中は迫力満点です。
今年は甲午年（きのえうまどし）で
すので、「甲午」の太歳の神様と自分自身の干支の神様に挨拶を
したら、そこから時計回りに1体ずつ丁寧にお参りしていきま
しょう。
　ちなみにこのお寺は道教のお寺でもあるので、「三教大殿」に
奉られている孔子様、お釈迦様、老子様にまずご挨拶をすること
をお忘れなく。　 

◆久美子的太歳を開運に変える奥義◆  　
　では、太歳は恐ろしいから避けなければいけないのでしょうか？
　太歳の神様は確かにパワフルで強力ですが、必ずしも避ける
べきものではありません。
　真っ向から立ち向かえば粉々に砕けてしまうようなパワーを
持つ相手でも、方法を考えて味方にすることはできるはずです。
　今年の甲午のエネルギーは、上へ上へとそびえ立つ大木と爆
発力のある力強い火のエネルギーで成り立っていますので、特
にストレートな破壊力を持っています。何かが起こればそれが
「あれよあれよ」と言っているうちにどんどん拡がり、進行する力
も持っています。ということは、シャイでなかなか自分を表現す
るのが不得手な方や、力が出なくてなんとなく毎日をだらっと過
ごしているような方にとって活用できるエネルギーなのです。
　木によって燃やされる火のエネルギーは上手く使えば知恵の
働きもします。人間の文明が大きく開花したのも、人間の寿命が
躍進的に延びたのもこの「火」を人々が使うようになってからの
ことです。
　また、火の午は桃花、つまり異性を魅きつける魅力を持ってい
ます。これは、異性だけではなく人を魅きつける力、人気者や

リーダーになれる力でもあ
りますので、人間関係を大事
にしている方にとっては、今
年は大いに活用すべきエネ
ルギーです。
　「犯太歳」を恐れ避ける
のではなく、「拝太歳」を行
うことでその力を味方にして活用する。
　今年の太歳・甲午（きのえうま）を駿馬として捉え活用するの
か、みすみす逃してしまうのかは皆さん次第なのです。　

風水の奥義を行く！ 第22回　2014中国版厄年・太歳は怖くない？
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

久美子顧問
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

【 青龍砂 】【 青龍砂 】

←←【 白虎砂 】【 白虎砂 】

←←

【 玄 武 】【 玄 武 】

【 朱 雀 】【 朱 雀 】

【 朝 山 】【 朝 山 】

［圓玄學院への行き方］：MTR荃湾駅下車後、兆和街の「圓玄學院」
　　　　　　　　　　行き緑色ミニバスにて終点 で下車

ライフ（香港・広東共通）
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香港

香港&広東

（物件名）  海逸豪園　ラグナ・ヴェルデ
（所在地）  ホンハム（紅磡）駅
（間取り）  3LDK　1472sq ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  大型スポーツクラブも併設され、屋内プールあり。敷地内庭園。
  ヨーロッパ風の外観。日本人学校送迎バス有り。AEONも至近で便利。
（備　考）  新改装、海景。現在九龍サイドで日本人に人気の高いエリア。
（月　額）  HKD43,000　管理費、税金込み

（物件名）  擎天半島　ソレント
（所在地）  九龍駅
（間取り）  3LDK　1163sq ft.
（室　内）  高層階、家具購入
（環　境）  MTR九龍駅上のマンションで、空港へのアクセス等交通至便。
（備　考）  バルコニー付き。高級ショッピングモール「エレメンツ」があり、飲食店、
  ブティック、高級スーパー、アイススケートリンク、映画館、ブティックなど 

 店舗が多数そろっている。
（月　額）  HKD45,000　管理費、税金込み

（物件名）  譽・東　アイユニーク・グランド
（所在地）  サイワンホー（西湾河）駅
（間取り）  2LDK　595sq ft.
（室　内）  家電あり
（環　境）  天井が高く明るい部屋。日系スーパーJUSCOに近く、APITAがあるタイ   

