
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！

ジャンプ高梨に吹いた
魔物の風 （2月12日）

それでもソニーは
まだ闘える（Forbes） （2月13日）

3位〜10位は・・・

弊紙16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 : http://pr.nikkei.com/overseas/
※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:HKPW2014]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 2月8日～14日 

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

日経電子版で
毎週更新中！

INDEX

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402 

■ 02 ...............................................................トピックス ■
■ 0４............................................................ピックアップ ■
■ 06-11 .................................................................特集 ■
■ １2-14/16-17............................................ビジネス ■
■ 18 .................................................................スクール ■
■ 20 ............................................................ショッピング ■
■ 22 .................................................................美と健康 ■
■ 24/26..............................................................グルメ ■
■ 28-30 ..............................................................ライフ ■
■ 31 ....................................................... 広東トピックス ■
■ 32 ....................................................広東ピックアップ ■
■ 34 .............................................................広東ページ ■『ぽけっとページウイークリー』 No.424 2014年2月第4号

http://www.pocketpageweekly.com

週
報

デ
ィ
ー
プ
な
香
港
を

　
　
体
感
し
よ
う
！

特集は６ページより

モ
ン
コ
ッ
ク

ザ･

ロ
ー
カ
ル
色
満
載
の
旺
角
特
集



香港 香港

漫画の既成概念を塗り替え続ける横山祐一
香港で個展開催

　漫画家・アーティストとして、国内外から高い評価を集める横山祐一。
漫画の概念を覆す表現手法で漫画を現代アートの領域まで昇華させた
独自な作風は、まさに奇才とも言われている。彼の描く近未来的な都市
や空間、異世界のキャラクターといった数々の個性的なモチーフも高く
評価されている。
　彼は1990年に武蔵野美術大学を卒業後、2007年に森美術館で開催
された｢六本木クロッシング2007：未来への脈動｣展を始め、2010年に
川崎市市民ミュージアムで開催された｢ネオ漫画の全記録：私は時間を
描いている｣など日本国内だけでも多数の美術館やギャラリーでの展覧
会に参加している。さらに韓国の美術館でも展示され、国際進出してい
る日本人アーティストの1人となっている。
　そんな彼の個展がアバディーンのアートギャラリー｢AISHONANZUKA｣
で3月22日まで開催されている。彼の最新作品、原画、肖像画シリーズ

“私達”、油彩、キャンパス作品、そして、彼の最も有名な漫画作品｢トラベ
ル｣から5つの作品が展示される。
　さあ、現代アートとは一味違う魅力を放つ彼の作品を見に行ってみ
ては。

　世界中からラグビーファンやお祭り好きが大集合する香港名物の｢香
港セブンズ｣。1976年に始まって以来毎年3月の最終週末、3日間に渡っ
て開催される恒例のイベントだ。そんな男子のセブンズのトーナメント
と時を同じくして、3月28日に、ブラジル、カナダ、中国、日本、フランス、ア
イルランドなどを始め、トーナメントを勝ち上がってきた5大陸11カ国の
女子代表チームによる｢第17回香港女子セブンズ｣の熱き戦いが、ハッ
ピーバレー（跑馬地）の香港フットボールクラブで繰り広げられる。
　中でも、昨年7月にモスクワで行われた女子ワールドカップセブンズ
で好成績を残したカナダとアイルランド、ブラジルの戦いは見物だ。ま

た、前大会では欧米勢に敗れ上位は逃したものの、徐々に力をつけてき
ているアジア勢の戦いぶりにも期待したい。

女子ラグビーセブンズも負けていない！
Hong Kong Women’s Rugby 2014

Hong Kong Women’s Rugby 2014
開催日：3月28日(金)
場所：香港フットボールクラブ
時間：8:00～17:30
入場料：無料

横山祐一　個展
住所：13A, REGENCY CENTER Phase1, 
        39 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
期間：3月22日(土)まで（2月18日～3月3日閉館）
時間：火～土　12:00～19:00　開館時間外は要予約
ウェブ：www.aishonanzuka.com

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

オーダーメイドで人生の大事なひと時を飾ろう 
　セントラル（中環）に店舗を構える「Ms B's CAKERY」は、香港のカリスマ女性企業家・郭

志怡が手掛けるオーダーメイドのケーキショップ。耽美な香りが漂うユニークな名前の

ケーキの数々は、まるでオーナーとパティシエがその独特な感性を表現した芸術作品の

よう。材料にもこだわり、世界中から最高級の素材を集めたという。この度、結婚式向け

のオーダーメイドケーキを提供する新しい部門を開設。食べるのがもったいないこの

ケーキは、結婚式を演出してくれる最高のアイテムとなること間違いないだろう。ケーキ

のほかにギフト用のお菓子類も取り揃えている。

Ms B's CAKERY
結婚式ケーキ提供開始

3月6日上映
　イギリスの名匠ケン・ローチが、カンヌ映画祭で審査員賞を受賞した

青春ドラマ。スコットランドを舞台に、恋人や家族からも見放されていた

青年が、信頼できる仲間を得た事で前向

きになっていく姿を、笑いや涙を織り交ぜ

て描いている。ケンカの耐えない人生を送

るロビーは恋人レオ二ーと赤ちゃんの為

に高級ウィスキーに大逆転をかける。

The Angels’ Share
天使の分け前(邦題)

39 Gough St., Central 
11:00～20:00
(852)2815-8303
www.msbscakery.hk

黒毛和牛は「一頭買い」だぞ！ 
　熊本発の日本焼肉店「孫三郎」。この度香港進出4年目を迎え、コーズ
ウェイベイ（銅鑼湾）にオープン！そこでは厳選された上質な肉が神戸肉
流通推進協議会の協
力の下、優先的に仕入
れることができる。香港
には1ヵ月に6頭分しか
輸入されない神戸牛！
肉食系でなくともきっ
と満足できるだろう。

焼肉の孫三郎
コーズウェイベイ進出

ROCKPORTの春夏ファッション
ハイテク靴で足の負担を軽減

美のためでも、足が痛くなるのは嫌だ！
　毎日革靴やハイヒールを履いて1日過ごすことが多い、サラリーマンや
OL。ROCKPORTは独自の新技術に美的コンセプトをプラスし、足に負担
をかけずトレンディな「Total Motion」と「Seven To 7」シリーズを発表し

た。a d i d a sと合同開発した
ADIPRENE®及びADIPRENE®+中
敷技術は足の裏を守り、足が着地
するときに受ける衝撃やダメージ
を和らげる。これなら脚に負担を
かけることなく、一日中快適に過
ごせそうだ。

(852)2310-6232
www.rockport.hk

アメリカ栄養士のお勧め
Nature Made

全米で大人気のビタミン剤ブランド
　ともすれば1日三食とも外食になりがちなサラリーマンや学生たち。
油分・カロリーが高く、食物繊維が摂りにくい外食。そこで、「Nature 
Made」社は高品質・純粋・吸収しやすくて身体に負担をかけないサプ

リメントを、このたび香港で発売。お勧め
商品は「ω-3」。脂肪酸・EPAとDHAが含ま
れて、血液の流れをスムーズにする魚油
をベースにしている。抗老化作用があり、
心臓の健康を守る「CoQ10」、マリアアザ
ミの種子より抽出し、肝機能改善の作用
が見られる「ミルクシスルカプセル」など
がある。

UD09, UG/F., Sino Plaza, 255-257 Gloucester Rd., CWB
(852)2805-8788

各Mannings店舗まで
(852)3425-4656

監督：ケン・ローチ
出演：ポール・ブラニガン、ジョン・ヘンショウ、
           ケイリーメイランド他
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　多くの日本人が行きかうチムサーチョイ（尖沙咀）か
ら、もう少し足をのばして、ネイザンロードを北に向か
う。すると、国際色はほとんど薄れ、ローカル色満載の
街、モンコック（旺角）となる。地図的にいえば、九龍地
区の北の端ウォータールー・ロードから界限街までの
エリアがモンコックだ。

モンコックの由来
　「旺角」の中国語の読みでは、本来なら英語では
「Wong Kok（ウォーンコック）」となるはずなのに、な
ぜ「Mong Kok（モンコック）」になるのだろうか。その
ルーツをみてみよう。
　モンコックは、その昔、海辺にあるススキ（中国語で
「芒草Mongcao」）に覆われた土地だった。その形が
牛の角のように海に向かっていたことから、そこにで
きた集落は「芒角村」と命名され、以来、この地は「芒
角」と呼ばれるようになった。イギリス人が19世紀に
香港へ来て、英語の名前をこれで訳し、「モンコック」

と命名した。
　だが、1930年代に土地不足が原因で、埋立地を大
量に作り出す政府のプロジェクトの中にモンコック周
辺も含まれた。海岸線が埋め立てられた土地に、「牛
の角のようなススキ」の代わりに現れたのは、軽工業
の工場だった。そこで、これから産業が発展するよう
に、との祈りもこめて、「盛ん」という意味を持つ「旺」を
用いて、「芒角」から「旺角」へ地名の漢字が変更され
た。だが、愛着のある読み方だけは残され、現在も地
下鉄に乗ると、「下一站係旺角。The next station is 
Mong Kok.」と案内が掲げられている。
　一方、1992年に当時まだプリンスであったエドワー
ド8世がモンコックの一本の道を見学したことから、そ
の道が「プリンスエドワード道」と命名された。その後
1979年MTR社が路線を整理するため、プリンスエド
ワード道の周辺に新駅を設置することになり、つけら
れた駅の名前が「太子（Prince Edward）」だった。つま
り「プリンスエドワード」は正式的なエリア名称ではな

く、ただ道の名前をもとに名づけられたものなのだ。
現在多くのローカルの人もその由来を知らないまま、
このエリアを「太子旺角一帯附近（プリンスエドワード
とモンコックのあたり）」と呼んでいる。

現在のモンコックは･･･
　モンコック駅周辺のネイザン・ロードと西洋菜南街
に挟まれたあたりには、続 と々若者向けのショッピング
センターが登場するが、このエリアにはまだローカル
色が濃く残った街並みが残っている。同業種の店が集
まった専門店街がたくさんあり、ゴチャゴチャと並んだ
商店街を行列状態で行き来する人の群れ…。活気があ
り、吸引力のある街、そして24時間眠らない街でもあ
る。この街の魅力を伝えるため、編集部は金魚、鳥、
ペット、花…、それぞれの専門店街を
ピックアップして取材した。この特集
を片手に、モンコックをたずねて、
ディープな香港を体験してみよう！
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ザ･ローカル色満載の旺角特集
モンコック

ザ･ローカル色満載の旺角特集

しげこサロン
詳しくは10ページへ

かつや
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バード・ガーデン
（雀鳥公園）
詳しくは8ページへ

金魚街
詳しくは7ページへ

ペット通り
（寵物街）
詳しくは９ページへ

広州直結のバス
詳しくは11ページへ
中国旅行社旺角分店
China Travel Service (HK) Ltd. 
Mongkok Brunch

笑笑
詳しくは11ページへ

Musee
詳しくは11ページへ

信和中心
詳しくは９ページへ

先達中心
詳しくは９ページへ

N

EW

S

金都中心
詳しくは９ページへ

フラワーマーケット
（花墟）
詳しくは8ページへ

旺角
周辺

お役
立ち

MA
P
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●香港で人気の魚はなんですか？

第１位…孔雀（グッピー）　HKD38
　色が鮮やかで体のラインも優雅で見
た目がとても綺麗な魚です。雄のほうが
雌に比べて色も形も派手です。そして飼
い易いです。そのためか、家族が飼うこと
が多いですね。

第２位…新燈（ネオンテトラ）　HKD10
　値段が安いし、色も鮮やかです。いつも
群泳になりますから、とても見た目が綺
麗で、見栄えがします。とにかく幅広いお
客さんに人気がありますね。

第３位…埃及仙（アルタムエンゼル）
　              HKD1980
　とても人気の高い熱帯魚です。人工繁
殖が難しいですから、大体南アメリカの
アマゾン川から野生のものを輸入します。数も少ないですよ。大体慣れた人が
購入します。

第４位…精霊　HKD20
　グッピーの品種の1つです。「火紅精霊」と「礼服精霊」で名づけました。サイ
ズが小さくてかわいいので、特に女性の間に人気がありますね。

第５位…水晶蝦（クリスタル・シュリンプ）　HKD180
　魚の代わりに、エビを飼うのが流行っています。その中でも水晶蝦はサイズ
が小さくて、飼育用の水槽もそんなに大きくなくていいため、だんだん人気が出
ています。若者に一番人気です。

