
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！

サラリーマンの確定申告
2014年、６つの変更点 （2月19日）

メダルの重圧か
浅田真央の信じられぬ連続ミス （2月20日）

3位〜10位は・・・

弊紙9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15日～21日 

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

日経電子版で
毎週更新中！
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香港 香港

世界の児童書作家を招いた
子供向け読書イベント

　香港国際ヤングリーダーフェスティバル（Hong Kong International 
Young Readers Festival）は、2001年から始まった香港で唯一の子ども
を対象とした英文学フェスティバル。
　今年のメインは、4歳から14歳までの子どもを対象としたトークイベン
トやワークショップだ。「ミスフィットの秘密」の著者であるオーストラリ
アのイゾベル・カーモディーや、「テリーの恋」の著者でイギリス人のア
ラン・ギボンズ、「フェリックスとゼルダ」を書いたオーストラリアのモーリ
ス・グライツマンなど、日本でも翻訳図書が発売されている人気作家を
含めた、多くの児童書作家が登場する。ほかにも香港のイザベラ・ディ
メンジ、シンガポールのモニカ・リムなど、ゲストは国際色豊かだ。
　スクールプログラムは、コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある香港中央図
書館で行われる。また3月15日（土）と16日（日）には、サイバーポート（數
碼港）にてファミリー向けイベントを開催予定。子どもたちやその親に向
けた様々なワークショップや、トークセッションが予定されており、無料

のアクティビティやミニブックの展示会などもあるので、お子さんと一緒
に行ってみてはいかが。

　日本のみならずアジアのスターとなった福山雅治が、自身初となる海
外ツアー「WE'RE BROS TOUR IN ASIA」を6月14日と15日の2日間の香港
公演でスタートさせる。
　2月26日の記者会見のため、25日夜に香港国際空港に到着した福山。
大勢のファンが取り囲み、その模様は現地メディアでもニュースとして
取り上げられた。さらに記者会見には、テレビカメラ30台以上、記者50
人以上がつめかけ、香港での人気の高さを伺わせた。
　4月には11枚目となるアルバム「HUMAN」も日本と同時リリースする
予定。このニューアルバムのカバー写真には、なんと本人の脳内写真が
使われている。これは福山本人が発案したものだそうで、なぜこの写真
を選んだのかという記者からの質問に「毎年、健康管理のため人間ドッ
クを受けているが、3年前にMRIを受けた際、自分の脳内写真を初めて
見て、これをいずれどこかで使いたい！と思った。ドクターにお願いして
この写真をもらい、大事に保管し、この機会を待っていた」と答えた。アル

バムに関しては現在制作途中ということだが、どんな仕上がりになるの
か、またそのアルバムを抱えてどんなライブを見せてくれるのか、期待が
高まる。
　4月にリリースされるアルバムを期待する方、ライブチケットの購入も
忘れずに！既に好評発売中なので、お早めに。

福山雅治再び来港！
香港ライブ開催、ニューアルバムリリース

New Album「HUMAN」
発売日：4月2日

ツアー「WE’ RE BROS. TOUR 2014」 in 香港
チケットはHK Ticketingで好評発売中！
日時：6月14日、15日　20:00～
場所：HKCEC Hall 5BC
値段：HKD1,180(SS)、HKD980(S)、HKD780(A)

Hong Kong International 
Young Readers Festival 2014
開催日：3月10日～21日
会場：香港中央図書館
電話：（852）2877-9770
メール：info@festival.org.hk
ウェブ：www.youngreadersfestival.org.hk

香港トピックス
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日本各地の魅力を体験しよう！
Visit Japan日本ご当地グルメ展～鉄道・レンタカー・味覚の旅～

　昨年の「和味ラーメンフェスタ」に続き、在香港日本国総領事館、日本
政府観光局(JNTO)とJETRO香港事務所が来る3月15日～16日、2日間に
渡ってPRイベントを開催する。
　日本の農水産物・食品の輸出先として2013年に7年連続第1位となる
一方、円高など様々な原因で日本に旅行する香港人は昨年75万人も達
し、過去最高を記録した。今回は、「ご当地グルメ」を活用するともに、鉄
道やレンタカーを利用した旅行の楽しさをより多くの人に知ってもら
い、気軽に体験できるようにとPRイベントを行う。訪日旅行者数の拡大
を図る一方、日本食品・食材の輸出をもさらに促進することを目指して
いる。
　イベント当日一番の目玉は「グルメブース」。日本食の主食とする米を
使用した、一般の日本人でも試したことない特別な8つの料理を試食で
きるコーナーが設けられ、北海道から沖縄まで様々な「食」を紹介する。

他にも観光スポットの紹介コーナー「観光ブース」、プラレールのジオラ
マを展示する「Rail　Zone」、レンタカーで利用できる最新車を展示する
「Drive　Zone」などをぜひ楽しんでいただきたい。特設ステージには、く
まモンや鬼太郎などの人気キャラクターも登場予定！グルメ、トラベル、
サブカルチャーなど、香港人だけでなく、日本人でも母国の魅力を満喫
できるイベントとなるだろう。

　アルバムトータルセールス2600万枚、コンサート動員数200万人を誇
る、唯一無二の男性4人組ボーカルグループ、イル・ディーヴォが香港に
やってくる！オペラマターのポップスを、切なく、そして情熱的に歌い上
げる。
　彼らはアメリカの人気オーディション番組｢アメリカン・アイドル｣のプ
ロデューサーであるサイモン・コーウェルの手によって2003年に結成さ
れた。2004年のデビューアルバム｢IL DIVO｣が初登場全英１位となった
ことで一躍注目を集め、さらに翌年には同アルバムがアメリカをはじめ
25カ国以上でチャート5位以内に入るなど、世界的人気グループとなっ
た。グループ名のイル・ディーヴォとは、神のようなパフォーマー、あるい
は男性版ディーヴァを意味するイタリア語。メンバーは、アメリカ、フラン
ス、スイス、スペイン出身と国際色豊かなカルテットだ。

　昨年、デビュー10周年を迎えた彼ら。2年ぶりとなるアルバム発売を記
念しての1日限りの香港コンサートでは、さらにパワーアップしたパ
フォーマンスを見せてくれることだろう。体中に響く力強く美しい歌声も
さることながら、4人全員が甘いマスクの持ち主というのも人気の理由
だ。チケットの購入はお早めに。

美声と甘いマスクで世界中が恋に落ちた｢IL DIVO｣
香港コンサート開催！

IL DIVO 
日時：3月23日(日)　20:00～
場所：香港コンベンションセンター(HKCEC)、ホール5BC
チケット：HKD1,590、HKD1,290、HKD990、HKD690、HKD490
購入方法：チケットホットライン　(852)31-288-288
          　インターネット　www.uepl.com.hk
ウェブ: ILVIDO.com

Visit Japan日本ご当地グルメ展～
鉄道・レンタカー・味覚の旅～
日時：3月15日　13:00～18:00、3月16日　11:00～18:00
会場：Plaza Hollywood, 3 Lung Poon St., Diamond Hill
アクセス：ダイアモンドヒルMTR駅C2出口からすぐ
ウェブ：www.welcome2japan.hk
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今週の香港ピックアップ

信頼できるビジネスパートナー
　事業を進出する土地に、信頼できるビジネスパートナーがいれば何よりも心強い。そ

こで、プロフェッショナルなアドバイザリーで定評のあるロジャー・カム（Roger Kam）公

認会計士事務所を紹介しよう。

　同社は2000年、本社を香港に、さらに2008年には上海にも代表所をオープン。会計記

帳、税務申告、ビザ申請、給料支払い代行など幅広いサービスをワンストップで提供して

くれる。20年の実績を持つ経験豊富なアドバイザーが在籍しており、オフィサーは日本

語で丁寧に対応してくれるので安心だ。現在は主に中国、日本及び海外各地で様々な業

界の顧客を支援している。香港と上海のほか、北京と深圳にも事務所があり、出張先でも

しっかりサポートしてくれる。

ロジャー・カム　Roger Kam
公認会計士事務所

良質ワインとタイ料理の融合を楽しむ
　お店の雰囲気によっては、ワインの値段が高いと思う人は多いだろ

う。「Café Siam」では、フランスやオーストラリアなど世界各国の良質な

赤と白のワイン6本づつを

定額で提供。ボトルは

HKD225～HKD310と良心

的なお値段。アラカルトで

3～5品選び、それぞれ異

なったワインを選んでペア

リングを楽しんでみては。

Café Siam
ワインを一定価格で提供

2-3/F., The Plaza, 21 D’Aguilar St., Central
月～土　ランチ　12:00～14:30　ディナー　18:30～23:00
(852)2851-4803
HKD150/グラス

Rm301-303, 3/F., Golden Gate Comm. Bldg., 136-138 Austin Rd., TST
(852)3105-3175（日本語ホットライン）
www.rogerkam.com