 クー（太古）のショッピングモールまで徒歩圏内。
   買い物や食事の他、スケートや映画鑑賞等も便利。
（備　考）  2014年新築、MTR駅すぐ。
（月　額）  HKD20,000　管理費、税金込み

Laguna Verda

Sorrento

i-UniQ Grand

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
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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 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601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D
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新天地広場D座1805
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

ライフ（香港・広東共通）
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SOHOでひと際目を引き、通る人を引きつけて止まないお店「The Candle 
Company」。香港では最大のキャンドル専門店でありながら、ディフューザーやフレグ
ランス商品、アロマセラピー関連商品も取り扱っている。値段もリーズナブルなので

色々買い揃えたい人にとってはとても嬉しいお店だ。
ほとんどの商品はオリジナルデザインで、材料にもこ
だわり質の高い商品作りを常に心がけているそう
だ。また、様々なカラーデザインや豊富な商品を取り
揃えているのでリピーターも増えている。サービスや
価格面でもお客様に満足してもらうための工夫がと
てもよく伝わってくる。

現在はバレンタイン向け商品もラインナップに加えられており、オーナーのVivien
さんは、男性も買い求めやすく、女性ももちろんもらって嬉しい、そんなお互いを気遣う
優しい想いを込めて商品を選んでいる。その中の1つにJ.Grace Flower Arrangement
Salonオーナーの淳子さんとのスペシャル企画が実現！バレンタインシーズンに先駆
けて12月のクリスマスシーズンより開始された初めてのコラボレーション企画が大好

評だったことから、定期的にそれぞれの良い部分を引き出した季節に合
わせた可愛らしい商品が登場している。ギフト界のプロが考案する商品
を今後是非ご期待頂きたい。こちらのThe Candle Companyの最新情報
はフェイスブックやブログでも確認できる。
最後に耳より情報のお届け。なんと2014年3月に東京に初めての支店がオー

プン予定とのこと。次回帰国する際はぜひ訪ねてみよう。

The Candle Company

The Candle Company
住所：No.11 Lyndhurst Terrace, Central
時間：月～土 10:00～20:00、日 12:00～20:00
電話：(852)2545-0099
メール：lyndhurst@candles.hk（英語）
         philippines@candles.hk（マニラ支店）
         japan@candles.hk（東京支店)

ブログ：blog.candles.hk
ウェブ：www.candles.hk
フェイスブック：www.facebook.com/candleco

ギフト選びのサポート！ お洒落なキャンドルが並ぶお店

いろいろな香りに癒される空間

J. Grace Flower Arrangement Salon
淳子さんとの共同作品。Candle & Rose
Valentine’s Gift Set

香港香港

TWIST
住所：Shop 106 & 207, miramall, 118-130 Nathan Rd., TST
電話：(852)2577-9323
時間：11:00～22:00

ライフスタイルを重視する若い人たちは、
ファッションの大事なアイテムとして、小さな腕時
計にもこだわる人が多いだろう。高クオリティーの
ブランド物を取り扱うセレクトショップ「TWIST」
に、日本で大人気のアメリカ腕時計ブランド
「NIXON（ニクソン）」が入荷したとの情報を耳に
した編集部は、早速チェックしてみた。
　今回入荷したのは、大人気のTHE TIME TELLER Pシリーズからアレンジされた「DIP 
DYE COLLECTION」。様々な色の種類から選択できるので、服装に合わせて、ポップな
雰囲気を演出することができる。デザインのポイントとなるベルトの色は黄色から緑、
青まで変化するグラデーションとなっており、デザイナーの遊び心が伺える。また、
リューズの大きさを考慮して通常とは反対の位置に配置したり、手の甲に当たるのを
防止したり、100M防水や温度センサーなどの機能を搭載したり、見た目だけでなく、機
能的なのも魅力の1つ。
　アウトドアタイプの人は「The Unit」シリーズをチェックしよう。誰でも小さな頃に積
木で遊んだ記憶があるはず…。そのおもちゃの積木をコンセプトにした同シリーズの
デザインは、どこかレトロな雰囲気が漂う。従来のデジタルウォッチより機能満載のこ
ちらのシリーズはストップウォッチ機能、アラーム機能、カウントダウンタイマーも備え
ており、スポーツやアウトドアシーンで、信頼できる相棒になる予感！
    ミリタリーファッション愛好者のために「The 51-30」や「The Unit SS」などの迷彩柄も
ラインナップ。特別な技術を用いて磨き、質感が豊かで無造作な迷彩柄に仕上げてい
る。異なる質感を組み合わせて作られる同シリーズは視覚も刺激してくれる。よりミリタ
リー感を楽しむため、針と数字には夜光塗料が付けられ、夜間の狩猟を思い出させる
のもデザインのポイントだ。
  まだ香港でNIXONの入手場所がわからないという人は、TWISTへ足を運んでみよう。
安心・信頼できる同店で、お気に入りのマイウオッチが見つかるかも。