●魚を飼うとき、一番大事なポイントを教えて下さい。
　いいツールを揃えれば飼育しやすいですね。魚にとって、水のクオリティー
がとても重要なポイントですから、特に浄水器が大事です。浄水器があれば、
魚の排泄物やゴミなどが減少できます。水質が悪くならなければ、大体問題は
起きませんね。
　おススメの種類といえば、とりあえず自分が好きな魚を選びましょう。好み
じゃない魚ではどんなにいいツールがあっても長続きしませんね。でも初心者
ならグッピーなどの、飼い易く小さな魚をおススメしたいです。
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　金魚が売られている店ばかりが立ち並ぶ、観賞魚と飼育
グッズの専門店街「金魚街」。実際は旺角道から水渠道まで
通菜街の一帯を指している。1950年代、ヤウマーテイ（油麻
地）火車駅（現在モンコックイースト駅）の周りに金魚やエサ
用の虫などを販売する露天商が集まったが、70年代に入る
と魚の飼育が段々流行り、実店舗も開こうとする彼らはここ
通菜街に場所を移した。主に販売する魚は金魚のため、一
般的に金魚街と呼ばれている。現在は縁起物とされる金魚
をはじめ、鯉、熱帯魚など、観賞用の魚を扱う店が並び、家で
の飼育に必要な水槽やエサなどもすべて揃う魚の愛好者に

とって大変便利なエリアとなっている。様々な魚が水槽の中
を泳ぎ、まるで水族館のよう。色とりどりの魚を眺めるだけで
も楽しめる。今回は金魚街で働いている人と自分が飼ってい
る魚を自慢する人のお話を伺った。

　元々釣りが好きでした。ある時、広州の花地湾で観賞魚市場でコ
リドラスやピグミーなどを飼いました。今では約20種類の魚を飼っ
ています。その中でも特にコリドラスが好きですね。2センチぐらい
の小型魚として、群れで活動しいつも怖がる小さいやつですね。泳
ぎ方も可愛いです。広州で魚を飼育する大事なポイントは、夏場に
扇風機をかけてはいけないですこと。そして電気をリフトアップする

等の高温対策が必要です。湿気の時期には餌にカビが生
えないよう密封することも大切です。冬場はヒーターのみ
で問題なく飼育できます。
　私自身は広州で既に4年目ですが、「広州アクアリウムク
ラブ」は立ちあがってまだ若いクラブです。一緒に熱帯魚市
場に買い物に行ったり、クラブHPにて写真を載せたり情報
交換をしたりしています。時にはご飯を食べながらアクアリ
ウムの情報交換をするなどしてほぼ毎週集まっています。
メンバー募集していますのでお気軽にお問い合わせを。

　金魚街には一時期毎週のように通った時期がありました。元々
興味がなかったのですが、休日に金魚街を散歩した時に、その魅
力に魅せられました。日本では見た事がないような魚が夏祭りの
屋台のように売られているではありませんか。
　アロワナらしき魚もHKD100～HKD300くらいで買えるので、日
本よりお得なのではないでしょうか。オススメは「九角龍」ですね。
なかなか生命力が強く、一緒に入れたグッピーを獰猛にもバンバン食べてしまうので、成長が早
く、あっと言う間に3倍くらいの大きさに育ちます。餌用に活きた小魚もHKD5くらいで売られている
のですが、 「龍仔」と名づけた「九角龍」にそれを与えて、翌朝には食べて居なくなっている様は、子

供の時分を思い出しました。手長海老
と喧嘩させてみましたが、「龍仔」の方
が強かったですね。
　最初から高い魚を買っても、すぐに
死んじゃうとショックなので、数十ドル
の魚から飼った方がいいと思います。
アロワナらしき魚を3回くらい購入した
事がありますが、餌の冷凍ミミズも食
べてくれず直ぐに死んじゃいまして、1
週間もしないで去られてしまっては涙
がチョチョ切れてしまいます。

初心者なら、グッピーがおススメお店の人に
伺った

［Green Concept 熱帶雨林］
平さん  20代
この店で5年ぐらい働いている。
「水草魚」が好き。

Green Concept 熱帶雨林
住所： G/F No. 152, Tung Choi St., 
　　   Mong Kok
電話： (852)2395-1688
営業時間：12:00～21:00
開業以来 5年

鳥丸 雄樹さん
30代　フリーライター
アクア歴7年

高瀬 大貴さん
20代　広州アクアリウムクラブ
アクア歴約9ヶ月

広州アクアリウムクラブ
電話：(86)139-2240-7141（高瀬）
メール：crystal_of_zeroheart@hotmail.co.jp

癒しの金魚街に一時嵌まりました 水槽を通じて仲間の交流を広げよう飼ってる人に
伺った ２飼ってる人に

伺った １

「佬」は男の意味だが、「金魚佬」を「金魚を愛する男」だと連想する方は要注
意。実は60年代に同一の犯人による少女誘拐事件があったのだ。犯人は「金
魚を見に連れて行ってあげよう」という甘い言葉をエサに子供を誘拐。当時の
世間を騒がせた。香港では現在もロ○コンを指す言葉として定着している。

「金魚佬」とは？

広州・花地湾の
観賞魚市場の情報は、P11へ！

[金魚街へのアクセス]
モンコック（旺角）駅B2かB3出口より
徒歩約5分

グッピー

ネオンテトラ

アルタムエンゼル

精霊

クリスタル・シュリンプ
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　フラワーマーケットロード（花墟道）の喧騒を抜け
ると、左手に小道があり、「園圃街雀鳥花園」と書かれ
た門がある。その門をくぐると風景が一変する。緑の
木々に囲まれた小さな公園があり、鳥のさえずりが聞
こえてくる。1997年に作られた中国式庭園で「雀鳥花
園（バードガーデン）」と呼ばれているところだ。
　園内には、小鳥や鳥かご、エサなどを扱う商店が軒
を連ねる。旺角周辺で営業していた約70の商店が、
都市開発のために立退くことになり、この公園に移転
してきたのだという。ここにくれば、鳥を飼うための道
具一式がそろう。実用的なものから、どんぐり型の可
愛らしい鳥かごや、貝がらやカラフルな装飾品がついた止まり木などワクワクするような
ものまで幅広い。生き物好きの子どもたちは、「ハロー」と声をかけてくれるオウムをはじ
め、店頭に並ぶ鳥を見て歩くだけでも楽しいだろう。広場には鳥愛好家が集う。彼らは自
慢の鳥を入れた鳥かごをぶら下げてやってくる。鳥かごをつるすポールも設置されてい
る。彼らは、鳥の鳴き声を聴きながら、友達とのおしゃべりを楽しんでいる。

　香港観光局の資料によると、中国では、鳥
を飼うことが男の最高の娯楽だったという。
彼らは愛鳥を連れて、飲茶が食べられる茶樓
（ローカルの喫茶店）へ。日の当たる窓辺に鳥
かごをさげると鳥は元気に歌い始める。その
歌声を聴きながら、「一盎兩件」、すなわち1
杯のお茶と2つの點心を食べ、友と語らい、至
福の時間を過ごした。いま、香港ではこうした
風習はみられなくなったが、雀鳥花園に行け
ば、こうした画趣を楽しむ愛好家の姿をみる
ことができる。
　10分もあれば回れてしまう公園だが一見
の価値あり。フラワーマーケットとセットで出
かけてみよう。

レトロな鳥商店が軒を連ねる異空間
風流な鳥愛好家も集う

レトロな鳥商店が軒を連ねる異空間
風流な鳥愛好家も集う

ジャスティンさん
鳥愛好家歴40年以上。2羽の鳥
を飼っていて、毎日、変わりばんこ
に公園に連れてくるそうだ。飼っ
ている鳥の名前は「知らないよ」。

ラムさん
鳥愛好家歴50年。インコなど7羽
の鳥を飼っている。

雀
鳥
花
園
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ド
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）

雀
鳥
花
園

　　　　　　　　　　
（
バ
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ド
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デ
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）　鳥愛好家のおじさま方は「写真を

撮ってもいいよ」と優しい笑顔で迎
えてくれた。今回お話を伺ったのは、

ジャスティンさんとラムさん。2人とも、すでにリタイアしている
ので、毎日愛鳥と一緒にここへやってくるのだという。「鳥のさ
えずりを聴きながら、友達とおしゃべりをすることが何よりの
楽しみ。ここは気持ちがいいよね」と2人は口をそろえる。鳥か
ごにかかっている白い布についてたずねると、「鳥は怖がりな
ので連れてくるときに、車の音や人の気配で驚かせないため」

「寒いときは防寒のため」と
教えてくれた。

鳥
に
関
す
る
商
店
が
軒
を
連
ね
る

入
口
で「
ハ
ロ
ー
」と
出
迎
え
て
く
れ
る
看
板
オ
ウ
ム

ジュウシマツやオウムなど、鳥かごとセットで
売られている鳥が何種類もある

鳥かごも多種多様。値段はHKD90～320

エサ用に生きた虫も売られている

鳥愛好家が連れてきた鳥たち。日差しを受けて、
気持ちよさそうに歌声を披露

喧騒の隣に見つけた落ち着きの空間喧騒の隣に見つけた落ち着きの空間

鳥愛好家の方に
伺った

鳥愛好家の方に
伺った

色とりどりの花を眺めながら散策
花に関するものならここで全て揃う
色とりどりの花を眺めながら散策
花に関するものならここで全て揃う

　モンコックの北部にある「フラワーマーケットロード（花墟道）」。以前は界限街に市場
があり、卸売のみを行っていた。1955年の火事により市場のエリアは公園に変わり、ほ
とんどの花屋は現在の場所に移店してきた。それ以来、卸売だけでなく小売も始めるな
ど、販売のバリエーションも豊かになったため、現在は業者に混じって一般客もプレゼン
ト用や自宅用の花を求めにやってくる。年中無休でいつもたくさんの人で溢れているが、
特に旧正月やバレンタインデーなど、花束の出番となる季節になるとさらにこの界隈は
混雑する。
　香港人に「お花をどこに買いに行く？」と聞けば、「花墟道だ」と答えるのは常識だ。そ
の一番大きな理由は、値段が極めて安いこと。日本であれば小さなブーケでも1000円
を超えるが、ここで12本程度のバラの花束を買おうとすると、約HKD30で入手できる。
そして花だけでなく、花器や園芸用品もかなり安く買うことができる。百軒近い花屋が並
ぶが、ゆっくり歩いてみるとキツネユリなど香港でもあまり見
かけない花も見つかる。また現在は花を見ながらゆったりく
つろげるカフェやレストランなどが年々増えており、休日のお
出かけ先としてもおすすめだ。バード・ガーデンと繋がってお
り、花と鳥に癒されながら一日を過ごすことができる。
　今回は、最近店内にコーヒーコーナーを始めた花屋「Hay 
Fever」のオーナー、蔡さんにお話を伺った。

花粉熱 Hay Fever
住所：G/F., 62 Flower Market Rd., Mong Kok
電話：(852)2397-0668
時間：9:00～19:00

●香港で珍しい植物や花といえば？
日本西施百合（グロリオサ、またはキツネユリ）　
HKD90
　サイズが大きめですし、波状の形も独特です。色
も派手なので、とにかく目を惹くんですね。元々は
アフリカとインドが原産地で、香港では中々お目に
かかれない品種です。旧正月に花で自宅を飾るの
は香港人の習慣ですから、そのときはいつもより
売れましたね。
　この花は結構大きいので、居間の片隅に置くの
がおススメです。

●香港で人気の植物は？
大利花（ダリア）HKD100～150
　原産地はメキシコです。大きな花輪と色鮮やか
な花色の派手な外観はギフトとして人気を呼んで
います。牡丹と間違っている人も少なくないです

よ。この花は水やりが重要です。水をより吸収しや
すくするために、茎の足先を斜めにカットすること
が必要です。そして毎日、水を換えてください。
捲葉垂榕（ベンジャミン）HKD230
　普通のベンジャミンより葉のサイズが小さくて
形も丸めです。緑で光沢があって、表面の蝋も厚み
があります。普段から老若男女問わず人気があり
ますが、旧正月のときはかなり売れましたね。常緑
植物なのかな。

●PPW読者におススメしたいアイテムも
　ありますか？
　エコポチ（小：HKD280　大：HKD1,100）を
入荷しています！植物がバチルス菌群でできた皿
の上に植え付けてあります。緑も楽しめますし、お
部屋の消臭効果もあって便利なアイテムです。日
差しはなるべく避けてください。水は2、3日に1回