若き天才シェフの料理を、ぜひこの機会に！
　西洋料理店「The Principal」では、世界的に有名な料理人トム・セラー
ズをゲストシェフに迎えスペシャル料理を提供する。オープンしてから半

年も経たずしてミシュランの星を獲得し
たロンドン「story」の若き天才シェフ。
そんな彼の手がける独創的で繊細な料
理がここ香港で味わえるのだ。期間は2
日間だけ。この機会をお見逃しなく！

The Principal
2日間限定のコラボ企画

3月12日、13日

BSX
2014春夏コレクション発表

若さの自信と魅力を発揮しよう
　香港の若者向けカジュアルブランド「BSX」が、新しいコレクションを発
表した。夢を追求する青年たちを共鳴させるようなコンセプトの
「VICTORY OR NOTHING」を
貫いている同コレクション
は、ワーカースタイルを基本
とし、街頭文化のピクセル・グ
ラフィックやニットデニムな
どの流行の元素を取り入れて
いる。

詳しくはウェブで
www.bsx.cc/HONGKONG/index.html

SISLEs
新作乳液

3月15日から発売

エイジングケアの大事な境界線、25歳
　女性にとって、25歳からの10年間は一番輝かしいゴールデンエージ
と言っても過言ではない。しかし、仕事や家庭からのプレッシャーで体

に多大な負担がかかり、肌のつやも日に日に消えて
いく。そこで「SISLEY（シスレー）」では、若さを守り、
美しい肌を保つデイリーエイジングケア（※年齢に
応じたお手入れ）乳液を発売。

G/F., 9 Star St., Wan Chai
月～金 12:00～14:50、17:00～24:00
土　 19:00～24:00
日　 12:00～17:30
(852)2563-3444
theprincipal.com.hk 

セントラル店
11/F., Hing Wai Bldg., 36 Queen's Rd. Central, Central
エレメンツ店
Shop 2101A, Elements, 1 Austin Rd. West, Kowloon
(852)2157-9898
www.sisley-cosmetics.com/hk-hk
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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

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～32K

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。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～30K

3年以上の香港、広東省での営業経験。市場
調査、既存顧客からの受発注業務から出荷
までの管理。アジア出張。ビジネスレベル以上
の英語。（本社採用の可能性有り）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 キングスウェイ～10K
（パートタイム)

1年以上の事務経験。金融商品購入に伴う事務
処理。入力作業、その他カスタマーサービス
関連のサポート業務。週5日、半日程度のパート
タイム。コミュニケーションレベル以上の英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 キングスウェイ～20K

日本在住顧客へのカスタマーサポート業務
（入出金手続き、使用方法の問い合わせ、クレー
ム処理）、ファイリング、その他総務関連一般。
コミュニケーションレベル以上の英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 ～22K
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。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 ～18K

2年以上の香港での就労経験。日本人顧客か
らの商品に対する問い合わせ窓口、出荷手配、
在庫管理。顧客対応経験者、就労可能なビザ
保持者。広東語、英語のいずれか。

キングスウェイその他/医療関連 香港/九龍 ～20Ｋ

2年以上の事務経験。受付業務、海外旅行障害
保険の関連する業務、通訳業務、その他ファイ
リングなど。他病院への通訳同行など。パート
タイムでも可。ビジネスレベルの英語。

香港/九龍 ～20Ｋ キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

経験不問。受注業務、Licence関連手続き、
商品管理、梱包、運送手配など。ビジネスレベル
の広東語もしくはコミュニケーションレベルの
英語尚可。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25K

実務経験少ない方も応募可（5年程度の会計
経験尚可）。会計年次処理、月次処理。本社
会計部への報告、監査対応等。その他、受発注
業務。語学不問。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～25Ｋ

3年以上のアパレル営業もしくはマーチャンダ
イザー経験。既存顧客フォローアップ（受発注
業務全般）、生産管理、デリバリーの管理など。
ビジネスレベルの英語。

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。

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。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K香港/九龍

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。

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
金融・保険 応相談香港/九龍

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。

JAC 香港営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

100K～
+応相談香港/香港島 外資系金融機関の日本市場向け株式セールス、

経験5～7年以上必須。英語、日本語必須。

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
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香港＆広東 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

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 16K～22K

東南アジアに本社を持つ化粧品の貿易商社で
の営業業務。既存法人顧客のフォローおよび
香港での商品調達を担当。　1)3年以上の営業
またはバイヤー経験　2)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～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

インテリジェンス
香港

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） ～RMB25K

香港/新界

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。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 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
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

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

香港/九龍 28K～32K インテリジェンス
香港

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年の営業
ならびに貿易業務経験 2)マネジメント経験
3)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港18K～25K香港/九龍

システム入力による原価管理業務ならびに
トップマネジメントの秘書業務。日本本社へ
提出する書類の日英翻訳業務あり。 1)購買、
営業コーディネイトなどの売上げ管理など経験
2)ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港30K～35K香港/九龍

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

JAC 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

～RMB30K
程度

電子部品の日系企業に対する営業職。将来的
には工場管理。BtoB営業経験者。中国語会話
レベル。

北京・上海

深圳

応相談監査法人での就業経験者。

JAC 香港営業・販売系/メーカー
（化粧品・医薬品） ～30Ｋオセアニア

自社製品（薬品、食品用アミノ酸）の拡販営業。
幅広い地域・国での中期的な勤務可能性が
可能な方。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

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

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

JAC 香港専門職/コンサルタント

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
その他・教育・
公的機関など

応相談香港/九龍

香港オフィス設立にあたっての財務経理の
マネジメント業務。日本本社との頻繁なやり
とり有。　1)3年以上の経理・財務関連業務
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

専門職/物流・倉庫

東莞

～RMB25K倉庫管理・顧客対応業務。物流経験10年以上、
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 香港金融/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。

インテリジェンス
深圳深圳

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/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。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 広州 インテリジェンス

広州
RMB

15K～25K

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

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。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港＆広東

ベトナム

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 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/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。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港25K～35K
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。

営業・販売系/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。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 ～35K

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。

RGF 香港事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 香港/九龍 25K

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。

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。

東莞 35K～60K RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

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 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。社内に日本語を話せる
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の高い方を歓迎。

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。

テンプスタッフ
深圳営業・販売系/物流・倉庫 深圳 RMB

30K～35K
物流営業。物流業界での営業経験必須。北京語
日常会話レベル以上。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 応相談深圳

事業開発。会計業務に興味があり、キャリアを
積んで行きたいとお考えの方。英語及び北京語
ビジネスレベルの方優遇。

テンプスタッフ
深圳

その他/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

RMB
15K～17K東莞

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
語出来れば尚可。

テンプスタッフ
香港

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 香港/新界 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/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K

香港/香港島

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。

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

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

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
広州

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 広州

RMB
15K～25K
＋応相談

ユーティリティーの設備改善・自動車スイッチ
の営業。商社営業経験必須、業界経験者優先、
語学不問。

テンプスタッフ
広州

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

RMB
13K＋応相談

オフィスや工場の設計・内装業務の責任者、
現場監督。オフィスや工場の設計経験者、設計
能力ある方、北京語できれば尚可。

広州
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香港＆広東 香港＆広東

読まれた記事ランキング
2月15日～21日  

　波乱のショートプログラム、そしてフリーでの会心の演技と涙――。フィギュアスケート女子の

浅田真央を待ち受けていたのは、日本中をくぎ付け にしたドラマでした。メダル獲得という記録

は残せなかったものの、記憶には確実に残る輝きを放った浅田。五輪関連の記事が読まれ続け

ています。15 ～ 21 日のランキングを紹介します。

メダルの重圧か　浅田真央の信じられぬ連続ミス （2月20日）

サラリーマンの確定申告　2014年、6つの変更点 （2月19日）  

（3）グーグル、モトローラ使ってサムスンに２度の打撃（Forbes） （2月20日）
 
（4）採用担当者が落としたくなるエントリーシート（就活探偵） （2月19日）
 
（5）おもてなし「ニッポンのココが残念」 外国人100人に聞く （2月16日）
 
（6）「６年後に再び１ドル＝80円台」という警鐘 （2月17日）
 
（7）「ぶつからないクルマ」最前線　高級車と軽で何が違うか （2月18日）
 
（8）日の丸半導体の誤算　ルネサス襲う迷走の力学 （2月17日）
 
（9）浅田真央、納得の集大成フリー（解説者の目） （2月21日）
 
（10）もう一度、夢見たい「バブル女性」のリベンジ消費 （2月18日）
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深圳