 

［ NIXON ］

腕時計を楽しみたい人は要チェック！
個性溢れる人気ブランドが香港TWISTに登場
腕時計を楽しみたい人は要チェック！
個性溢れる人気ブランドが香港TWISTに登場

遊び心満載の「DIP DYE」コレクション

THE 48-20 CHRONO P

TIME TELLER dip dye collection（左）、THE RUCKUS Yellow/ Black（真ん中）、
The Unit Red Pepper（右）

The 51-30 CHRONO Matte Black/Camo（左）、
THE 51-30 PU Matte Black / Surplus（真ん中）、
The Unit SS （右）
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香港クラシファイド

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pocketpageweekly.com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。）

～語学を楽に ！～
生徒募集中。大人の英/広/北京語/TOEIC/
TOEFL対策。子供の英/日/広/北プレイ
グループ。 
TEL/WhatsApp/LINE：ケント93464743
（大人）ヘレン61893941（子供）まで。
日本語可。
WEB:www.facebook.com/MissHeleneLang
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニールズヤード認定
アロマセラピー基礎クラス5月期生募集
◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年5月8日～6
月12日　9:45~12:00  (週1回全6回）
②木曜日午後クラス：2014年5月8日～6
月12日　14:30~16:45　（週1回全6回）
③土曜日3回集中クラス：2014年5月10
日～5月24日　13:15～18:00※途中休
憩あり（1日2回全6回）
◆募集人数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTRフォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、日時に関して別途ご相談をさせ
ていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：http://ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆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駅改札口Aを出て徒
歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港邦友会
3月中旬・下旬頃に在香港の駒場東邦中･
高校卒業生の同窓会（卒業年を問わない）
を企画してます。ご興味のある方は気軽に
下記メール宛ご連絡ください。
連絡担当：絹川
メール: komato_dosohk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsでは、
現在ギタリストを募集しております。月に2
回ほどの練習と、ライブも定期的に行って
おります。興味のある方、Bluesがお好きな
方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、霞にそびゆ、わが白
亜城、青山学院卒業生および関係者の
皆様は、お気軽にご連絡ください。隔月
で同窓会を開催中です！
Email: aogakuhk@gmail.com
Facebook: 香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852) 6850-9300
http://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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があり、丁寧な
顧客対応ができる方。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
お問い合わせください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。詳しくは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刺身・寿司職人募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。刺身・寿
司職人募集中。香港在住の方。北京語、
広東語少し。刺身・寿司もこなす。勤務時
間：11:00～15:00、18:00～23:00（日曜定
休）。毎日2食付。給料相談可。まずはお
気軽にメールにてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。フルタイ
ムスタッフ人募集中。日本語コミュニケー
ション程度。勤務時間：11:00～15:00、
18:00～23:00（日曜定休）。毎日2食付。給
料HKD12,000～。まずはお気軽にメール
にてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バースタッフ募集中!!
タイムズスクエア近くのウイスキーバー
b.a.r.がスタッフを募集中。就労可能なビ
ザの保有者。ワーキングホリデーの方も
歓迎です。勤務時間その他等は応相談。
お問い合わせ
bar@executivebar.com.hk
または電話2893-2080（担当イチロー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。週5日勤務。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。
admin@streamwisdom.com
3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートスタッフ募集
総合医療サービスの会社です。健康診
断業務関する事務処理、あるいは予約受
付等のお仕事です。特別な医療知識が