あげるだけでいいです。

　約半年前からコーヒーコーナーを始めました。花
の香りが漂う中でホッと休まる美味しいコーヒーは
いかがですか？ぜひ気軽にお立ち寄りください。

「Hay Fever」のオーナー
蔡さん　30代
植物なら何でも好きなそうだ。

花屋の
店員さんに
伺った

花屋の
店員さんに
伺った

グロリオサ ダリア ベンジャミン エコポチ

【アクセス】
プリンスエドワード（太子）駅
B1出口より徒歩5分

【アクセス】
プリンスエドワード（太子）駅
B1出口より徒歩15分
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信和中心
住所：582-592, Nathan Rd., Mong Kok
営業時間：店舗によって異なる

先達広場
住所：83 Argyle St., Mong Kok
営業時間：店舗により異なる

金都商場 Golden Plaza
住所：745-747, Nathan Rd., Mong Kok
営業時間：店舗によって異なる

香港の魅力いっぱいのビルたち
流行の発信地流行の発信地

信和
中心

携帯電話関係ならここ！携帯電話関係ならここ！

先達
広場

ウェディング関連なら何でもウェディング関連なら何でも

金都
商場

　ペットショップといえば香港のどこにでもあるが、特にペット
ショップが集まるモンコックの「寵物街」が最も有名だ。この「寵物
街」、実際は勝利道、自由道、太平道の3つの通りで構成され、モン
コックとホーマンティーン（何文田）の間にある。
　ホーマンティーンは1960年代以降の高級マンション開発によ
り、香港の高級住宅地区としてのイメージが定着している。一般の
公営住宅ではペット禁止だが、私立マンションはそういったルー
ルがない上、経済的にペット飼育の余裕を持つ人も多く、その需
求に応えペットショップやペット病院が次々にそのあたりに現れて
いる。
　「寵物街」で販売されるペットは犬と猫がメインで、特に決まっ
た種類はない。だが、現在香港で最も人気のあるプードルのよう
に、その時の人気によっても店頭に置かれる種類は変わる。活発
な子犬や子猫などは、見るだけも疲れを癒してくれそうだ。また、
ペットフード、服、おもちゃ、生活用品などペット飼育に必要なものが揃う店もたくさん。さ
らにペットサロン、病院、ホテルやカフェなどのお店も。
　今回はその3つの通りの中でも一番ペットショップが多い勝利道に、2年前から店をオー
プンしている「Soulmates」のオーナー、Williamさんにペットのお話を伺った。　

ペットショップの
オーナーに
伺った

ペットショップの
オーナーに
伺った

Soulmates Pet Shop
住所：Shop B, 26 Victory Ave., 
　　  Mong Kok
電話：(852)2324-1866
営業時間：12:00～21:00
開店歷史：2年

●香港では珍しい犬といえば？
　香港でオールド・イングリッシュ・シープドッグ
を飼う人は少ないですね。被毛が多いので、気温
がイギリスより高い香港では飼いにくいかな。自立
的な犬種ですし、見た目も可愛いです。家族の中に
子供がいれば、保護者のように面倒を見てくれ
るんですよ。子供の責任感も育ちますね。
　飼育する時は、よくブラッシングとコーミングを
して、被毛が絡まりあうのを防ぎましょう。暑いと
きは熱中症にならないように、定期的にカットして
あげましょう。（値段：約HKD12,000）

●人気のペットを紹介してください。 
1 ペキニーズ
活発でかわいいですね。定番と言ってもいい飼育
犬種で、様々な層から人気があります。

2 プードル
近年人気が爆発していますね。利口で賢いし、テ
ディベアのような外見もその理由のひとつでしょ
う。被毛の手入れも簡単で、特に新婚のカップルに
人気です。
3 ブリティッシュショートヘア
独立心は強いし、飼い主に対しては従順でいつも
落ち着いています。ペキニーズと同様、様々な層か
ら人気があります。
4 グレート・ピレニーズ
外観が結構大きくてクマっぽいですね。被毛もふ
わふわしてかわいいです。飼い主とはいい関係を
築けますから、一般家庭に人気です。

　ペットの映画が上映されると、その種類のペット
だけではなく、とりあえずペットを飼おうとする人

が増えます。
　以前、陳百祥
（香港の芸能人）
がテレビ番組でグ
レート・ピレニーズを紹介したことがありまして、あ
まり知られていなかったグレート・ピレニーズもそ
れ以来人気が出てきました。
　値段は特に決まってませんから、好きなペットの
品種についてお気軽にお問い合わせください。

Soulmates Pet Shopの
オーナー
Williamさん　30代
小型犬が好き。

休日の癒しスポット
人気の犬と猫が勢揃いした
ペット愛好者のパラダイス

休日の癒しスポット
人気の犬と猫が勢揃いした
ペット愛好者のパラダイス
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） ペキニーズ

プードル

ブリティッシュショートヘア

グレート・ピレニーズ

　「信和中心」は、香港のメインストリートであるネイザンロード
に面している人気のショッピングセンターだ。1984年に完成し
た21階建てのビルの内部は小さなテナントが多く入っており、ご
ちゃごちゃしているが活気に満ちている。
　たくさんある店舗では、アニメやコミック、ゲーム、CD、DVD、
フィギュアなどが売られており、北京語や広東語に翻訳された日
本のものも数多く揃っている。日本でいう秋葉原に酷似していて、
香港のオタクの聖地とも呼ばれてい
る。日本のオタクもわざわざ訪れるほ
どだ。また、オタクだけでなく多くの若
者も訪れており、香港の流行の発信地
とも言われている。一時は、コピー商品
などを扱う店舗の一斉摘発を受ける
などの問題もあったが、現在では安心
して訪れることができるショッピングモールへと戻ったようだ。
　誰もが良く知るアニメのフィギュアなどが店頭に飾られている
ため、見るだけでも十分楽しむことができる。1フロアを回るだけ
でも、面白いものを色々見つけられそうなので、モンコックで、次
の予定まで時間が余ってしまった！というときに、訪れてみるの
も良さそうだ。

　携帯電話専門店が集まる「先達広場」というショッピングビル
がある。ビル内に一歩足を踏み入れると、数坪の小さな店舗が
所狭しと並んでおり、香港らしさを感じることができる。
　ここでは様々な種類の携帯電話やタブレット端末を取り扱って
おり、古い機種から最新機種まで揃っているのが魅力だ。しかし、
新品の製品が正規店よりも安く売られているのには注意が必要。
本来なら付いているはずの保証や付属品がなかったりするから
だ。また、モール内を歩いていると「二手」という文字をよく目にす
るが、これは中古品のこと。日本ではあまり見かけないが、香港で
は中古の携帯電話も売っているのだ。さらには、半田ごてを持っ
た職人さんが携帯電話の修
理をしてくれたり、スマート
フォンのフィルムを買うとキレ
イに貼ってくれるお店もある。
　電子機器が好きな人には
まるで天国のような「先達広
場」。入口の店舗と1階の店
舗では同じ商品でも価格に
差があるため、値段を見比べ
るだけでも楽しめそうだ。
モンコックに行った際には、
最新機種をチェックしに立ち
寄ってみては？

　モンコックといえば「電子機器の街」というイメージがあるかも
しれないが、実はそれだけではない。「金都商場」は、香港最大の
ウェディング用品専門のショッピングモールだ。モールに入ってす
ぐに目に飛び込んでくるウェディング用品の数々は、女性なら誰で
もワクワクするだろう。
　5フロアあるモール内には、150店舗ほどのウェディング専門店
が立ち並んでいる。ウェディングドレスだけでなく、靴、髪飾り、ネッ
クレスなどのアクセサリー類、ブーケなど、ここだけで結婚式に必
要な物は全て揃う。多くの店舗がひとつのデパートにまとまってい
ることで、選択肢が広がり自分の気に入ったドレスを選ぶことがで
きるのが嬉しい。もちろん花嫁衣装だけでなく、新郎用のタキシー
ド、子ども用のドレス、ご祝儀袋（香港仕様）まであるから驚きだ。
それらは販売だけではなく、レンタルも可能。「低価格高品質」がウ
リで、日本よりも安く買うことができそうだ。写真屋もあるため、結

婚式に付き物の「前撮り」も、同モール
で申し込むことができる。
　モンコックの街歩きに飽きたら、豪華
な衣装の揃う同モールでワクワクする
のはいかがだろうか。

食事会での利用や恋人とのデートの場所として人気の高いモンコッ
ク。同じ業種の店が集まったビルがあるので、買い物するのにとても便
利。今回紹介させてもらう3つのビルは、どれもローカル色いっぱい。

癒しのペットでストレス解消癒しのペットでストレス解消

【アクセス】
モンコック（旺角）駅D2かD3出口より約徒歩15分、
またモンコックイースト（旺角東）駅A出口より約徒歩10分

オールド・
イングリッシュ・シープドッグ
オールド・
イングリッシュ・シープドッグ

09Pocket Page Weekly 28 February 2014 No. 424
B



　日本で210店舗展開しているトンカツ専門店の「か
つや」。2012年11月香港に上陸して以来、既に3店舗が
オープンしており、その1つがここモンコックにある。
　高品質の豚肉。焼き方から粒の大きさにまでこだ
わった生パン粉。メニューに最も合う米。さらに日本の
本社で仕上げる同店オリジナルソース。この4つで構
成されるメニューは、その味に既に馴染みのある日本
人だけでなく、ローカルの香港人の心まで見事に掴
む。ぜひ食べて欲しいのは、玉子とじの「海老・ヒレ・
メンチカツ丼」。サクサクのカツレツと柔らかい玉子で
舌鼓を打とう！
　幅広い年代に親しみのある
味わいと、手頃な値段が人気
の秘訣の同店。モンコックを
訪れる際に気軽に寄ってみて
は？

かつや
　25年目を向かえた「Dr.Shigeko’s Salon」。同院長の
桑野繁子さんは“一人でも多くの人に美と健康に希望
を甦らせたい” “一人でも多くの人の心に感動を起こ
したい” “一人でも多くの人の記憶に私の知識と思い
を残したい”をモットーに医療レベルの安全かつ体に
影響のないものを厳選し、優れた先端医療器械による
施術、頭蓋骨、脊髄の矯正による新陳代謝の改善、血
液循環の改善、体温の改善、食の改善指導、皮膚に優
しい基礎医療品を提案している。同サロンで体の中か
ら外までのトータル美を目指そう。

Dr.Shigeko’s Salon

熊本県出身。香港滞在32年。日本で
正看護士として働いたのちにSBS
シゲコビューティーサロン開店。

Dr.Shigeko’s Salon
住所：Flat A, 5/F., Chuejen Bldg., 144 Prince Edward Rd. West
(MTR太子駅B1出口徒歩2分。新聞スタンド横の賜珍大厦内5階)
電話：(852)2390-7093
メール：Kuwano.shigeko@gmail.com
営業時間：月～金10：00～21：00
　　　　  土10：00～18：00　　日・祝14：00～21：00
　　　　  要予約

かつや　モンコック店
住所：Shop A, G/F., Kai Wan Bldg.,
　　  142-146 Tung Choi St., Prince Edward
営業時間：月～金　11:30～24:00
　　　　  土、日　   11:00～24:00

太子・旺角 太子・旺角サクサク、やわらか。
馴染みの美味しさが身近に！

25周年、特別価格で奉仕中!
モンコックで中と外からトータルビューティー
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べ
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その名のとおり、強烈な臭いが
特徴。植物の汁と石灰等を混
合し、納豆菌と酪酸菌によっ
て発酵させた漬け汁に豆腐

を一晩程度つけ込んだもの。見た目は
ただ普通の揚げ豆腐だが、「珍品」のものなら100メート

ル離れてもその臭いが漂ってくる。臭豆腐をなめてはいかん！

揚げた豚のモツ。ソー
セージっぽく、オレンジ
色に染められている。
サクサクとした食感と豚の独特の
臭いで、1回食べただけで病みつきになる人が続
出。初心者はマスタードをかけて楽しもう。

臭豆腐（チャウダウフゥ）約HKD12/1個★★★★

牛モツ煮。牛のすじ肉や内臓を
大根などと一緒に煮込んだも
の。見た目がグロいので敬遠し

てしまう人も多いだろう。クオリティーの高いもの
なら臭みもなく、味が染みてて美味しいが、アタ
リ、ハズレがあるのもご愛嬌？

牛雑（ンガウジャップ）
約HKD20/1杯★

漢字を見ると「カモ」と「腎
臓」が入っているが、実際
はあひるの胃袋だ。滷水
という煮込み汁で仕上げ
る。やや硬めの食感だが、「噛みご
たえがあって美味しい！」と言う人もいる。お好
みでマスタードや甘いソースをかけても結構イケる！