香港＆深圳

香港

　旧正月の休暇も終わり、また毎日ITサービスの仕事で
広東省を忙しく走り回っています。WindowsXPのサポー
ト切れが間近に迫り、PCの買い換えや最新版OSのインス
トール作業等に対応するだけでも人手が足りないほど
慌ただしくしています。つい先日、あるお客様から「ビデ
オ会議」について相談を受けました。ごく一般的に普及し
ているビデオ会議製品だと導入にかなりの費用が掛か
るので、できるだけ簡単にしかも安くとのご要望でした。
　ビデオ会議（テレビ会議ともいう）とは複数の拠点間
で参加している相手の映像や音声を同時に流し、遠隔
地にいる相手とリアルタイムで会議をするための仕組
みです。あくまで会社の会議をヴァーチャルにしたもの
ですので、テレビ電話とは少し異なります。一般的には
会議室に大画面のテレビを置き、ビデオ会議専用の機
材を通して相手の拠点と接続し、双方向で映像・音声を
やり取りします。
　国際展開をしている大企業では、各拠点にビデオ会
議システムを導入することは既に当たりまえとなってい
ますが、中小企業ではまだまだ普及していないところが
多いという印象を受けます。確かに、ビデオ会議用の専
用機材導入は中小企業にとって負担が大きいので、簡
易的で安上がりなビデオ会議というのは需要があること
でしょう。このようなビデオ会議の機能をもっと手軽に利
用するためサービスがありますので下記に紹介します。
　「appear.in」
　これはビデオチャット（Video Conversations）に相当
するビデオ会議サービスのサイトです。画像・音声を双
方向でやり取りできるだけでなく、専用機材を導入する
必要は一切無しで誰でも簡単に利用できます。始める

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【appear.in でビデオ会議を始めましょう！ 】
にあたって必要なのは、PC、ウェブカメラ、マイク程度で
す。会議室に置く場合はできるだけ大画面のものを使う
と良いでしょう。あとはインターネットにつながっていれ
ばOK。現時点でこのサービスは英語サイトでしか提供
されていませんが、使い方はとても簡単です。まず会議
場所の名前（チャットルームの名前）を指定します。する
と専用リンクが表示されますので、それを会議の参加
メンバーにEメールやSMSで送信するだけです。チャッ
トルームの専用リンクを受け取った相手側はそこにアク
セスするだけで直ぐにオンライン会議ができるという
代物です。ビデオ会議への参加をよりプライベートにす
るために、入室用のパスワードも設定可能です。最大で
8名（8台）まで参加できるので、一般的な会議には全く
支障ないレベルだと思います。ビデオ会議自体の画質
や音質はインターネット回線が安定していればとても
スムーズで一切途切れません。国際間での接続時には
場合によって画質が劣化することが考えられますが、部
署間や国内の拠点間での使用でしたら特に問題ないと
思います。同サービスに対応しているブラウザは
ChromeやFirefoxです。
　ITサービスを専門としている我々から見ると、この 
appear.inのビデオ会議サービスは、SKYPE以上、本格
的ビデオ会議システム以下という位置付けです。コスト
がかからないので容易に導入できるということと、操作
性、つまり誰でも簡単に使いこなせるという点では評価
が高いと思います。ビデオ会議システム導入をご検討
の方がいらっしゃいましたら、一度お試しあれ。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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ビジネス（香港・広東共通）



上海

香港＆広東

広東

香港＆広東



香港

香港

香港

香港

ゼロからスタート 第40回広東語♪
せっかく香港にいるのだから、日常生活に役立つ広東語を習ってみませんか？今回は、香港式カフェ

レストラン「茶餐廳 (cha4 chaan1 teng1)」についての単語及び会話表現をご紹介します。

茶餐廳とは、中華と洋食が融合した料理を提供する、香港独特の食文化をもつ飲食店の事で

す。小さい店でもメニューは充実していて、セットメニューだけでも「早餐 (zhou2 chaan1)」、

「快餐 (faai3 chaan1)」、「常餐 (söng4 chaan1)」、「午餐 (ng5 chaan1)」、「下午茶餐 

(ha6 ng5 cha4 chaan1)」など数種類あり、一日中どの時間帯でもお得なセットメニューが

あります。パン(トースト)＋卵料理(目玉焼きかスクランブル)＋めん(マカロニスープ、サテー牛肉麺、

雪菜肉絲米粉など)＋飲み物(ミルクティー、レモンティーなど)のセットが人気です。香港式ミルク

ティーはエバミルクが入っていますが、エバミルクの代わりにコンデンスミルクを加えるものを「茶

走 (cha4 zhau2)」といい、茶餐廳にしかないメニューです。その他、温めたパイナップルパンにバター

のスライスを挟んだ「菠蘿油 (bo1 lo4 yau4)」、コーヒーと紅茶の混ざった「鴛鴦 (yün1 yöng1)」

など、茶餐廳特有の食べ物も数多くあります。

一般的に茶餐廳は早さ、安さがなにより大事です。ランチタイムなど混雑時は相席があったり店

員の応対も悪い事が多いですが、その分チップも不要です。最近は小奇麗なお店も多くチェーン

店もできたりと、気軽に食事を楽しめる所が増えています。

好肚餓呀，食咩好呢？

Hou2 tou5 ngo6 a3, sik6 me1 hou2 ne1?

お腹がすきましたね。何を食べましょうか？

就嚟兩點半喇，不如去隔離街間茶餐廳食下午茶餐吖，嗰度嘅菠蘿油好好食㗎！

Zhau6 lai4 löng5 dim2 bun3 la3, bat1 yü4 höü3 gaak3 lei4 gaai1 gaan1 cha4 chaan1 teng1 

sik6 ha6 ng5 cha4 chaan1 a1, go2 dou6 ge3 bo1 lo4 yau4 hou2 hou2 sik6 ga3!

もうすぐ2時半です。となりの通りの茶餐廳で香港式アフタヌーンティーでもしましょうか。
あそこの菠蘿油はとてもおいしいですよ。

好呀！ 

Hou2 a3!

いいですね！

兩位呢邊吖，食啲咩呀？

Löng5 wai2 ni1 bin1 a1, sik6 di1 me1 a3?

お二人様、こちらへどうぞ。何に致しましょうか？

一個下午茶A餐同C餐，要多個菠蘿油添吖。

Yat1 go3 ha6 ng5 cha4 A chaan1 tung4 C chaan1, yiu3 do1 go3 bo1 lo4 yau4 tim1 a1.

アフタヌーンティーのAセットとCセット、あと菠蘿油を一つお願いします。

下午茶A餐同C餐，飲咩㗎？

Ha6 ng5 cha4 A chaan1 tung4 C chaan1, yam2 me1 ga3?

AセットとCセットですね。飲み物は何に致しますか？

一杯凍檸茶、一杯茶走，係咁多。

Yat1 bui1 dung3 ning2 cha4, yat1 bui1 cha4 zhau2, hai6 gam3 do1.

アイスレモンティー1つ、(コンデンスミルク入り)ミルクティー1つ、以上でお願いします。
 広東語 発 音 日本語

 太陽蛋 taai3 yöng4 daan2 目玉焼き

 炒蛋 chaau2 daan2 スクランブルエッグ

 通粉 tung1 fan2 マカロニスープ

 沙嗲牛肉麵 sa3 de1 ngau4 yuk6 min6 サテー牛肉麺

 奶茶 naai5 cha4 ミルクティー

 檸茶 ning2 cha4 レモンティー

 係咁多。 Hai6 gum3 do1. 以上です。

会話練習

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

佐藤:

Zho2 tang4

佐藤:

Zho2 tang4

佐藤:

Zho2 tang4

侍應:

Si6 ying3

侍應:

Si6 ying3

張生:

Zhöng1 saang1

張生:

Zhöng1 saang1
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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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

CLASSIFIED



香港

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。

香港

香港 香港

花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.49 ＜POLIS（POLICE）＞
　「魔女の宅急便」の実写版がついに封切り。実写版では舞台が
日本になりましたが、ジブリのアニメ版で舞台となった、あの素
敵な都市のモデルはどこだったのでしょう･･･。シエナであると
か、いやドゥブロヴニクだとか様々なウワサ、憶測が流布して、実
際、多くの日本人観光客が「魔女宅」の景観を求めてイタリアの
シエナやクロアチアのドゥブロヴニクを訪れたのです。このよう
な社会現象を「都市伝説」といいます。（･･･え？･･･意味が微妙に
違うって？）
　アニメ「魔女宅」の景観は欧米のあちこちの風景のつぎはぎ
ですが、主要な部分はスウェーデンのゴットランドとストックホ
ルムです。このことは宮崎駿監督ご自身もコメントしていて、「長
くつ下のピッピ」の企画が持ち上がったときに取材のため、ピッ
ピの作者であるスウェーデンの国民的児童文学者アストリッド・
リンドグレーンゆかりの地を旅行した際に見た景色が土台と
なった、とのこと。アニメ「魔女宅」を仔細に見てみると、あの都市
がスウェーデンであることを示す動かぬ証拠、いや、動く証拠…
が描かれています。
　走るパトカーの車体に、「POLIS」と書いてあります。警察を
「polis」と書くのは、スウェーデン語のほかは、スコットランド語、
トルコ語、マレー語、アゼルバイジャン語など。スコットランドの
パトカーには英語で「POLICE」と書いてあるはずだし、ましてや
あの都市がマレーシアやトルコ・中央アジアではありえないの 
で、よって、スウェーデンなのです。ちなみに「police」と書く言語
も意外と少なくて、英語とフランス語のほかはルクセンブルク語
ぐらいなものです。英語かフランス語を公用語とする国、もしく
は併記する国が多いため「police」が世界中に広まっているだけ
のことで、ヨーロッパでは、ドイツ語「Polizei」、オランダ語
「politie」、イタリア語「polizia」、スペイン語「policía」･･･と多様
なのです。アジアの漢語圏とその周辺では中国のほか韓国語で