必要というものではありませんが、何事
にも積極的にかかわることができる気
持ちがある方を希望します。広東語ある
いは英語が日常会話程度できれば大丈
夫です。詳細はメールにてお問い合わせ
ください。
連絡先：hori@mediport.com.hk(堀)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

またまた伊藤の会
3月14日に香港いとうの会を開催します。
場所は、料理長がいとうさんの『兎に角』
にて、 名前が「いとう」であれば、どなたで
もご参加頂けます。ご興味のある方は、下
記まで。 
連：いとう　6900-0775
メール：yuz110@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港稲門会新年餅つき会開催
日時・場所：2月23日12時～16時
香港柔道館（CWBそごうビル12F）
会費：大人HKD200、子供HKD100、3歳未
満無料
80畳敷きの柔道場でのお餅つき。日本の
お正月気分を如何ですか。子供用杵有り。
稲門会会員及びご家族、ご友人歓迎。
問合せ：吉田・豊永・後藤
(hktomonkai@yahoo.co.jp)
既会員は一斉配信メールから申込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第6回くらい！
荃湾でタイ料理を喰らう会が開催！

毎年1回のペースで開催している会です。
お友達を創りに参加してみませんか？
日時：2014年2月22日(土)
場所：荃湾のとあるタイ料理屋(タイ人シェフ)
予算：200HKDくらいの予定
参加条件：荃湾に縁のある方。興味がある
方。好きな方。荃湾の近くにお住まいの方。
永久幹事：原まで　電話：(852)9225-8287
メール:hara@pocketpage.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集

求人
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　よくネイルサロンへ通うという、おしゃれが大好きな女子は多いが、
ネイルアートを施した爪は長時間のマニキュアや装飾品のため、傷み
易くなりがち。また、繰り返し付けたり剥がされたりするジェルのせい
で角質層が損傷を受け、爪がデコボコになったり亀裂が入ってしまっ

たりすることも。せっかくのおしゃれな爪を台無しにしないためにも、ドイツに製造工場
を持つ韓国ブランド「Gelly Fit」の姉妹ブランド「n.Blossom」が発表したネイルケアシ
リーズを紹介したい。
　瓶にあしらわれた一輪のバラの花が可愛く、思わず手に取りたくなるデザインだが、
可愛いだけでなくその修復・保護の効果も侮れない。1セットは、栄養シリーズ4本と強
化シリーズ3本の計7本からなり、トラブルの種類や症状によって使い分けたり、複合的
に使うことによって、爪の成長を早め、健康な爪を取り戻しキープすることができる。例
えば同シリーズの「ケラチンセラム」は水溶性ビタミンの一種であるビオチンとカルシウ
ムが爪を守り、角質を滑らかにすると同時に爪の付け根や周囲に栄養分を補い潤いを
与えてくれる。独自の成分でベトつかず、1日何度塗っても大丈夫だ。塗布後はツヤツヤ
の保護膜ができ、5分後にケラチンセラムが完全に乾燥すると、爪にあったデコボコが
滑らかに。爪の周りのトラブルはハンドクリームなどでも解決できるかもしれないが、同
商品は皮膚の新陳代謝を促し、爪と周囲の皮膚が健康を取り戻すことを長期的に助け
てくれる。
　同シリーズには他にも栄養系の「マカダミアセラム」「センテララピッド」、強化系の

「シャインリペアトップ」「ダブルアップダイア」などがあり、シリーズ7本で
爪やその周りのトラブルの総合的なケアをしてくれる。
　「完璧な手」を目指すなら、「n.Blossom」のネイルケアシリーズ
に注目だ。

おしゃれ女子は注目！
ツヤツヤ健康な爪を目指してハンドケア

n.Blossom 
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

n.Blossom Gelly Fit HK@ Channel N
住所：7/F., Heung Lam Bldg., 23 Connaught Rd., Central
電話：(852)2588-1799
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