鴨 腎
（ンガ

ップサ
ン）

約HK
D10/

2串

★★★
★

フィッシュボール。王道
の中の王道。これを食べ
ながら歩かなければ、ま
だまだ本物の香港人にな
れないのだ。実際、大きめの
魚旦が主流だが、昔は「豉油
魚旦」という小ぶりで肉が固め
のものもあったらしいが、今は
ほとんど見つけられない。

魚 旦
（ユー

ダーン
）

約HKD
12/1串

★★★

飲茶でよく出るシュウマイ
（焼売）が串焼き風に！
元々バーベキューが大
好きな香港人は串焼き
にしても違和感なし。

食べ歩きの代表選手の1つだ。サ
クサクに焼かれた皮とふんわりの中身、クミン

粉をかけて食べるとより一層美味しい。

焼焼売（シュウシュウマイ）
約HKD8/1串★★

たくさん食べた後にタピオカミ
ルクティーはいかがだろう。台
湾がルーツの冷たい飲み物
だ。香港だけでなく、日本や韓国、
アメリカでも人気が出ているらしい。店によって値段が
異なるが、編集部はお得な値段でゲット成功！800mLのも
のがたったのHKD10だ！

凍珍珠奶茶
（ドンヂャンヂ

ュゥナイチャ）

約HKD1
0/1杯

★★★★
★

今回編集部はある店で牛雑を買おうとしたが、小さな1杯がまさかの
HKD50！高いとは思ったが、おばさんの目力に押され「No, thanks.」と
も言い出せず、しかたなく買ってしまった。別の店で同じサイズの牛雑は
たったのHKD18と表示されていた。（涙）いくらおいしそうに見えても、
注文する前に必ず値段を確認しよう。軽食やスナックを販売している店
は驚くほど多いが、楽しい食べ歩きのためにもぜひ気をつけたい。 

炸大腸
（ジャーダイチョン）
約HKD12/1串
★★★

ココは危い！？

ココは危い！？

メニューに値段が書かれてない
ところは怪しい！

こんなお店は
要注意
こんなお店は
要注意

これぞ

散策の後に一息入れよう！ モンコック周辺日系のお店

編集部独断評価のB級ランキング（5つ星で満点）を付けてみた。参考にしながら挑戦しよう！

★★★★★
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　香港にいながら日本の居酒屋と同じ雰囲気を味わ
える「笑笑」モンコック店。お手頃価格のランチが好評
で、日中は大勢のお客さんで賑わうが、座席数の多い
ゆったりした店内で寛ぐことができる。
　それ以外にも、定番和食のほかにオリジナルメ
ニューも人気。もちろんお酒も種類豊富で、アルコー
ルが苦手な方の為にノンアルコールドリンクも取り揃
えてる。焼酎の氷・水が無料といった他店にないサー
ビスも魅力で、パーティーや歓送迎会にもぴったりな
お店だ。
　モンコックの街歩きに疲れ
たら、カジュアルに利用でき
る笑笑でランチや休憩するの
もいいだろう。ショッピングの
締めくくりにも最適で、愉快
な街の風景を思い出しなが
ら、居酒屋メニューに舌鼓を
打ってみてはどうだろうか。

笑笑
　香港で7店舗展開している、日系脱毛専門
サロン「Musee Platinum Tokyo」。日本の
ミュゼと同様の「おもてなし」が受けられる
ことで人気の同店は、モンコックにも店舗が
ある。
　脱毛といえば「施術時の痛み」を思い浮
かべる方もいるかもしれないが、同店では
Smooth Skin Control(S.S.C)という脱毛方法
を取り入れているため、刺激がほとんどな
いのが特徴。さらに、使用するジェルには、
植物ペプチドが配合されているため美肌効
果も期待できる。
　カウンセリングは無料で、自分が納得するまで
説明もしてもらえるので安心。さらに施術は、満足
できるまで何度でも通うことができる。迷っている
あなた、ぜひ一度訪れてみてはどうだろうか。

Musee Platinum Tokyo　モンコック店
住所：21/F., Fee Tat Commercial Ctr., 
　　  611-615 Nathan Rd., MongKok
電話：（852）2970-2298（日本語ホットライン）
営業時間：11:00～20:00
ウェブ：www.musee-hk.asia/jp

笑笑 モンコック店
住所：11/F., King Wah Ctr., 628 Nathan Rd., 
　　  Mong Kok
電話：(852)2878-1288
営業時間：（Lunch）12:00～16:00
　　　　  （Dinner）日～木18:00～24:00、
　　　　  金・土・祝日前18:00～AM2:00
日本語ホットライン：ご予約、お問い合わせ
　　　　　　　　  （852）6255-7901（佐藤まで）

Musee Platinum Tokyo
太子・旺角 太子・旺角安心技術のサービスで人気の

日系脱毛専門サロン
ふらっと足を運べるカジュアル居酒屋！
歩き疲れたらお気軽に

香港と広州の間に往来するバス。香港島側はコーズウェイベイ（銅鑼湾）のメトロパークホテルから
出発し、新界からは元朗の西菁街から出発する。九龍からは奶路臣街にある中国旅行社に起点に、
約1時間半で広州に到着できる便利なサービスを提供している。ぜひ利用してみよう！

奶路臣街中国旅行社

香港→広州へマッハゴー！

　広州東駅から地下鉄1号線に乗り込み約40分。「花地湾」に
噂の市場は存在する。10万平方メートルの敷地に魚や鳥、
ペット用動物、木彫・石彫、家具の卸売り店舗が数百軒、軒を
連ねている。電車のドアが開くといきなりそこには「去往花鳥
魚虫市場的乘客、請従本站D口出站（花鳥魚虫市場までのお
客様、当駅D出口をご利用ください）」の文字がお目見え。さす
が中国最大級の卸売りのメッカ。一日の来場者数は約10,000
人といわれており、広州市旅游局に“広州一日游”という観光
スポットの1つとして認定されているほど。2001年にオープン
し、2002年、2006年の2回にわたり拡大し現在に至る。
　D出口を出ると、「花鳥魚芸大世界」と書かれた大きな建物
が現れる。それぞれの扱う専門のエリアに分かれており林園
芸区、雀鳥区、寵物区、水族区、工芸品区など、入り口に表示さ
れている。早速、「水族区」の場内に入ると小さな店舗がずらり
と並び、扱っている商品も様々。色鮮やかな熱帯魚や鯉など
魚をメインに扱う店、水槽をメインに扱う店、水草や藻を扱う
店、水槽に敷く砂利やポンプを扱う店など様々。そして値段も

格安なものから高級商品まで様々。熱帯魚に興味がない人で
も、カラフルな魚やこんなものまで売ってるの！？と驚いてしま
う店を楽しんでいただけることだろう。熱帯魚や金魚は主に
広東省産のもの。小さいもので20匹RMB10で手に入れること
ができる。南アジア産の羅漢魚(ランチュウ)や東南アジアに生
息するアロワナのような巨大な魚も販売しており、日本よりも
安く手に入れることができることだろう。
　今回ご紹介したのは水族区だが、他の販売区にも足を運ん
でみていただきたい。きっと日本では味わえないちょっと風変
わり！？な市場の雰囲気を体感できるはず！

■路線：旺角中旅社→太子中旅社→荃湾徳海街→紅磡体育館
→觀塘物街→皇崗口岸→深圳湾口岸→広州バスターミナル
ウェブ：ctsbus.hkcts.com/routes/hk/hk_guangzhou.html

広州にもモンコック！？
花地湾花鳥魚虫批発市場
広州にもモンコック！？
花地湾花鳥魚虫批発市場
広州市荔湾区に位置する「広州花地湾花鳥魚虫批発市場」。
その名の通り、花・鳥・魚・虫！？が揃う、中国国内最大級の市場となっている。
その中でも、一番の人気を誇り、熱帯魚や水族機材を扱う店が多く立ち並ぶ「水族区」をご紹介！

水
族
区
の
入
り
口
は
多
数
あ
る

水槽の専門店

水槽中の置物専門店

中国国内最大の市場

箱の中にはびっしり
虫が…魚のえさのようだ

色鮮やかな魚が並ぶ店先

買いたい魚を店先のおじちゃんがすくってくれる

こ
ん
な
変
わ
っ
た
水
槽
も

◆地下鉄：広州地下鉄1号線「花地湾」D出口すぐ
◆バス　：「市橋汽車站」から乗車、「芳村客運站」下車

セレクト。詳しい場所は６ページのマップをチェック！

場所は6ページの
マップをチェック！
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香港＆広東 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

JAC 香港

JAC 香港

サービス系/外食・フード 25K～28K香港/香港島 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

20K前後香港/香港島
投資会社にてカスタマーサポート職。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。

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

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 ～30K

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 香港営業・販売系/商社 ～20K+
コミッション香港/香港島

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 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 30K～40K

大手金融機関のクレジットアナリスト、若し
くは大中華圏情報リサーチ。北京語必須、金
融機関・プロフェッショナルファームの就業
経験、営業、コンサルティング、リサーチ関連
経験歓迎。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港 20K前後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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

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。香港

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。北京・上海

JAC 香港技術系/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB17K
（手取り）～東莞 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。

香港/香港島 20K～25K

会計監査･記帳・税務に関連する問い合わせ窓
口業務。クライアントとコンサルタント間の調整。
1)5年以上の就業経験（業界不問）　2)ビジネ
スレベルの普通話　3)数字に強い方

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/
金融・保険・投資顧問

16K～20K香港/香港島

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルティング

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

香港/九龍 25K～30K インテリジェンス
香港

電子部品商社の会計担当として香港内の月締
め・年締めをはじめとする一般的な会計業務。 
1)香港における会計・経理経験　2)社内コ
ミュニケーションレベルの英語

インテリジェンス
香港25K～30K香港/九龍

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28K～32K香港/九龍

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

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
専門商社・総合商社

～20K香港/新界

日本人・日系法人のお客様への商品ご紹介・フォ
ローアップ業務。　1)4年制大学卒　2)2～3
年の就業経験（業界不問） 3)ビジネスレベル
の英語　 4)入社後IIQEライセンス取得にトラ
イできる方

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
専門商社・総合商社

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） 25K（応相談）香港/新界

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
香港

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）

東莞 ～RMB25Kプレス加工技術経験者を募集。普通話ビジネ
スレベル必須。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社

RMB
15K～25K広州

大手商社での機械・ロボット販売の営業職。
顧客は自動車業界、全国への出張あり。 1)2年
以上の営業経験（業界不問） 2)社内コミュニ
ケーションレベル以上の普通話
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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

RGF 香港

RGF 香港

RGF 香港

RGF 香港

RGF 香港

RGF 香港

RGF 香港

RGF 深圳

RGF 香港

RGF 香港

WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム

金融/金融・保険

企画・広報・
経営管理系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

金融/金融・保険

金融/金融・保険

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

会計コンサルタント/
その他サービス

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社

生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

応相談

25K～35K

60K

20K～25K

20K～25K

21K

～35K

RMB
15K～20K

25K

35K～60K

香港/香港島

香港/香港島

香港/香港島

香港/香港島

香港/香港島

香港/九龍

香港/九龍

深圳

香港/九龍

東莞

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。

大手欧州系銀行のプライベートバンキング部門
でのアシスタント、アカウントマネジャーの募集。
SFC type1必須。英語ビジネスレベル。

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

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。

【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。

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。

日系電子部品・半導体OEM製造業にての
募集。総経理代理。お客様のフォローアップ、
新規開拓、折衝。

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。

日系電子商社での経理職。月次決算、決算業務
の遂行。経理、簿記資格、決算業務経験をお持
ちの方歓迎。

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。

華南WORKS

キングスウェイ

キングスウェイ

キングスウェイ

キングスウェイ

キングスウェイ

香港WORKS

香港WORKS

香港WORKS

華南WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

技術系（IT・通信）/
金融・保険

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

営業・販売系/外食・フード

会計経理・経営管理/
医療関連

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

会計経理・経営管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

日本

香港/香港島

香港/香港島

香港/九龍

香港/九龍

香港/九龍

香港/香港島

香港/香港島

香港/九龍

深圳

30万～
45万円

～22K

応相談

～28K

～32K

～40K

17K～20K

25K + 
マネジャー
手当て

HKD5,000

20K～30K

20K～35K
+住宅手当

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。

営業事務等の経験3年以上。保険及び金融
関連での経験者優遇。日系顧客CS業務全般。
既存契約の更改、変更の手続きと付随するア
ドバイス。ビジネスレベルの英語。

5年以上のIT部門での経験。マネジメント経験
尚可。プロジェクトの企画、立案、推進、進捗管理。
社内ポリシー整備、構築。本支店との連携。ビ
ジネスレベルの英語。

3年以上のファッション系製造業の経験。日系
顧客からの受発注業務から全製造工程の管理。
新規取引先の開拓。コミュニケーションレベル
以上の英語、中国語尚可。

食品飲料商社などでの経験5年。マネジメント
経験者優遇。市場調査、営業戦略立案と推進、
外注先折衝、新規仕入先開拓、貿易関連手続き、
出荷業務、簡単な検品業務。ビジネスレベルの
英語。