もベトナム語でも和製漢語の「警察」を使っていますが、香港の
広東語では「警察」以外に、「差人（チャーイヤン）」（警察官）、「差
館（チャーイクーン）」（警察署）と、「差～」が定着しています。この
「差」の起源は古くて、時代劇でも「衙差」のように出てきます。
　もうひとつ、アニメ「魔女宅」でスウェーデンっぽさを出してい
るのが、スウェーデン語にあるウムラウトの文字「ä」「ö」の多用。
文字の上のこの点々は母音の発音を変える働きをするのです
が、そんなことは意にも介さず、宮崎監督はよっぽどこのポチポ
チが気に入ったのでしょうか、「風の谷のナウシカ」までも
「Nausicaä」としています。「ä」で思い出さずにいられないのが、
アメリカ生まれのアイスクリームチェーン店「ハーゲンダッツ」
（Häagen-Dazs）。この名前も実は何ら意味を持たないデタラ
メ・スウェーデン語で、北欧っぽいイメージにするためコペン
ハーゲンの「ハーゲン」を取って、ロゴに 「ä」を入れたのだとか。
･･･って言いますがね、コペンハーゲンはデンマークでしょ、デン
マーク語には「ä」も「ö」もなくて、代わりに「æ」と「ø」を使うので
すけど。アメリカ人のヨーロッパ観など、しょせんジブリアニメの
ヨーロッパとレベルが同程度なのです。「aä」とか「äa」などという
つづりはスウェーデン語にもドイツ語にもフィンランド語にも絶
対ありえません。本物のスウェーデン語は家具のチェーン店
「IKEA」で見ることができます。
　デンマーク語で「警察」は「politi」ですが、デンマーク語、ス
ウェーデン語、ノルウェー語はとてもよく似た言語です。似た言
語どうしが、方言なのか、あるいは別の言語なのかという問題
は、「方言」という用語の定義、使い方によって異なってくるので
すが、国家が別個であるがゆえ、北欧諸語については普通、誰も
が個別の言語であると見なします。セルビア語とクロアチア語も
ユーゴスラビアのころは「セルボ・クロアチア語」 と一緒にして呼
ばれましたが、現在は別言語として扱われます。この両言語こ

そ、あえて言うなら大阪弁と京都弁以上に似ていますが、宗教が
違うため文字も別々で、両者の間に仲間意識はないのです。（大
阪と京都もあまり仲間意識はないように思われますが。）ドイツ
語の方言とされていたルクセンブルク語は1984年から公用語に
「昇格」。ルクセンブルク人に自分たちをドイツ人だとするアイ
デンティティーは全くありません。
　スウェーデン語「ö」、デンマーク語「ø」で表される音は、英語や
日本語や北京語にはありませんがドイツ語にもフランス語にも
韓国語にも広東語にもあって、決して珍しい音ではありません。
この発音ができないと広東語の多くの語彙、「水」「女」「去」「両」
「上」「長」 「脚」「薬」･･･などが言えず、とってもヘタな広東語にな
ります。「香港」の「香」、「瑞典」（スウェーデン）の「瑞」もまたしか
り。しっかり練習しましょう。
　
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大沢さとし
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第6回目くらいの開催！
ってアバウトやな～
第6回目くらいの開催！
ってアバウトやな～

　去る2月22日に第6回目くらいの「荃湾で
タイ料理を食らうの会」が開催された。
　幹事オススメのこのタイ料理屋さんは
リーズナブルで味も間違いがない。
　この日は、業種も年齢もバラバラの40名
近くの人たちが集まり、初対面の人でも業種
や年齢を越えて話と食事を楽しんでいた。

この会をきっかけに友人の輪が広がったり、
思わぬビジネスに繋がった方もいたようだ。
　次回は4月頃にBBQを予定しているとのこ
と。興味ある方は下記インフォメーションまで。

 参加申込・問い合わせ
永久幹事 原まで　TEL(852)9225-8287
hara@pocketpage.com.hk

ペーパーナプキンアートでインテリアを彩る
自分好みの小物も作っちゃおう！！
ペーパーナプキンアートでインテリアを彩る
自分好みの小物も作っちゃおう！！

　今回編集部が体験したペーパーナプキンアートをはじめ、デコパージュ、
スクラップブッキング、オリジナルトートバッグの作成など、様々なハンドメ
イド体験ができる同教室。場所は、MTRプリンスエドワード（太子）駅A出口
から徒歩5分ほどの、ネイザンロードに面したビルの12階。教室のオーナー
と、先生であるKarlyさんは10年ほど前からペーパーナプキンアートにハ
マったそうだ。いずれ教室を開きたいと考えた彼女は、教師資格を取った
り、海外のハンドメイド教室などを見学するなど、様々な技術を身につけて
きた。この度、ご家族の都合で香港に落ち着くことが決まったため、一年前
から開講の準備を始め、半年前に念願のハンドメイド教室「I　Can 
Creation」をオープンした。教室の中には先生が作ったという様々な作品が
飾られており、センスの良さがうかがえる。「たくさんの人に見てもらい、『ナ
プキンアート』はただの遊びではなく、日常生活にも使えることを知って欲
しい」と先生は語る。
　同教室の最大の特徴は、授業時間が決まっていないということ。もちろん
事前予約は必要だが、自分の都合のいい時間に合せてくれるので、忙しい
人にもぴったりだ。同教室のコースは、1回でできる基礎的なコースから、
慣れた人向けの何回かに渡るコース、南アフリカのDALA教師資格を取得
するための上級コースまで様々。また、親子向けのコースもあるので、お子
さんと一緒に楽しみたい方にもオススメ。
　また同教室では、使用する材料にもとてもこだわりを持っている。使う人
に長く使ってもらいたいという先生の思いから、品質の高いドイツ産やア
メリカ産などの材料を使用している。レッスンに使う木材は中国産のもの
も使われるが、販売用は必ずカナダや台湾から輸入したものを使うという。

　今回編集部が受けたレッスン

は、Karly先生が教室を開くきっかけとなった「ペーパーナプキンアート」。こ
れは、絵が描かれたペーパーナプキンを、フォトフレームや花瓶のような小
さいものから、机のような大型の家具まで、好きなアイテムに貼ることで、オ
リジナルの作品を作ると言うもの。まず自分が使いたいペーパーナプキン
を選ぶのだが、「世界中から約200種類集めました。自慢のペーパーナプ
キンです！」と先生がいう通り種類がとても多い。中にはドイツのIdeal 
Home Range社とCath Kidstonがコラボしたペーパーナプキンなど素敵な
柄のものも多く、決めるのに時間がかかってしまった。次に、渡されたフ
レームに好きな色を塗る。ここからが大変。フレームに貼りたい柄を選び、
ハサミで切って、フレームに糊付けしていくのだが、明確なイメージを持っ
ていないと迷ってしまう。しかし、行き詰っても先生がフォローしてくれるの
で安心だ。最後に、ボタンやレースなどをあしらって完成。今回は花柄を
選んだため、花の中央に金色のラメを乗せたのだが、これがあるだけで花
が生き生きして見える。アドバイスしてくれた先生のセンスには最後まで驚
かされた。
　今回の作品は完成までに2時間30分ほどかかったが、レッスン中は集中
していたため、時間が経つのがあっという間に感じた。また、ペーパーナプ
キンを切ったりデザインを考えたりすることは、日常生活ではほとんどない
ことなので、とても新鮮で楽しむことができた。先生は日本語は話せない
が、とても明るく、丁寧にアドバイスしてくれるので、楽しむことができるは
ず。少しでも興味のある方は、教室に足を運んでみてはいかがだろうか。ま
ずはWEBをチェック！
　　

I Can Creation　
住所：12/F., Tai Sang Bank Bldg.,
 　　 784 Nathan Rd., Prince Edward
電話：(852)2797-2397（英語・広東語）
ウェブ：www.icancreationhk.com
営業時間：月～土　11:00～19:00

I Can Creation
　日本でも人気の高いハンドメイドアート。香港にも様々なハンドメイド教室があり、英語や日本語でレッスン
を受けられるものも多い。そんな中、モンコックに新たにハンドメイド教室「I Can Creation」がオープンした。