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。ビジネスレベル
の英語。

カスタマーリ担当。香港投資ファンドに関する
お客様（日本人）の問い合わせ対応、パンフ
レット郵送・説明、セミナーの準備（書類）。

既存顧客、外注先折衝。出荷手配に付随する
あらゆる業務。中国、日本含む海外出張あり。
将来的に中国工場との兼務（週２日ほど東莞
への出張あり）。日本営業部、海外各拠点との
連携。

日本人の経理、労務担当。契約書作成、規定類
の整備、社内行事関連業務、給与計算業務、
人事労務対応（採用・教育・労務管理）、イン
ボイス発行、売上集計、小口現金管理、売掛・
買掛金管理。

大型液晶FOG装置&中型COG装置のセール
ス担当。液晶モジュール工程ではCOG（チッ
プ・オン・ガラス）、FOG（フレキシブル基板・
オン・ガラス）によってガラスに実装.既存フォ
ロー営業メイン。

ビジネス（香港・広東共通）
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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
広州

営業・販売系/メーカー
（化粧品・医薬品） 上海 RMB

13K～20K
新規開拓、既存顧客管理、直接営業、販売代理店
経由の間接営業共にあり。日本語日常会話。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 20K食品商社：営業ポジション。既存顧客フォロー、

新規顧客開拓。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

ITソリューションの提案型営業およびフォロー
アップ。英語ビジネスレベル、広東語できれば
尚可。

香港/香港島 20K テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

複合機のプロモーション、マーケティング業務。
英語または広東語ビジネスレベル以上。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 20K～25K日系企業向けの広告営業。関連経験お持ちの

方歓迎。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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 18K秘書関連業務全般。電話対応、出張手配、書類
作成、翻訳など。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 18K香港/香港島 電子部品のデリバリー管理、顧客対応全般。

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） 18K～22K香港/九龍 経理業務全般および総務関連業務、人事サ

ポート。英語ビジネスレベル。

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 30KOA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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 15K～18K日系企業向けカスタマーサービス。未経験者
考慮可。北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 30K香港/九龍 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。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K香港/九龍 既存顧客の窓口、及び新規顧客の開拓。デリバ

リー管理。

営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 テンプスタッフ
香港25K営業全般：見積作成、既存顧客の問い合わせ

対応、新規顧客開拓。

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 香港/新界 テンプスタッフ

香港20K経理のアシスタント業務。マンスリーレポート
の作成など。英語ビジネスレベル。

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） 香港/新界 25K既存顧客フォロー、出荷手配、出張対応要。

テンプスタッフ
香港

技術系（IT・通信）/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 35KITマネジャーポジション：ITチームのマネジ

メント、プロジェクト管理。

テンプスタッフ
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

東莞 RMB17K

検査機、回路実装技術者。電子回路技術者及
び回路基板、完成品検査関連（解析）、品質
管理部門（基板実装関連）のいずれかの経験者。
語学不問。

東莞 ～RMB
25K＋住宅

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

顧客窓口。プラスティック成型、金型の技術的
な基礎が分かる方、北京語日常会話以上。

テンプスタッフ
深圳

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

東莞 RMB
15K～17K

日英の通訳・翻訳。通訳の経験（製造業での
経験者ベスト）、英語ビジネスレベル、北京語
出来れば尚可。

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 広州 RMB

12K～20K

各種原材料並びに日系OEM及びTier1向
け自動車内装部品の販売。自動車業界営業、
特に内装関連営業経験者、英語読み書きで
きる方。
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香港

香港

香港

香港



香港 香港

上海

PG
APP
アンドロイドの

アプリもあります。
アンドロイドの

アプリもあります。

無料配信中！無料配信中！

知らなか
った。

読まれた記事ランキング
2月8日～14日  

　連日熱戦が続くソチ五輪。眠い目をこすりながら、日本選手に声援を送った方も少なくないはず
です。メダルを期待されながらも、4位に終わったスキージャンプの高梨沙羅。ジャンプそのものは
完璧だったのに、肝心の風が明暗を分けてしまった……。ランキング 1位のコラムは、高梨を襲っ
た、もうひとつの「五輪の魔物」を解き明かしています。8～ 14日によく読まれた記事を紹介します。
　競技を終えた選手のみなさん、まずはお疲れさま。そして、最後まで「がんばれニッポン！」。

ジャンプ高梨に吹いた魔物の風 （2月12日） 

それでもソニーはまだ闘える（Forbes） （2月13日）  

（3）「廃虚」のセカンドライフ　仮想通貨の危うさ （2月10日）
 
（4）医師会衝撃のイソジン事件　財務官僚が反転攻勢 （2月11日）
 
（5）ソロス氏の噂、アベノミクスに飽きた投機筋 （2月10日）
 
（6）五輪との共存、スノーボーダーが抱えるジレンマ （2月8日）
 
（7）投資するなら世界を見なきゃ（ボビー・オロゴン） （2月13日）
 
（8）再発した「教育費貧乏」　変われぬ親心 （2月10日）
 
（9）東京駅、中央線ホームなぜ高い　鉄路争奪戦 （2月14日）
 
（10）「遅咲き」デビットカード、15年目のブレーク狙う （2月12日）
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広東中国全土

第46回　「労働関係処理のポイント（4）」中国人事労務のエッセンス

北尾直樹 インテリジェンスアンカーコンサルティング深圳　総経理

「中国人事労務のエッセンス」過去記事すべてを弊社HPに掲載しています。
こちらのアドレスからご覧ください。
http://anchor.yingchuang.com/JP/

住所：深圳市福田区民田路178号華融大厦1909-10
TEL：（86)755-2399-6500
E-Mail：infosz@anchor-hrm.com.cn
URL：http://anchor.yingchuang.com/JP/

　前回は「労働関係処理のポイント（3）」と称し、解雇の具体事
例として「能力不足」による契約解除について解説しました。今回
は「素行不良」による契約解除についてご説明します。

■ 事例（素行不良）
　2008年9月1日に生産現場作業員として入社した社員B。既に
無固定期限労働契約を締結。
　度重なる遅刻など日頃から勤務態度に問題あり。ある日、同じ職
場の作業員Cに突然暴力をふるい、怪我を負わせてしまう。会社は
懲戒解雇を検討。

■ 会社方針の確定
１．解雇事由の確認 
　通常は就業規則に対する重大な違反行為に該当します。重要性
と緊急性は共に高く、二次被害を防ぐためにも緊急対応が求めら
れる場面と言えます。
２．適用法規の確認 
　原則は就業規則違反による即時解除（労働契約法第39条（二）
項）とすべきですが、場合によっては自己都合退職（労働契約法第
37条）、あるいは協議一致による契約解除（労働契約法第36条）
を選択するケースもあります。
３．解雇可否とリスク検討（図1．を参照）
　まずは就業規則上に社内暴力に対する処理について規定がある
かどうかの確認を行います。また、その違反行為の程度が解雇に値
するか否かについても判断が必要と言えます。次に、違反行為に対
する明確な証拠および証人の存在についても確認が必要です。こ
れらの条件を全て満たしていたとしても、従業員が労働仲裁を申請
することを防ぐことはできないため、懲戒解雇を行う際には会社と
して労働訴訟も辞さない方針であることを確認する必要がありま
す。また、証拠が不十分な場合においても、周囲に与える影響を考
慮し、強制排除を行うか否かの判断が必要と言えます。
　中には労働訴訟を避けるため、自己都合退職の勧奨や、あるいは
経済補償金を支払っての協議解除を提案するようなケースもあり
ますが、軽微な喧嘩であればまだしも、怪我を負わせるほどの暴力
行為に対しこれらの寛大な措置を採った場合、今後のマネジメント
に大きな悪影響を招いてしまう恐れがあります。暴力行為などは再
発の恐れもあり、周囲への悪影響も大きいことから、やはり厳しい

対応を迫る必要があると言えます。 
　このケースは暴力行為などの素行不良を原因とした懲戒解雇事
例ですが、例えば勤務態度不良などの場合にも同様のフレームを
用いて検討することができます。遅刻や会社の指示命令への不服
従など、就業規則に対する重大な違反行為とは必ずしも言い切れ
ないような場合、警告書の累積を必要とします。
４．補償プランの確定 
　即時解除時は経済補償金の支払いが不要です。やむを得ず協議
解除を検討するケースもありますが、その場合、
他の社員への誤ったメッセージの発信となってし
まうことに注意が必要です。 

■ 解雇シナリオの確定
１．ストーリーの作成 
　証拠および証人を即座に準備することが重要
です。事前に労働契約解除通知書を用意し、従業
員の署名を得られればベストですが、どうしても署
名を得られない場合、解除通知を読み上げての録
音やEMS郵送による署名入手なども検討します。 
２．役割分担
　誰が何の役割を果たし、どのように進めるのか
を事前に明確化しておきます。会社のサイズにも
よりますが、通常は人事部門が中心的な役割を

担います。ただし、人事担当者の安全には十分な配慮が必要です。
３．通知場所と日時
　暴力行為が発生する可能性もあり、関係者の安全を最優先しな
がら通知場所を選定します。緊急を要することもあり、問題発生か
ら速やかな対応が必要となります。想定される質問に対する回答
をあらかじめ用意しておき、暴力行為や情報遺棄・漏えい行為など
が起こった際の緊急対応についても事前に想定しておく必要があ
ります。

ビジネス（香港・広東共通）
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ママたち集まれ！
香港の学校選択に便利な情報閲覧と交換の場 

　香港での学校選びは、長いウェイティングリスト制度やディベンチャー制
度、語学やその他各学校ごとに設けられたユニークな制度など、香港歴が長
い親にとってもいろいろと戸惑うことが多い。そんな時に役立つウェブサイト
が「TigerMom（タイガーマム）」である。検索したり、比較できたり、学校のこと
を自由に書き込みできたりと、他にはないオンラインベースの情報交換場所
となっている。

　幼稚園から中学校レベルまでのほとんど全ての
インター校やESFなどの情報を網羅しており、情報
収集だけではなく、自分の子供が通う学校の感想や
意見、問題なども自由に書き込むことができる。タイ
ガーマム自体は学校団体もしくは学校関係者とも
直接つながりはなく、親自身がいつでも自由に意見
交換や情報収集できる場所だ。無料でユーザー登
録するだけで、すぐにアクセスできる仕組みとなっ
ている。中身を覗いてみると、

①学校探し
香港のインター校を検索、分類可能。場所、費用、カリキュラム、語学などに
よってサーチ可能
②コミュニティー
ユーザーが質問を投稿したり、意見交換できる場所。スクールやトピックごと
に分けられており、匿名で利用可能
③レビュー
学校のレビューが書かれている場所。匿名で投稿可能
④アドミッション
入学に関する情報。順序や締め切り日、面接の形式などのガイドラインなども
閲覧可能
⑤情報と記事
教育に関する週刊記事など
⑥学校カレンダー
学校ごとの休みや試験、入試の情報などが閲覧可能

のカテゴリーに分けられている。
　
　このような情報を全て1つのウェブサイトで紹介することで、多種多様な教
育の選択肢がある香港での学校選びのお手伝いができればとTigerMomは
設立された。これから日本語や韓国語でのページも増やしていく予定だそう
だ。「子供の将来にも影響してくる学校選びで、子供に一番合った場所が見つ
かることを祈りつつこれからもリアルタイムの情報を収集、開示、意見交換を
していける場としてTigerMomをご利用くだされば」と創設者のティキさん。
問い合わせは気軽に英語または日本語で。

TigerMom.com, Ltd.
ウェブ： www.tigermom.com
メール： info@tigermom.com
フェイスブック： www.facbook.com/tigermomhk

TigerMom.com

学校探し・コミュニティー・学校レビュー・アドミッションなどのページがある

ワンストップで母親たちの問題を解決してくれる
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SERGIO ROSSI
住所：Shop 213A&B, Ocean Centre Harbour City, 5 Canton Rd., TST
電話：(852)2730-1075

　GUCCIグループで、高級靴ブランドとして世界的に名を馳せる「セルジオ・ロッシ
（SERGIO　ROSSI）」。2014年春夏コレクションのテーマは「イタリアの華やかな祭典
（ITALIAN　EXTRAVAGANZA）」だ。
　コレクション＆デザインディレクターのアンジェロ・ルジュリは、創造性へのアプローチ
が最高潮に達した70年代前半のアートからインスピレーションを受け、同ブランドのクリ
エイションベースとなる優雅さ、伝統的な職人技、細部へのこだわりを華麗に融合させた。
今シーズンを象徴するのは、新しく発表されたピラミッド型のピンヒール。曲線ラインと大
胆な幾何学形という相反するモチーフの絶妙なバランスが見事だ。このコレクションに
は、70年代当時の多彩な美的要素から影響を受けた2つの大きなテーマがある。
　1つは豊富な素材から成るオーガニックな世界観。自然的要素のバンブーとメタリック
という対称的な素材が使われた彫刻のようなサンダルや、エイ革にキリンやゼブラのプ
リントを施したグラディエーターサンダル（足の甲から足首にかけて、何本もの細い革
バンドで覆ったデザインのサンダル）などに見られる。また視覚的効果を生むラグジュア
リーな装飾という新たな視点から生まれたアニマルプリントや、イタリアの有名デザイ
ナーであるジオ・ポンティの作品からインスピレーションを受けたポニースキン製の抽
象的なカモフラージュプリントのパッチワークも自然を象徴している。
　そしてもう1つのテーマは、万華鏡を通して見えるような幻想的な世界観。ロシアの画
家セルジュ・ポリアコフの作品に見られる鮮やかな色の組み合わせや、インテリアデザイ
ナーのデビット・ヒックスの世界観から影響を受けた遊び心のあるパターンの組み合わ
せから着想を得ており、これは3Dジャガードプリントを施した独特で幾何学的なスエー
ドのサンダルや、足元で光り輝くドレッシーなイブニングシューズを彩る細かなビーズの
装飾に反映されている。
　パヴェ加工によって繊細に配置されたラインストーンがシダの葉のように足首を覆
う、つる植物のようなサンダルは、前述の2つのテーマを併せ持つ今年象徴的な作品だ。
　ただの履物ではない、まさに作品と言える美しい靴を手に取って、ブランドのこだわり
と職人の技術をぜひ感じてみて。

セルジオ・ロッシ
春夏テーマは「イタリアの華やかな祭典」
セルジオ・ロッシ
春夏テーマは「イタリアの華やかな祭典」

FLORA

DEMETRA
JUNO

KER BASIC 

［ SERGIO ROSSI ］
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クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の
方は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。
ウェブ：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(クォリーベイ)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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。一緒
に体力作り、仲間作りをしませんか？も
ちろん初心者大歓迎です。詳しくは下記
ブログをご覧下さい。
ウェブ：hkjpdragon.org　連絡先：高橋
（(852)9022-5409/hkjpdragon@gmail.com）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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！
メール：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
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852) 6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カスタマーサービススタッフを募集
尖沙咀にある通信商社Asian Telecomで
は日本語が話せるカスタマーサービスス
タッフを募集しています。明るく責任感の
有る人なら経験は問わず誰でもOKです。
勤務時間は10時から19時まで。週休2日。
応募、問い合わせは尾ヶ井(オガイ)まで。
ウェブ：asian-telecom.com
電話：(852)2314-7144
メール：info@asian-telecom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！

【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：97018517

【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お譲りします
家財整理の為不要な家具、電気製品その
他をお譲りします。例、オイルヒーター、電
子レンジ、湯沸し器、アイロン、ドライ
ヤー、炊飯器、衣類、くつ箱、花瓶（生け花
用もあり）食器類、二胡、犬用サークル、犬
猫用キャリーバック、その他色々ありま
す。詳細はお電話でお問い合せ下さい。
 連絡先：(852)2881-8415　石田まで。

メンバー募集

求人

クラス

イベント告知

その他

香港クラシファイド
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　「催眠」と聞くとテレビで見るように、突然身体が固まったり、犬にされたり、と催眠術師
によって自由に操られるイメージを持つ人が多いかもしれない。しかし、臨床催眠療法は、
医学的な考えに基づく治療法で、テレビのショーとは全く異なる。臨床催眠は、自分が持っ
ている潜在能力を引き出すことにより自然治癒力を高めたり、未知の可能性を引き出すも
のであり、日常生活の様々なことに応用できる。病気の治癒力を高めたり、悩める心に働き
かけるだけでなく、ダイエットを継続させたり夫婦関係の改善など用途は広い。最近そん
なスキルを出産にも応用、本来あるべき自然で素晴らしい出産を体験する人が増えてい
る。そこで、実際にヒプノ出産を体験した香港在住の主婦、山本さんにお話を伺ってみた。

　ヒプノ出産プログラムは、妊娠中の悩みを取り除きながら、実際の出産から出産後のこと
までトータルに準備して出産に挑みます。私の場合、つわりや出産に対する不安はあまりあ
りませんでしたが、催眠療法のお陰で妊娠中に起こりやすい腰や恥骨などの痛みもなく、楽
しくマタニティライフを送ることができました。実際に催眠を体験してみると、セッション中、
赤ちゃんはよく動いていました。私は古薮先生に導かれて深い眠りに入るようにリラックス
し、 水の中で赤ちゃんと一緒に泳いで心が繋がっているような不思議な感覚を覚えました。
その後赤ちゃんとの絆が生まれたようで、お腹の中で主人の声をよく聞いていた赤ちゃん
は彼が希望した日に産まれて来てくれました。
　出産時には陣痛緩和のための鎮痛剤など一切使うことなく、音楽を聞きながら主人と力
を合わせて出産に望みました。隣の分娩室では陣痛で苦しむ叫び声が聞こえましたが、私
たちは無理に力むことなく静かに赤ちゃんのタイミングを待って、スムーズにゆっくりと、切
開することなく、頭の形が良いとても元気な赤ちゃんを迎えることができました。

　産後の体の回復はとても早
く、母乳もよく出ています。また
産後検診では「もう完全に回復
していますね。次のお子さんは
いつ欲しいですか？」と、もうドク
ターに聞かれて何も考えていな
かったので戸惑ってしまいまし
た（笑）。現在3ヶ月になる娘は
育てやすく昼間はよく笑って一
人遊びもできるようになり、夜はぐっすりと10時間近く寝るようになりました。ヒプノ出産は
自分のことだけでなく、産まれてくる赤ちゃんと主人との関係も含めて準備しますので、赤
ちゃんが産まれてからの主人の理解も深く、協力してくれるので、産後の鬱になることもなく
余裕を持って子育てを楽しんでいます。また自己催眠を習得するので出産の際の痛みの緩
和だけではなく、出産後の生活にも役立っています。
　出産は痛くて大変、赤ちゃんの世話が大変なのは仕方が無い、自分を犠牲にするのは仕
方ないこと、などと出産にマイナスのイメージを持っている方にこそ、ぜひ私のような幸せ
なヒプノ出産を体験していただきたいですね。
　
　いかがだろうか。また催眠療法は出産だけではなく、不妊治療にも使えるので、これから
かわいい赤ちゃんが欲しいと思われている方にもお勧めだ。悩みがすっと消えて、素敵な
日々が過ごせるようになるかも。興味を持ったれた方は、まずお問い合わせを。

古薮 美紀  心力（ Shin Riki ） クリニック代表
日本、海外にてマーケティング・コンサルタント業務をこなす。家族が重い病気にかかったことをきっかけ
に、人を助ける仕事に従事することを決意。リチャード・バンドラー（NLP創始者）のもとで、 NLPプラクティ
ショナーの資格を取得。ロンドン・カレッジ・クリニカルヒプノシスにおいて、臨床催眠の資格を取得。英国
臨床催眠学会の会員。西洋の臨床催眠技法と、禅などの日本古来の教えを融合させた独自の催眠プログラ
ムを開発。 
メッセージ：催眠療法を通して、多くの方に自分の心の力に気づいていただきたい。心の力＝自然治癒力ま
たは潜在能力を呼び起こすことで、人間本来の持っている生きる力を高めて幸せになるお手伝いができる
ことを祈っています。

麻酔を使わない！
無痛ヒプノ出産体験談

あ
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心力クリニック
ホームページ：www.shin-riki.com 　
連絡先：info@shin-riki.com

実際の催眠出産体験者　山本さん
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　チムサーチョイ（尖沙咀）で、フレンチにイタリアのエッセンスを取り入れた料理を提
供するモダンヨーロピアンのプライベートキッチン｢Pier 21｣。1月にオープンしてまだ間
もないがすでに多くのメディアで取り上げられている話題のお店。
　一歩店内に足を踏み入れると、外の喧騒とは裏腹な落ち着いた大人の空間がお出迎

え。ブルー、ホワイトとシルバーをメ
インにヨーロピアンスタイルの家具が
並び、爽やかでありながらラグジュア

リー感が気分を高めてくれる。本業は金融業界でバリバリに働くビジネスマンのオー
ナー、ルイスさんと彼のパートナー。料理好きで、昔からいつかは自分のお店を出したい
と思っていたという。自身も美味しいお店へ行くのが好きなだけに、食材へのこだわりも
人一倍強い。そんな彼らの作る料理は、繊細で食べるたびに感動を与えてくれる。
　メニューはディナーのみでHKD588とHKD788の2つのディナーコース。メニューは1ヶ
月ごとに変わり、その都度ホームページにアップされている。誕生日やプライベートパー
ティでの貸切もできる。
　まずは｢ロブスタースープ｣でコースがスタート。ロブスターをじっくり煮込んで旨みを
しっかり引き出した濃厚スープは、飲んでしばらく余韻が続く。見た目も色鮮やかな｢グ
リルドフォアグラのサラダ｣はリッチなフォアグラとカレー粉で味付けされ、りんごのあっ
さりした酸味が程よくマッチ。メインには｢鴨肉のグリル・マーマレードソース和え｣。皮
はさくっと口あたりがよく、お肉は柔らかくてジューシー。胡椒が効いたお肉にマーマー
レードソースを合わせることで、絶妙な味のバランスを味わうことが出来る。
　ハーブをまぶしてスロークックで調理した｢スロークックハーブサーモン｣は必食。見
た目はグリルドサーモンのようだが、ナイフを入れるとその柔らかさに驚く。一口食べる
と、まるでお刺身のような柔らかな食感。スロークックは15分低温でゆっくり調理するの
で完全に火が通っても柔らかい食感をキープできるのだ。
　iSQUARE横のビルの9階に構える同店。大人のリュクスな空間でこだわり料理を味
わってみては。

Pier 21Pier 21
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Pier 21
住所：Rm. 9A, Wing Lok Hse., 14 Peking Rd., TST
電話：(852)9502-8718
時間：18:00～23:30
ウェブ：www.pier21.com.hk

イケメンオーナーのこだわりの詰まった料理を
大人リュクスな空間で堪能
イケメンオーナーのこだわりの詰まった料理を
大人リュクスな空間で堪能

ロブスタースープ

鴨肉のグリル・マーマレード和え

スロークックサーモン

大人リュクスなモダンな店内
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　食事メニューだけでなく、抹茶デザートなどスイーツも大人気の日本食レストラン
「宏 Japanese Noodle & Dessert」。ジョーダン（佐敦）にある同店は、カップルや甘いも
のが好きな女子たちでいつも賑わう。今年1月、同店では、より多くの人に自慢の味を楽
しんでもらおうと、チムサーチョイ（尖沙咀）のショッピングセンターK-11に新店舗を
オープンした。
　チムサーチョイ店は、ジョーダン店と異なり、食事メニューの取り扱いはなくデザート