ハンドメイドに使われる小物

販売されるアクセサリー類

使いきれないナプキンの部分はキープする
ので、次回また使える

Step1.好きなペーパーナプキンを選ぶ

Step2.フレームに色を塗る

Step3.使いたい柄を切り取る

Step4.切り取ったものを糊で貼り付ける

Step5.花に金のラメを乗せる

Step6.ボタンやレースを貼り付ける

完成
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深圳

広州

ミドリ

広州

香港

広東 香港&広東

（物件名）  港澳8号　Gangaobahao
（所在地）  深圳市羅湖区深南東路
（間取り）  2LDK（66㎡）　　
（室　内）  家具・家電一式付き
（環　境）  地下鉄2号線（晒布）徒歩3分
  老街駅へも徒歩5分
（備　考）  サービスアパートメント。新内装！家具家電新品。水周りも綺麗で安心。 

 東門(商店街）至近。近くにSPA、コンビニ、ショッピングモールなどがある。
（月　額）  RMB8000～

（物件名）  陽光里　Yangguaoli
（所在地）  深圳市南山区南光路73号 
（間取り）  2LDK（52㎡～）
（室　内）  家具・家電一式付き
（環　境）  地下鉄2号線 後海駅徒歩15分
（備　考）  新築！おすすめ物件。新内装・家具家電新品。お値打ちな家賃設定。
  海岸城（ジャスコ）へも徒歩圏内。近くに銀行、マッサージ屋、エステサロン 

 などがある。
（月　額）  RMB4600～

（物件名）  壹間公寓サービスアパートメント　Apartment One Service Apartment
（所在地）  深圳市南山区工業九路28号
（間取り）  2LDK/78㎡　
（室　内）  全家具家電・食器等完備（新内装）
（環　境）  蛇口花園城（ウォルマート）すぐ。　日本人学校へも徒歩圏内
（備　考）  24時間セキュリティーサービス。スポーツジム・ラウンジ・ビジネスセン 

 ター・コインランドリー等あり。敷地内、緑も多く静かな住環境。
  管理事務所スタッフも大変親切。
（月　額）  RMB15000（予定）　※管理費・税金・光熱費・インターネット・朝食等全込み

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI 羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

港澳8号

陽光里

壹間公寓
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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

ライフ（香港・広東共通）
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第137回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

2013年6月発売の
「るるぶ香港・マカ
オ’14」（JTBパブ
リッシング）に漢方
化粧品と、開運の
ページに記事が掲
載されました。

中医学には【自然界のすべてのものは「春に生じ（発生）、夏に長じ（成
長）、秋に収め（収穫）、冬に蔵(きす)む（貯蔵）」という教え】があります。

≪韮を食べてカルシウム補給≫
花が咲き乱れ若葉が芽吹くように、自然界すべてのものが新しく生まれ、
のびやかに成長する季節。生長の季節にはカルシウムの補給を心がけ
ましょう。

春は骨の生長する時期です。骨がスカスカになると、その上に付いてい
る肉もスカスカに。
肌のたるみがないようにするために、カルシウムの豊富な【韮】をたく
さん食べるのがおすすめです。骨の形成を助ける食べ物はほかには、大
豆、びわ、真珠などがあります。
＊「春に青いものを食べる」＝「青春」ともいわれています。

≪春眠暁を覚えず≫
春に起こりやすい肌トラブルの大きな原因となるのがホルモンバランス
のくずれ。
この影響により、お肌が敏感になりアレルギーや肌あれなどのトラブル
が起こりやすくなります。
からだや肌のバランスを整えるためにも、いい睡眠は必要不可欠です。

肝臓は、お肌のコラーゲン（蛋白質の一種）やエラスチン（弾力繊維）を
合成し、弾力を与え、水分や脂分を上手に調整する働きがあります。
その肝臓は午前1時から3時に活動し、午後10時から午前2時の間は成長
ホルモンが活発に働き、お肌を整えてくれています。
この時間に起きているのは、内臓にとっても、お肌にとっても嬉しいこと
ではありません。
最低でも12時までには就寝するよう心がけましょう。

≪心と体に効くリラックス瞑想法≫
　手軽に出来て効果抜群の瞑想法です。
①イスの端にお尻と太ももの境目を乗せるように座ってください。
②足は肩幅と同じくらいに開き、手のひらは上に向けてください。
③背筋を伸ばし、息を吐きながら首をゆっくりと天井と顔が平行になるまで
　後ろにそらして下さい。そのままの状態で30秒。そして、ゆっくりと元に
　戻してください。

≪リラックスする眠りのカタチ≫
全身の筋肉をゆるめ、自然な形にのばすと、人間の体は「大」の字になります。
　「大の字」になって眠るのは、心と体がリラックスしてしまういいカタチ。
また、両手両足を大きく広げるのは軽い体操をしているのと同じ効果が
得られます。

≪ムカつきが高じて起きた頭痛を鎮める方法≫
ストレスや極度の興奮時に起きる頭痛の原因は血圧の一時的上昇によ
るものが多いのです。
シャンプーをするような感じで指のはらを使って後頭部をまんべんなく
揉むツボマッサージにより、血圧が下がるので、気持ちも落ち着き痛みも
消えます。

≪体調で選ぶ食べ物（ストレスを感じるとき）≫
ストレスがたまってきたらこまめに発散させることが大事です。
体内の気の流れをスムーズに整えて精神の緊張をやさしくほぐしてくれ
る食物を選びましょう！

○薄荷：体にこもった熱を取って、気の流れを整える働きがあります
○ウコン：肝臓の働きを高め、血の巡りをよくして心もからだも
　丈夫にしてくれる働きがあります
○薔薇の花：香りもよく、緊張をほぐしてくれます。
　おまけにビタミンCも豊富

楊さちこの中医美容学的　春・からだケア
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　イーズは、日本で18店のエステサロンを展開するイーズ・インター
ナショナルが海外初の直営サロンとしてオープン。MTRコーズウェイベ
イ（銅鑼湾）駅F出口を出て、数分の好立地にある。同サロンでは受付
から施術、サービスまで常駐日本人スタッフが対応してくれる。
　「美容断食」は、イーズ・インターナショナルCEOの宮本洋子さんが
エステシャンとして、約30万人の素肌をみてきた経験を基に考案した
というスキンケア法だ。それは、お肌に何ものっていない状態を一定
時間つくり、「排泄器官」として働かせるという発想から生まれた美容
法。排泄がピークになる就寝時間に、お肌に何もつけずに寝る「断食
タイム」を設けることで、肌が本来持つ力をめざめさせるもので、実際
食事を絶つ「断食」ではなく、いわば「お肌の断食」なのだ。
　「女性はエイジングが気になりだすと、様々な化粧品を取り揃えて、
寝る前は、それらの化粧品を肌に塗り重ねてしまいます。私たちはそ
れをメタボ肌と呼んでいます。それによって素肌に戻る機会も失われ
てしまい、かえってお肌へのダメージとなってしまっているんです」と
同サロン顧問の藤井愛子さん。美容断食のやり方はカンタン。夜のお
肌の排泄の邪魔をしないよう、しっかりと汚れをとりつつも、必要な保 
湿バランスを考えて、2年以上の歳月をかけて開発された、美容断食用
のクレンジング『ミラクルクレンジング』でクレンジングし、「ヨーロピ
アン・セラウォーター」を吹きかけるだけ。約40日フルボトルを使いき

る頃には肌の違いが実感できるそう。実は藤井さんの話に思い当たる
節がある筆者はさっそく「美容断食」をスタート。美容クリームも使わ
ずドキドキして朝を迎えたが、肌の状態は良好だった。
　さて、イーズでは骨盤体操の指導も無料で行っている。女性は骨盤
のゆがみが不調の原因となっていることも多い。骨盤のゆがみを整え
ることで、血液の循環もよくなり、肩凝りなどが解消されることも。イー
ズのエステでは、老廃物をリンパに流すネックマッサージも取り入れ
ている。これは肌のくすみやトラブル解消に効果があるという。同サ
ロンでは、長年女性の肌や体を向き合ってきた経験を活かしたエステ
やスキンケア方法を実践している。
　「どんなことでもお気軽におたずねくださいね」と店長の矢野恭子
さんは話す。今同サロンでは、PPW読者のために、「美容断食」と同店
のエステがお得に体験できるキャンペーンを実施中。詳しくはボック
ス情報をチェック！

E/S Skin Labo & Saloon 
宮本洋子美肌研究所
住所：21/F., Fortune Ctr., 
　　  44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2890-1511
　　  日本語ホットライン(852)2890-8255
時間：火～金11:00～21:00、土・日・祝日11:00～20:00
　　  ※月曜定休
ウェブ：www.e-s.hk
メール：info@e-s.hk

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

メタボ肌にご用心！
新発想のスキンケア「美容断食」で
美しい肌に！
今、「美容断食」というスキンケア法が話題になっている。
どんな方法なのかと気になっている方も多いと思う。
そこで、このスキンヘア法を提唱するサロン「イーズ（E/S）」にお話を伺ってきた。

イーズの「美肌フェイシャルコース」はココがポイント！

まずはお肌の悩みも聞きながら、肌の状態
を診断。お肌の状態に合わせてコースの内
容を決める。

肌診断

お肌に合った美容液を導入。美容液を頬に
たらすだけで、お肌がふっくらしてくる人も。

顔だけでなく、首筋から肩にかけてしっかり
マッサージしてリンパに老廃物を流す。
リラックス効果も高い。

ネックマッサージ

ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
。前
列
左
が
店
長
の
矢
野
恭
子
さ
ん
、

右
が
顧
問
の
藤
井
愛
子
さ
ん

イーズ・インターナショナルCEOの宮本洋子さんの
著書「夜だけ美容断食　夜はお肌に何ものせない」
（光文社発行）はイーズでHKD150で購入できる。

「やってみたい！」と思ったら
美容断食セットを用意しよう

PPW読者にウレシイお知らせ

「美容断食セット」を購入

（3月31日まで）

「美肌フェイシャルコース」が
1回無料で受けられる

（HKD796）

すると

お肌のことを考えて、「美容断食」の為に開発され
た「ミラクルクレンジング」（HKD398)(左）の後は、
排泄を促す、ハチミツ入りの肌水「ヨーロピアン・
セラウォーター」（HKD398)だけで寝るだけ！
この2本セット（HKD796）を揃えて、美容断食が始
められる！ 詳しくはイーズへ。

肌別美容液導入

「美容断食」を
解説した本は
アマゾン「スキンケア本部門１位」
「メイクアップ本部門１位」を獲得
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Lane Crawford
住所：Shop 4008, Podium 4, ifc mall, 
           08 Finance St., Central
ウェブサイト：www.lanecrawford.com

　香港にお住まいの方のなかには、家具付き賃貸マンションで生活されている方も多
いのではないだろうか。好みの家具を揃えられないとしても、雑貨やテーブルウェアなど
小物を上手に使って自分らしい癒しの空間を演出してみてはいかが。
　セントラル（中環）のウォーターフロントに立つ総合ショッピングモール、ifc　mallのな
かに、レーン・クロフォード（Lane　Crawford）のインテリア専門ショップが新たにオー
プンした。
　レーン・クロフォードは、香港の老舗高級デパート。ファッションとライフスタイルのセ
レクトショップとして1850年にイギリス人が創立した。現在もイギリス出身のカリスマ
ファッションディレクター、サラ・ラトソン(Sarah Rutson)によってセレクトされ、メンズ・レ
ディースファッション、靴、バック、アクセサリーから家具、雑貨にいたるまで、ハイセンス
なアイテムが並ぶ。ヨーロッパから輸入された商品や中国アーティストによる商品も多
く、香港セレブだけでなく駐在者や旅行客にも人気が高い。ifc　mall内だけでなく、カン
トンロードやタイムズスクエアなどにも店舗がある。
　そんな同店がこの度新たにオープンしたインテリア専門ショップは、世界の有名デザ
イナーによって生み出された家具、ギフト、キッチン用品、バス用品などが抜群のセンス
でセレクトされている。ル・クルーゼ、アレックス・モールトン、バカラ、ケース・ファクト
リー、ドットール・ヴラニエス、フレッテ、ハッセルブラッド、ヤンセンなど155以上の今を
ときめく世界的人気ブランドのアイテムが揃う。
　数々の国際的なデザイン賞を獲得したインテリアデザイナーのヤブ・プシェルバーグ
によってコーディネートされた店内は、シンプルでありながら落ち着きのあるラグジュア
リーな空間で、ウィンドウショッピングをするだけでも楽しい。
　極上のインテリア空間を演出してくれるハイセンスかつ機能的な商品が数多く揃って
いるので、自宅用だけでなく大切な人へのプレゼントを探すのにもいい。

香港の老舗デパート
インテリアショップをオープン
香港の老舗デパート
インテリアショップをオープン

見るだけ楽しいインテリア展示

キッズ向けのデコレーションやデジタル用品が並んでいる

［ Lane Crawford ］
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ベッド用品部門
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　産地から届いたばかりの新鮮な茶葉からヴィンテージまで幅広く茶葉が揃い、しかも日本
語でオススメのお茶を教えてくれるお店が「新星茶荘」だ。中国茶に精通した店員が、好みに
あったお茶を勧めてくれ、効能や特徴を日本語で丁寧に教えてくれる。気になるお茶があれ
ば気軽に試飲して、じっくり選ぶことができるのがうれしい。たかが試飲といえども、しっかりと
中国茶の作法に沿って淹れてくれるので、それだけでも楽しめてお得な気分！
　お店のイチオシは「普洱茶（プーアル茶）」。普
洱茶の独特なカビっぽさが苦手な方は、試飲し
てみれば目からウロコが落ちるはず。上質な普
洱茶は自然発酵のためカビっぽさは無く、豊か
な香りを楽しむことができる。しかも、コレステ
ロール値を下げるなど健康にも良いのだ。ま
た、ワインのように熟成するほど味わい深く、価
値も高くなる。年代物は、何万香港ドルもの値段
がつくほど！もちろん、家庭用に気軽に美味しく
飲めるものも豊富なのでご安心を。
　編集部のオススメは「鉄観音（テッカンノン）」。芳醇な香りと優しい甘さが口いっぱいに広
がり、心がほぐれる。中国茶の渋みが苦手な方にも喜ばれるだろう。ほかにも、お湯を注ぐと
丸い玉状の茶葉が一気に花開く、美しい工芸茶も人気。個別包装販売なので、お茶好きの女
性たちへのプレゼントにぴったり。茶器も幅広く揃っているので、茶葉とセットで購入し、自宅
や日本で本格的な中国茶を味わってみるのもオススメだ。
　さらに、コーズウェイベイ（銅鑼湾）店には、ティーサロンも併設。1人HKD30以上の茶葉を
選んで２時間じっくりお茶を楽しむこともできる。茶葉は5～6回は楽しむことができる上、お
茶請けもつく。ヴィクトリア湾を眺めながら、ゆったりとしたティータイムを楽しんではいかが
だろうか。お土産選びだけでなく、お買いものの合間のティータイムや観光の一環にもおす
すめだ。

シンプルで心地の良い空間
日本語OKの中国茶専門店で寛ぎのひとときを
シンプルで心地の良い空間
日本語OKの中国茶専門店で寛ぎのひとときを
［ 新星茶荘 ］

チムサーチョイ店
住所：Shop 21D, Cameron Rd., TST
電話：(852)2301-2020

コーズウェイベイ店
住所：Rm. 3201, 32/F., Soundwill Plaza,
　　  38 Russell St., CWB
電話：(852)2832-2889

作法を習って自分で淹れてみよう！観光にもぴったり！

こだわりの普洱茶が豊富に揃う

上品な箱入りはプレゼントやお土産に
ピッタリ
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葉から選ぶことができる
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　1882年にフランスで生まれた｢le coq sportif｣は、総合スポーツ
メーカーとしてアスリートと共に歩んできた伝統と斬新さを併せ
持つファッションブランドだ。高いファッション性と洗練されたデ
ザイン、機能性、そして品質の良さで全世界に数多くのファンを持

つ。そんな｢le coq sportif｣の、
2014年春夏コレクションが到
着。イメージキャラクターには
数多くの雑誌で活躍するモデ
ルの梨花さんを起用。男女問
わず幅広い年齢層から支持を
受ける彼女のイメージは同ブ
ランドのイメージとマッチして
いる。

　今シーズンの注目は「美スタイル」。春夏シーズンらしい爽やか
でカラフルな色使い、キュートでポップなスポーツスタイルなが
ら、女性らしいエレガントさも感じさせる、こなれたスタイルとなっ
ている。これを身にまとえば、エクササイズシーンでも人目を引く
こと間違いなし。
　さあ、早速お店で新作をチェックしてみては。

イメージキャラクターの梨花さん シンプルながらスタイリッシュなシューズ

le coq sportif
SOGO　コーズウェイベイ店
住所：4/F., Sogo Department Store, CWB
Grand Century Place　モンコック店
住所：Shop 431, 4/F., Grand Century Place, Mong Kok
Plaza Hollywood　ダイヤモンドヒル店
住所：Shop270, 2/F., Plaza Hollywood, Diamond Hill

お洒落でスタイリッシュなスポーツウェア｢le coq sportif｣
2014春夏コレクションに大注目！！
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　チムサーチョイ（尖沙咀）にあるヒルウッドロー
ド（山林道）は、ユニークなレストランが立ち並
ぶグルメスポットして知られている。火鍋と和
風さしみ専門店「豪門」は、その中でもひとき