の専門店。売店とカウンター席を備え、魅力いっぱいのスイー
ツを提供している。
　まず、新しい味のマカロン「日本果物シリーズ」を紹介しよ

う。合成甘味料や砂糖を一切使わず、独自のレシピで果物の自然のままの甘さと香りを
引き出している。ピーチ、柚子などの珍しい味もあり、どんな味なのだろうとワクワクして
しまう。さらに中身のジャムはマシュマロのように、ふんわりとした食感が新鮮！他の大
手ショップではなかなかお目にかかれないヘルシーさと美味しさをぜひ楽しんでいた
だきたい。
　新店舗でもイチゴロールケーキ、抹茶シフォンケーキなどの人気メニューはもちろん
健在だが、ニューフェイスのデザートも盛りだくさん。同店の美味しさと健康へのこだわ
りは、コストを惜しまず高品質な食材を使用するだけでなく、ケーキやマカロンなどの
デザート類は常に同店のキッチンで作ることを徹底していることだ。さらに美味しさを
追求するために、自社のベーカリー工場も設けた。そこで、作られる抹茶チーズケーキ、
ラスベリーの生チョコレートケーキ、レモンメレンゲのタルト、アールグレイティーチョ
コレートなどの新メニューは、どれも愛らしく、さっぱりした味から濃厚な味まで様々な
バリエーションを取り揃えている。
　家族や友達、オフィスの同僚にスイーツをテイクアウトしてみては？みんなの喜ぶ顔
が目に浮かぶだろう。

宏 Japanese Noodle & Dessert宏 Japanese Noodle & Dessert

同
店
の
看
板
メ
ニ
ュ
ー

「
抹
茶
シ
フ
ォ
ン
ケ
ー
キ
」

宏　チムサーチョイ店
住所：Shop27, B2/F., K11, No.18 Hanoi Rd., TST
時間：月～木　　12:00～23:00
　　  金・土・祝　12:00～23:30
　　  日　　　　12:00～22:30
電話：(852)2737-2665

新メニューもいっぱい！
絶品デザートがより便利な立地に
新メニューもいっぱい！
絶品デザートがより便利な立地に

（左から）アールグレイティーチョコレート、ラズベリー
の生チョコレートケーキ、レモンメレンゲのタルト

抹茶チーズケーキ

新作「日本果物シリーズ」マカロン　
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香港&広東

サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第24節】

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

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

　藤本雄基という日本人サッカー選手が、香港1部リーグでプ
レーしている。
　彼の所属クラブは元朗足球會（Yuen Long FC）。かつてはリー
グタイトルを獲得する程の有力クラブだったが、長らく下部リー
グに低迷。昨季の2部リーグを制して、今季1部リーグに昇格した
小さなクラブだ。
　筆者が藤本雄基を知ったのはちょうど1年前の今頃で、1通の
メールから彼へのサポートが始まった。「香港リーグについて教
えてください。プレーするチャンスがあれば挑戦したいです。」と。
　聞いた事のない日本の選手からのメールに、若干の戸惑いを
覚えながらも、筆者の元に問い合わせてきたのも何かの縁だと
思い、昨夏のプレシーズンの練習参加をアレンジする事にした。
　昨夏、2週間の予定で香港入りした彼の練習参加先は別のク
ラブであったが、妻帯者である彼の希望条件を、クラブに通す事
が叶わず破談となり、急遽、滞在期間を延ばして練習参加を打

診したのが、この元朗足球會だったのだ。
　半ば強引とも言える形での練習参加を経て、何とか契約の交渉
段階までは進めたものの、リーグの移籍期限内での契約には至
らず、当時はやむなく、彼を日本に帰国させざるを得なかった。
　交渉がまとまらなかった時点で、彼も筆者も一旦は諦めたの
だが、現場の指導陣や所属する選手たちからの評価は高く、今
冬の移籍市場が開く際の状況次第では、声が掛かる含みを残し
ていた。
　1部に昇格したばかりのクラブの戦績は、予想どおりの低迷
で、移籍市場が開く直前の昨年末、ついに正式オファーが舞い
込んできた。万全の条件提示ではなかったが、彼は迷いなく再
び香港の地に降り立った。
　労働ビザを取得した彼の香港デビュー戦は、昨夏のプレシー
ズンの練習試合で対戦した横濱FC香港戦（1月24日）で、多くの
在留邦人が観戦するなか、敵側の選手として先発出場を果た

し、またリーグ初ゴールを決めた相手は、昨夏に最初に練習参
加していた日之泉JC晨曦戦（2月16日）となった。
　元朗足球會と彼の契約は、今季が終了する5月の末日まで。残り
の試合日程は僅か10試合余りしかない上に、彼はチーム内の外
国人選手の出場枠（7人登録5人出場）も競わなければならない。
　彼の置かれた立場は厳しいが、相当の覚悟を決めて香港に舞
い戻った彼は、必ずや結果で応えてくれるはずだ。香港1部リー
グを戦う元朗足球會の背番号24に、是非注目して頂きたい。

藤本雄基略歴 ： 木崎サッカー少年団～武南ジュニアユース～大
宮東高校～1FCライムスバッハ（ドイツ）～ザスパ草津～福島ユ
ナイテッド～バンディオンセ加古川～パイオニア川越～元朗足
球會（香港）

写真提供 ： 元朗足球會 （Yuen Long Football Club）

≪つづく≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文/池田宣雄   
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　そろそろ引越しのピークシーズンを
迎えるが、香港ではインターネットで「搬
屋（引越しの中国語）」を入力して検索す
れば、驚くほどたくさんの引越し業者が
ヒットする。香港の事情に精通したロー
カル業者もいいが、日本レベルの技術
と「おもてなし」も･･･という欲張りな方
に朗報。会社創立以来、日本の梱包技術
を取り入れ、国際的にも高く評価されているローカル引越し業者「Aman Moving Services（加零
壹專業搬屋服務）」ではいつでも日本語での問い合わせに対応している。
　同社のこだわりは、荷造りサービスのクオリティーの高さと梱包マテリアルから伺える。10年以
上の引越しサービスの経験を活かし、丁寧なプロの梱包サービスを提供している。同時に、環境
にも配慮している同社は、日本から輸入した環境に優しい梱包材を使用している。「円高に空輸
費用、梱包材のコストはとても高くつきますが、環境への対価として、必要なことだと思っていま
す」というポリシーを同社は貫いている。
　同社は、年に2回の作業審査及び內部審査での厳しい審査基準をクリアし、引越し業者として、
香港で初めて品質保証局からISO 9001-2008のサービス品質認可証書を取得した。また同社は
2009年、香港青年商會が主催するイベントに於いて「創意創業大獎（クリエイティブ大賞）」を受
賞。ローカル引越し業者の受賞は極めて稀なことだが、早くから引越しサービスに於いて新しい試

みに取り組み、業界に新しい風を吹き込んだ同社の情熱が高く評価された結果だ。
　同社では梱包、運送、開梱など一連のサービスに加え、倉庫保管、段ボール箱
サービスも提供している。お問い合わせは、気軽に日本語で。詳しくはウェブサイト
でチェックを。さらに、引越しサービスの他に中古家具も販売しているので、気軽
にフェイスブック「123Recycle-Furniture」で検索してみては。引越しを考えている
方はぜひ無料の見積もりサービスを利用してみよう。

地元事情に通じ、日本レベルの気配りで
安心・安全の引越しサービス
地元事情に通じ、日本レベルの気配りで
安心・安全の引越しサービス

Aman Moving Services
誠心誠意、輸送サービスに取り組む引越しチーム

様々な賞に輝いた同社

Aman Moving Services（加零壹專業搬屋服務）
ウェブ：www.aman01.com
電話：(852)2127-7373
Whatsapp：(852)5408-1967

中古家具もフェイスブックで検索できる

日本の梱包材で丁寧なサービスを提供している
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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
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
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

（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグ

レーション）車で8分、OCT（華僑城）地
区、歓楽海岸近く。

（備　考） 香港・マカオ・珠海市との玄関口となって
いる南山区にある。2013年の建築物件。
高級サービスアパート、ジム、屋外プール
など完備。

（月　額） RMB27,000～

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK 103㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄・大劇院駅と直結している万象城に

近い。日本人構成率高い。
（備　考） ジム、卓球室､サウナなど完備。超高層ビ

ル。深圳の景色が眺望できる。33階に屋
外プールあり。

（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  78㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、Wifi環境、24時間コンビニあり。
（備　考） 紫荊城ショッピングモール。ゴルフセン

ター、ウォールマット、花園城中心、蛇口体
育センター、四海公園、蛇口病院など設備
があり、娯楽、生活にも便利。深圳湾口岸、
日本人学校近く。

（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産

一間公寓  Apartment One

ライフ（香港・広東共通）
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広州

　女性の“妊活”を応援している株式会社ヤマノでは、2011年8月より中村
学園大学薬膳科学研究所・内山教授に「マカの生物学的活性評価」を依
頼。ラットを使った実験では、同社のサプリメント商品である「100％有機
認定マカ」を使用し、研究が進められてきました。この度その研究結果の
一部が欧州の学術誌「Journal of Ethnopharmacology」2月4日号におい
て論文掲載されました。
　社会背景を一因とする少子化が叫ばれる一方で、「子供が欲しいのに
できない」という不妊症で悩まれている女性の方は、日本国内で40万人を
超えるともいわれております。私どもでは、そういった方々の一助になれば
とペルーにおいて古くから薬効のある植物として活用されている「マカの
作用」に着目してきました。
　今回の研究結果から、マカはストレスなどで低下する排卵誘発時の黄
体形成ホルモン分泌を促進させることが明らかになりました。このことか
らマカは排卵機能の低下、それに起因する不妊症への効果を期待できる
食品であると確信しました。
　マカは現地の人が長年食べ続けているという歴史的事実や動物実験
で中毒や副作用の報告はなく、さらにホルモン剤ではないので、ホルモン
系のバランスに人工的な影響を与えにくい素材です。
　また今回の研究過程で、一概に“ペルー産マカ”といわれる素材であっ

ても様々な種類があり、さらには土壌や生育の状況下で全てが同じ生理
活性を持つとは限らないことが発見できました。

■論文の実験内容と結果
　黄体形成ホルモン（LH）や卵胞刺激ホルモンは、視床下部からの刺激
により下垂体から分泌され女性の排卵を誘発します。しかしストレス等に
よってその分泌量が低下すると排卵が起こらなくなります。
　そこで雌のラットに極軽度のストレスが存在する環境下、自由摂食の飼
育でマカを混ぜた餌を与えたラットとマカを混ぜない餌を与えたラットに
分け、排卵直前の黄体形成ホルモンや卵胞刺激ホルモンの血中濃度を測
定してみると、普通の餌のみを食べていたラットはホルモンの数値が低い
のに対し、マカを混ぜた餌を食べていたラットの黄体形成ホルモンや卵
胞刺激ホルモンの数値は上昇し、尚かつ血漿中の黄体形成ホルモンは用
量依存的に上昇するという結果をもたらしています。

≪論文発表代表者≫ 中村学園大学 薬膳科学研究所
〒814-0198 福岡市城南区別府5-7-1 
TEL.092-851-2598(ダイヤルイン) 内山文昭

女性の不妊症に朗報、マカで妊娠しやすい体づくり。広東省　日本人に優しい病院一覧

深圳

広州 イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛医療美容医院2楼
(86)755-8622-4459

広州 深圳

中
山 孫文ゆかりの街「中山」を満喫！
中山喜来登酒店(Sheraton Zhongshan Hotel)

大尋宝家 The Monuments Men
監督：ジョージ・クルーニー
キャスト：ジョージ･クルーニー、マット・デイモン、
                 ケイト・ブランシェット、ビル･マーレイ

ジョージ・クルーニー監督・主演作品
「ミケランジェロ・プロジェクト」中国上映予定広
東

　「ミケランジェロ・プロジェクト(The Monuments Men)」は、ジョージ・
クルーニーが監督・脚本・製作・主演をこなした実録サスペンス。40～
50年代を背景に、ナチス・ドイツに奪われた美術品を取り戻す命令を下
された者たちの姿を描いていく。マット・デイモン、「アビエイター」など
のケイト・ブランシェット、「ロスト・イン・トランスレーション」などのビ
ル・マーレイら、実力派スターが共演。彼らが繰り出す重厚で濃密な物
語もさることながら、戦下での壮絶な戦闘を描写したアクションも必見。
　ストーリーは、ロバート・M・エドゼルによる歴史ノンフィクション「ナチ
略奪美術品を救え 特殊部隊『モニュメンツ・メン』の戦争」を原作として
いる。戦時中、ヒトラーはヨーロッパ各国に侵攻したドイツ軍による美術
品の略奪を命じる。それに強い危機感を抱くハーバード大学付属美術
館の館長ストークス（ジョージ・クルーニー）はルーズベルト大統領を説
得し、美術品や歴史的建造物を保護・奪還する部隊「モニュメンツ・