わ目立つ存在だ。
　この店はオーナーのタ
ムさんが「新しいアイデア

を盛り込んで、高級感のある火鍋店を作ろう」と考え
て3年前にオープンした。シックな雰囲気の店内で、ここ
でしか食べられない火鍋や刺身などを味わうことができる。メニューには日本語もある
ので日本人も利用しやすい。
　火鍋のスープベースはオリジナルを20種類以上を揃える。辛い系が好きな方には「四
川麻辣鍋」（HKD88）、かわりどころを試してみたい方には「タイ風トムヤンクンスープ」
（HKD168）、「マレーシア風の濃いサテスープ」（HKD68）がおすすめ。鍋の具材のワン
タン、肉団子、水餃子などはすべて店内で手作りしている。いかにも香港らしい「豚の脳
みそ花彫（中国ワイン）漬け」（HKD50）などの具も人気だそう。「ゆば焼き揚げ」、「サー
モン皮揚げ」は、スナックとしてそのまま食べても鍋に入れてもおいしい。
　この店には「トリュフ鍋」を目当てに訪れる人も多い。トリュフ料理は、オーナーがウエ
スタンスタイルも取り入れながら試行錯誤して作り出したもの。リーズナブルな価格で
食べられるのも魅力だ。きのこ類がたっぷり入った「イタリアンブラックトリュフスープ」
（HKD298）にスライスした8片のトリュフを投入。まずは、ほのかなトリュフの香りを楽し
みながら、スープとして味わおう。濃厚なスープに、きのこ類の旨みが溶け出して実に美
味。次に、お好みの具を入れて「トリュフ鍋」に。トリュフを使った餃子、ワンタンなどの具
もある。
　まだ冷え込む日もある香港、豪門で友達や家族と火鍋を囲んでみては？とはいえ、香
港人の方たちは「冬にアイスクリームと同じで、冷房がガンガン効いた部屋で夏の火鍋
もおいしい」と話す。香港で火鍋はオールシーズン楽しめるそうだ。

豪門豪門
ト
リ
ュ
フ
の
香
り
が
楽
し
め
る

「
イ
タ
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リ
ュ
フ
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豪門　火鍋と和風さしみ専門店
住所：G/F & 1/F, Charmhill Ctr., 50 Hillwood Rd., TST
電話：(852)2730-1118

牛肉が好きな方には3段トレーにのってでてくる、
牛肉スペシャルが好評

4人～50人まで対応できるVIPルームを
10室備える。VIPルームを使用する場合、
1人の最低利用料金はHKD300以上だ

トリュフ鍋などアイデアメニューが人気
香港スタイル火鍋を楽しもう
トリュフ鍋などアイデアメニューが人気
香港スタイル火鍋を楽しもう

刺
身
は
日

本
から空輸した新鮮な魚を

使用
して

い
る

店内の水槽から活きのいいエビが届く。動いていることも！

Pocket Page Weekly 07 March 2014 No. 42524B

香港グルメ



香港 香港

香港香港

香港 香港



香港

香港

　最近じわじわと人気を高めてきているエリア、ワンチャイ（湾仔）のシップストリート
(船街)。今話題の様々なレストランが軒を連ね夕方のハッピーアワーから賑わいを見
せている。今回紹介するのはそんなエリアに店を構えるモダン四川レストラン
「House of Qi」。
　店内はグレーを基調にしたシンプルなインテリア。ロマンチックなキャンドルディナー
が似合いそうなモダンなインテリアとは裏腹に、料理は本格的な激辛四川料理。いろいろ
な四川レストランを試した人達が声を揃えて同店は最も辛いレストランの1つだというか

ら、辛いもの好きには見逃せない！
　まず定番なメニューから試して欲しい。日本人
でも好きな人が多い「口水鶏」。他店と比べて辛

さが半端ない。一気にカラダが熱くなり、同時に食欲も倍増。唐辛子、黒胡椒の辛さが後
を引く。箸休めにきゅうりの和え物も忘れずに。チリワンタンはチリオイルの辛さが強烈だ
がワンタンの肉汁が程よく辛さを包み込んでマイルドにしてくれる。
　四川料理のメインで必食の「水煮魚」は大きな器にこれでもかと唐辛子を敷きつめ、
チリオイルで煮た白身魚だ。唐辛子、黒胡椒、山椒全ての辛さが混ざり合い、辛さの中に
もコクのある甘みも感じられ、一度食べると病みつきになりそうな1品だ。同店では食べる
前にスタッフが大量の唐辛子を取り除いてくれる
ので誤って唐辛子を食べてしまう心配はない。
　他ではあまり味わえない「ジンジャービーフ」
は、良質の薄切りの牛肉をネギと生姜をまぶし
てクリスピーに揚げたもので、これだけを目当
てに来るというお客さんもいるほどの人気メ
ニューだ。食感はさくっとして肉は柔らかく、しょ
うがの味がさわやかでご飯がすすむ一品。「ス
パイシーチキン」は甘辛い味付けが食欲をかき
立ててくれる。辛さでヒーヒー汗をかいた後に
は坦々麺を。ピーナツの濃厚さと甘さが口の熱
を冷ましてくれる。
　さあ、あなたも同店の辛さに挑戦してみては。

House of Qi House of Qi 

House of Qi
住所：Shop 12, 2/F., J Residence, 60 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2527-7117
時間：月～金　12:00～23:00　土～日　18:00～24:00
ウェブ：qi-sichuan.hk

辛いもの好き要チェック！
モダンな空間で味わう本格四川料理に舌鼓。
辛いもの好き要チェック！
モダンな空間で味わう本格四川料理に舌鼓。
辛いもの好き要チェック！
モダンな空間で味わう本格四川料理に舌鼓。
辛いもの好き要チェック！
モダンな空間で味わう本格四川料理に舌鼓。

中
華
モ
ダ
ン
な
イ
ン
テ
リ
ア

ジンジャービーフ(Scallion Ginger Beef)

スパイシーチキン(Mala Chicken)

骨付きばら肉クミン風味
(Cumin Pork Rib)

水煮魚(Braised Fish in Chili Oil)

チリクラブ(Chili Dungeness Crab)
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香港

主にサロンの様子のレッスンについて、生徒さんの作品を紹
介しています。香港のグルメ、ショッピング情報もシェアした
いと思って書いてあるので、ぜひ一度遊びに来てくださいね。

［シェリーさん プロフィール］
はじめましてシェリーと申します。
生まれは香港、幼少期は香港で育ち、その後ロサンゼ
ルス、東京、イタリアといろいろ住みわたり、2011年12
月に再び香港に戻ってまいりました。７年間日系の航
空会社で働いていました。日本で生活している時に
ポーセラーツと出会い、それ以来ポーセラーツのトリ
コに。日本ヴォーグ社認定　ポーセラーツインストラク
ターを取得しました。今は香港に住んでいる方にポー
セラーツを広めようと、日夜奮闘中です。ポーセラー
ツって何？どんな事するの？と思った方、トライアルレッ
スンも行っておりますので、お気軽にお問い合わせくだ
さい。愛猫Calbeeと自宅サロンにてお待ちしています。

サームヘイロウ

「三希楼」

こんにちは。maison de Cherieのシェリーです。今回は

PPWさんとのコラボでシェリーオススメBEST4を紹介

します。Deepな香港B級グルメからちょっとHigh -

classなお店まで、お友達とや女子会、デートなどいろい

ろなシチュエーションに使える４件のお店です。ミッドレ

ベルから２軒、女子会にオススメのafternoon tea

【Tea saloon By Anotherfineday】お友達とワイワイ

楽しむ火鍋【三希楼】。B級グルメなら西湾河にある

【太安楼叔叔串焼】、デートに奮発して中環の

【L’ATELLIER de Joel Robuchon】です。

香港(中環,SOHO区,西半山)で
ポーセラーツサロン教室

(HongKong Porcelarts salon)

火鍋が食べたいと思うと真っ先にこのお店に行きます。
私の元気の源！ここの火鍋を食べると、疲れも吹っ飛びま
す。お肉、海鮮から野菜まで何でもそろっていて何をオー
ダーしてもほぼ間違いなし。火鍋のタレはカウンターでの
セルフサービスうなので、自分好みの味をいろいろ試せ
ます。火鍋だけでなく四川料理もオーダーできるところが
イチオシ！場所柄、英語も通じるし、店内もお手洗い清潔
です。大人数でのワイワイお食事会にはぜひ。

三希楼
●住所：7/F., Coda Plaza, 51 Garden Rd., Mid-Levels 
●時間：11:00～23:00
●料理種類：四川料理
●値段：300～500HKD/RMB以内

from maison de Cherieのシェリーさん

ameblo.jp/maisondecherie/ameblo.jp/maisondecherie/

www.pocketgourmet.com.hk

今すぐアクセス！
美人ポーセラーツサロンオーナーの
シェリーさんが厳選するお店特集 で特集中！

人気ブロガーシェリーさんの

香港
美食歩き

香港在住

人気ブロ
ガーが

おすすめ
！

デートからB級グルメまで、
美人ポーセラーツサロンオーナーのオススメBEST4!