メン」を結成する。中世美術に精通したグレンジャー（マット・デイモン）
や建築家キャンベル（ビル・マーレイ）など、美術分野の専門家7人の
メンバーを集め、ヨーロッパ各地を奔走。だが、劣勢を強いられて自暴自
棄になったナチスや、妨害しようとするソ連軍が彼らの前に立ちはだか
る……。実話に基づく、史上最大の名画奪還アドベンチャー、ぜひとも迫
力のある劇場のスクリーンで観てみよう！

中山喜来登酒店
住所：中山市西堤路28号（岐江公園北側）
電話：(86)760-8822-8888

　珠江デルタにある広東省中山市は、温泉、景観、おいしいお料理で知
られる街。中山市小欖鎮の人々は古来より菊の花を愛でてきた。そのた
め「菊城」の通称でも知られている。「シェラトン中山ホテル」を拠点に、
そのすべてを満喫しよう！ホテルから少し歩いた所には、中山市のメ
インストリートの1つ「孫文西路」がある。古くは「迎恩街」と呼ばれ、隋唐
時代から800年の歴史を持つと言われる歴史的な街路だ。1997年から
大々的な修復が行われ、現在では130店以上のお店が軒を連ねる歩行
者天国として賑わいを見せている。孫文西路の別の魅力は、道の両側に
建つ“南洋騎楼”と呼ばれる低層の建物だ。19世紀末以降建てられたも
ので、嶺南特有の騎楼にヨーロッパ風の装飾が施されている。中山市の
中でも特に絵になるエリアだ。
　シェラトン中山ホテルでは、中山での心地よい滞在のために行き届い
たサービスを提供している。お食事は、一日中オープンのダイニングと2

軒の中華レストランの中から選べる。ダイニング「盛宴」では、国際料理
と豊富なブッフェをご用意。2階にある「采悦軒」では、アワビ、ツバメの
巣、フカヒレ、飲茶など、本格的な広東料理の独創的な料理を味わえる。
ピアノバーのあるロビーラウンジ「コネクション」は休憩や軽食に、また1
階にあるカフェスタイルの「デリ」はカジュアルなダイニングやテイクア
ウトに利用できる。中山での滞在を丁寧にサポートしてくれる！
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深圳

深圳

深圳

深圳

今週の広東ピックアップ

アイスランド音楽ファンは必見！
　人口僅か約20万のアイスランドは、音楽シーンにおいて常に多彩で

世界中に感動を与える音楽を発信している。Sigur rós 、Gus Gusに続き、

「Bang Gang」の名前も覚えておいて

欲しい。既にフランス、イタリアで高い

人気を得ている期待の大型新人バン

ドだ。トリップ・ホップというジャンル

の電子音楽で多くのファンを魅了す

る彼らの音楽、ぜひライブで楽しも

う。 

Bang Gang
中国ツアー深圳ライブ

3月15日

新入生徒に1回無料体験を！
　日頃運動不足に悩んでいる方はラテンダンスを始めてみては？ルン

バ、チャチャ、サンバ、ジャイブなど･･･様々な種類のダンスを楽しめる。

情熱的でエレガントなラテン・ダンス

で、美ボディーを手に入れよう！ただ

今新生徒には1回無料体験レッスン

キャンペーン開催中！ぜひこのチャン

スに体験してみよう。

プロ先生による
ラテンダンス教室

4月12日まで

広東・香港・マカオ三地の考古学
　広東・香港・マカオの三つの地域でそれぞれ研究を進めている

考古学者が、各自の研究成果を「嶺南印記」と名づけた展覧会で

披露している。地理条件

や歴史背景の違いに

よってそれぞれ独自に発

展した三地の考古学。嶺

南・広東地区に興味を持

つ人は、ぜひ足を運んで

みてはいかが。

嶺南印記
考古学研究の展覧会

3月28日まで

中国水墨画を改めて認識する好機会
　中国芸術に重要なジャンルの1つ、水墨画。唐の時代から続く中国人の精神、哲学、美

学などの概念もそこから伺うことができる。そんな長い歴史を持つ芸術が現代文化から

どのような影響を受け、変化しているかというテーマで、広州紅磚牆文化芸術機構が水

墨画展覧会を行っている。「十面埋伏•水墨幻想」と名づけられた今回の展覧会では、李

春榮、李鉄軍、梁盛業などの広州美術学院書法研究所10名のメンバーの作品を集めて

いる。伝統的な技法に新たな形式やスキルを加え、現代水墨画のあり方を追求する作品

の数々。これからも水墨画を通じ、中華文化の伝統と現代社会の優れた部分の融合を目

指したいと主催者の王氏は語る。

十面埋伏•水墨幻想
水墨画展覧会

3月30日まで

女性スペイン人フォークシンガー
　スペイン出身のフォークシンガー、アロンドラ・ベントレーによる初の

中国公演が広州で行われる。これまでに｢Ashfield　Avenue(2009)｣、

｢The Garden Room(2012)｣などのアルバムをリリース。フォークギター

を片手に美しくエレガントに歌い上げる彼女の歌声を聞けば、日頃の悩

みもトラブルも忘れてしまうだろ

う。日曜の夜、彼女の美声に酔いし

れてみては。

Alondra Bentley
初の中国ツアーin広州

3月23日

広
州

広
州

深
圳

深
圳

深圳福田区景田婦児大廈12楼07室
月～木　19:00～20:30、20:30～22:00
(86)186-6588-1915
RMB40

広
州

Exhibition

Exhibition

 広州越秀区TU凸空間越秀区広州
大道中361-365号東方花苑首層
20:30～22:00
RMB80

深圳南山区B10現場華僑城
創意文化園B10棟北側
20:30～22:00
当日RMB150　前売RMB120

広州天河区員村四横路128号紅専廠E7展館
10:30～20:30
入場無料

広州天河区広東省博物館（珠江新城珠江東路2号）
9:00～17:00
入場無料
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深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖
区春風路2007号華際茶芸館2階で練習
してます。最近帰国者もありメンバー減
少しましたが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の
交流を促進し、成功を応援する会です。
毎月の講演会、プレゼン研修、工場見学
などを開催しています。経営者や起業家
に限らず、駐在員や学生の方もお気軽
にご参加ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンサークル「羅湖らけっつ」
メンバーは30人ほど。毎週日曜日の午
前12時から2時間、国貿の羅湖小学校の
体育館で活動しています。初心者歓迎で
す。メール：matsuken319@yahoo.co.jp
松永まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パート
タイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。
住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。

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.pocketpagweekly.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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中
信広場5Fにて、活動をしております。国
籍・性別・年齢・経験関係無く、どなたで
も参加可能です。平日に蓄えた中性脂肪
を毎週日曜に清算しましょう！！
メール：gfk@live.jp　斎藤まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

広州日本人テニスクラブ「網王」
毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々
エンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomocorp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811
担当：栗原淳

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく
生活が楽しく無く慣れない方を応援す
る会で、友達の輪を広げて頂く事を希望
しています。月に1～2回ぐらいの食事会
を開催しています。
メール：vivace@sh163.net  中村 孝幸まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大学
本校及びAPU卒業の校友の交流会です。懇親
会として食事会が主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
　　  八田真太（はったしんた）まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、
ご参加をお待ちしております。当会では
3ヵ月に1回の例会を中心に、現在約20
名の会員が親睦を図っております。一緒
に「東都の流れ」を熱唱しましょう！お気
軽にご連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！
学生時代の思い出話、横浜ネタを酒の
つまみに交流を図ってまいります。お気
軽にご連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
　　     事務局まで。

法政チャイナ香港華南支部
法政チャイナ香港華南支部は、定期的
に例会、交流イベントを開催しておりま
す。法政大学および付属校、大学院にゆ
かりのある方、当校に留学経験のある
方、ぜひお気軽にご連絡ください！
メール：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               谷川まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参
加資格はどなたでもOKです！！不定期に
食事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報
交換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの
帰国や移転で昨年11月以降活動休止。
今年の4月より新規メンバーの登録で活
動を再開。毎月近場の観光地や時々山
登りに出かけたりしてます。参加制限な
しです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤隆)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電話：(86)181-2390-0557
　　  (86)181-8218-2734
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ
経験豊富な日本人スタッフが窓口とな
り、情報提供から入居手続・退去清算ま
でご対応させて頂きます。住宅・オフィ
ス・店舗・工場等、物件見学は専用車にて
ご案内させて頂きますので、ご安心くだ
さい（無料）またオープニングキャン
ペーンとしてご契約頂いた方全員に魚沼
産コシヒカリをプレゼントしております。
日本語でお気軽にお問い合わせ下さい。
住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方
募集。英語、中国語を多少なりとも話せ
る日本人の方。インターネット販売の知
識がある方。
連絡先npsuzue@gmail.com (鈴江)まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募
居住在深圳和廣州並能讀寫日本語的人。
我們正在等候有興趣成為我們的外包兼
職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

NPO法人茶畑みらいプロジェクト
福建省厦門大坪にNPO法人で有機栽培
の中国茶畑を運営しています。毎年現地
中国茶作りスタディツアーを開催してい
ます！支援者募集中！！
中国茶ソムリエ大高：support@clts.info
http://npo.chineselife.net
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他

東莞

深圳



深圳 広州

広州

スタイリスト　濱島一二
美容師歴36年を誇り、日本で美容メーカーの社
外講師としても活躍。技術はもちろん折り紙つ
きだが、頭皮や髪に刺激の少ない薬剤を使用す
るなど髪の健康を一番に考えており、広州で人
気のスタイリストの一人。

住所：広州市天河区天河南一路六運一街7号101房
TEL： (86)20-3734-0372
 (86)134-5042-2334(濱島)
営業時間：11:00～21:00

体育西路
B出口

天河城
体
育
西
路

天河南一路

体育西路
H出口

CYNERGI

　皆さん中国新年明けましておめでとうございます。日本に一時帰国されて
ゆっくり過ごされた方・旅行に行かれて疲れている方、それぞれとは思います
が、普通の生活にもどってきましたネ。濱島です。今年も宜しくお願い致します。
さて前回は肌の構造についてお話をしましたが、今回は肌・皮膚の生理機能に
ついてお話をしていきます。私が学んで来た事がすべてとは思っていません。
まだまだ勉強中ですが、現時点で知っている事をお話していきたいと思ってい
ます。
　肌・皮膚の構造は前回少し書きましたが、では役割は何でしょう？皆さん良く
考えてみて下さい。人間は物を食べて栄養を体内に運びます。そしてその副産
物である老廃物を大便・小便・呼吸・皮膚から外へ出していきます。皮膚から
は、汗・皮脂として老廃物を外に出していきます。これが人間の生理機能であ
り、大切な内臓を守っている訳ですが、反対に皮膚からは何者も内に入らない
様にできています。水・油・その他の物全てです。皮脂・角質層・顆粒層からなる
バリアゾーンが形成されており、外部から何も侵入しない様、身体を守ってくれ
ています。後々書いていきますが、化粧品もしかりです。有害な紫外線（化学線）
も肌がメラニンを生成して吸収してくれます。それが肌が黒くなったり、一部シ
ミとなって残ってしまいますが、身体を守ってくれていると思って下さい。
　医薬品の中には、このバリアゾーンを壊して体内に浸透する物もあります
が、医師が管理をしていますので、すぐ対処できます。最近、化粧品・医薬部外
品登録された化粧品に、このバリアゾーンを壊して成分を内側に浸透させてし
まう事があります。良いか悪いか私には解かりませんが、女性が美しくなりたい
と思う気持ちは理解できます。ただ本来、皮膚の目的は身体を守る為に異物が
体内に入らないようにできている事を、今一度理解してほしいと思います。
　美しい肌・髪は身体が健康であるという事が第一条件であると私は思ってい

ます。
　では次回も引き続き皮膚の
事を書いていきますのでお楽
しみにしていて下さい。
　また化粧品の事を良く勉強
されている方で、最近の化粧品
事情を良く知っている方がい
れば、ぜひご連絡下さい。特に
ここ5年の事は私も勉強不足で
解からない事が有ります。
　ぜひ御一報を……

知っているようで知らない髪と肌のこと⑲

皮脂膜

表皮層

真皮層毛細血管

図：表皮

基底層

有棘層

顆粒層
角質層
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