と人気ブロガーシェリーさんのコラボが実現！コラボが実現！

続きは
コチラ！
続きは
コチラ！

:
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広州「ダイエットの基本、太る仕組みとやせる仕組み」microdiet.netレポート広東省　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

　ロングセラーダイエット食品『マイクロダイエット』を展開するサニーヘ
ルス株式会社（本社：東京都中央区／代表取締役社長：西村峯満）は、ダ
イエット情報発信サイト【microdiet.net】にて調査レポート「ダイエットの
基本、太る仕組みとやせる仕組み」を公開致しました。
　ダイエットを語る上で、必ずと言っていいほど登場するのが「カロリー」
です。カロリーが高い食品ほど太りやすく低いほうがヘルシーというのは、
ダイエッターでなくても、もはや一般常識となっています。
　体のエネルギー源となるのは、炭水化物（糖質）、タンパク質、脂肪の3
つのみ。それぞれの1gあたりのエネルギー量を見てみましょう。カッコ内
はそれぞれの成分を多く含む食品です。

炭水化物(糖質)　→　4 kcal （米、パン、芋類、麺類、砂糖など）
タンパク質　→　4kcal （肉、魚、卵、豆類、乳製品など）
脂肪　→　9 kcal （油、バターなど）

　同じ1gあたりのエネルギー量はやはり脂質が最も多く、糖質、タンパク
質の倍以上です。ダイエットのためにカロリーを減らす場合、糖質と脂肪

の量を減らすことが重要となります。
　まず脂肪ですが、バターや油そのもの、揚げ物を摂り過ぎないようにす
るのはもちろんのこと、食品に含まれる油に気を付けましょう。例えば肉な
ら、ひき肉やバラ肉、鶏の皮には脂肪が多いのでヒレや胸肉を選ぶと良い
です。魚の脂肪については避ける必要はありません。
 
さらに詳しい説明はmicrodiet.netの最新の記事
「ダイエットの基本、太る仕組みとやせる仕組み」をご参照ください。
http://microdiet.net/pickup/000398.html

広
東 “シンギュラリティ”の先にあるのは……？
映画「トランセンデンス」4月広州上映予定

中山路易酒店（ルイスホテル）
住所：広東省中山市銀通街19号
電話：(86)158-1997-2489（田口）

短期観光・長期滞在にも最適
初めての方も安心して泊まれる便利なホテル広

東

　中山市中心エリアにあり、銀通街と体育路の交差点に位置するホテル
中山路易酒店（ルイスホテル）。ゴージャスな外観ときちんと整備された
内装で人気を呼んでいる。きめ細やかで丁寧なスタッフのサービスや清
潔感ある客室も居心地が良いと評判で、多くの日本人に利用されてい
る。ホテル内には日本語のわかるスタッフが24時間常駐しているのも有
り難いサービスだ。日本食や銀行、商業施設も徒歩圏内ととても便利な
ロケーションで中国に不慣れな方、初めての方にも安心しておススメで
きるホテルだ。お部屋料金も4ツ星ホテルにもかかわらず、リーズナブル

で長期滞在にも適しており、夜は部屋によって孫文記念公園のライト
アップが観られる。一度滞在すると必ずリピーターになってしまうホテ
ルだ。ぜひ訪れてみよう。

「超験駭客」（Transcendence）
監督：ウォーリー・フィスター
出演：ジョニー・デップ、レベッカ・ホール、
　　  ポール・ベタニー、モーガン・フリーマン

　ウォーリー・フィスターがメガホンを取る「トランセンデンス」が4月
から広州でも上映予定。亡き科学者の意識がアップロードされた人工
知能が進化を果たし、人類や世界を混乱に陥れていくSFサスペンス
だ。ジョニー・デップ、モーガン・フリーマンら、実力派スターが顔をそ
ろえる。
　人工知能「PINN」の開発研究に没頭するも、反テクノロジーを叫ぶ過
激派グループに銃撃されて命を落としてしまった科学者ウィル（ジョ
ニー・デップ）。だが、研究者である妻エブリン（レベッカ・ホール）の手に
よって彼の頭脳と意識は、死の間際に「PINN」へとアップロードされてい
た。ウィルと融合した「PINN」は超高速の処理能力を見せ始め、軍事機
密、金融、政治、個人情報など、ありとあらゆるデータを手に入れていくよ
うになる。やがて、その進化は人類の想像を超えるレベルにまで達して
しまう。
　この映画では、「技術的特異点（シンギュラリティ）」と呼ばれるテーマ
が扱われている。シンギュラリティとは、簡単に言えば、コンピュータが

人間の能力を超える現象やその瞬間のこと。その一線を超えてしまうと、
科学技術の進歩を支配するのは人類ではなく人工知能（AI）になり、様々
な予測が通用しなくなると考えられている。現実的に起こるかどうかは
ともかく、ITをはじめコンピュータに依存する社会に住む現代人にとって
は、無視できない警鐘にも聞こえる。鮮烈なビジュアルで描かれるSFの
世界は、その名の通り“Transcendence”（＝超越・超絶）だ！

●

銀
通
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路

路易酒店
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街

体育路

●
●
星月居工行銀通

分理処
中山市
公安局
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深圳

今週の広東ピックアップ

人気ベーカリーが集合！ 
　長年に渡り好評の、「中国ベーカリー展覧会」は今年で18回目の開催。

交流会や業界向けの関連企業ブースだけでなく、一般人も楽しめる

ショッピングエリアも設ける

予定。北京の稲香村、山西の

双合成、マカオの礼記、広東

の栄誠･･･大手ベーカリーの

出店は決して見逃せない。

第18回ベーカリー展覧会
開催

3月9日～11日

前へ進め。世界を変えろ。 
　2031年、氷河期に突入した地球。全てが雪と氷に覆われてしまった陸

地を走り続けている一台の列車「スノーピアサー」には、わずかに生き

残った人類の全員が乗っている。だが

ここは、先頭車両の「上流階級」が後方

車両の「最下層」を支配している。その

中の最下層の1人の男が立ち上がり、

仲間と共に反乱を企てる。

スノーピアサー
広東上映

3月中

春を迎える前に、勉強を始めない？  
　様々な大手企業へ語学レッスンを提供している語学学校「愛マン

ダリン」。春も間近な時期となり、嬉しいキャンペーンを開催中。今申

し込むと授業料20%オフになる

他、Kindle Paperwhite電子書

籍リーダーやiPAD MINIなどの

スペシャルギフトも用意してい

る。中国語だけでなく、英語や

スペイン語、フランス語などの

コースも常時開催中。

愛マンダリンから
新入生徒キャンペーン

3月中

おしゃれなカジュアル軽食店
　日本人にお馴染みのホテル深圳福田シャングリラには、世界中の美食を提供するレ

ストランが多くある。その中に、新しい軽食店「福田香坊」がオープンした。

　同ホテルのもう1つの人気レストラン「鮮Cafe」で出されるデザート・軽食メニューは

もちろん、同店オリジナルのケーキやサンドイッチ、サラダなどがあり、自家製のヨーグ

ルトやチーズケーキなどの嬉しいチョイスもある。その中でも、オランダ人メインシェフ

と中国人ベーカリー料理長が作り出す新しい1品、スイスチョコレートブランドの

「Flechlin」を贅沢に使用したチョコボールは必食。

　ホテルに短期滞在の観光客だけでなく、周辺のビジネスマンや住民にも人気の同レ

ストランの美味しさ、ぜひ自分の舌で味わっていただきたい。

レストラン福田香坊
新オープン

伝統ある香港管弦楽団の演奏会
　創立以来百年、常に音楽界に貢献している香港管弦楽団（HKPhil）。

今回は「貝多芬·光明之路（ベートーヴェン・輝く道）」と命名されたイ

ベントで広州までやってくる。現在の音

楽総監Zwedem氏のもと、劇音楽「エグ

モント」、交響曲第5番などの名曲を届け

る予定。音楽愛好者なら、決して見逃して

はいけない演奏会だ。

香港管弦楽団（HKPhil）
ベートーヴェン・輝く道

3月12日

広
東

広
州

広
東

広
州

広州琶洲広交会展館A区
3月9日～10日　9:00～17:00、11日　9:00～16:00
(86)4006-228-228

深
圳

Exhibition

広州天河区珠江新城珠江西路1号
広州大劇院広州琶洲広交会展館A区
20:00～22:30
(86)4008-808-922
RMB680(VIP)、RMB480、RMB380、
RMB280、RMB180、RMB80

福田中心區益田路4088號福田香格里拉大酒店1樓
www.shangri-la.com

(86)189-2215-1967（楊老師）
全国お試し予約メール
info.guangzhou@imandarin.net

監督　ポン・ジュノ
主演　クリス・エヴァンス、 ソン・ガンホ
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深圳 広州

Exhibition

旬の食材を常に取り揃えております！ 
　広州で新鮮な旬の魚が食べられる「兄弟船」。旬の食材を使い、寿司、

刺身、しゃぶしゃぶ、塩焼きなどの幅広い料理を提供している。目玉は不

定期に行われるマグロ解体ショー！

解体されたマグロは寿司やお造り、

漬け丼や串カツへと変身し、顧客へ

振舞われる。興味のある方は、ぜひ

問い合わせのお電話を。

日本料理屋
兄弟船

絶賛されるアカペラ団体が広州に
　2009年に結成された5人アカペラグループ「VOCO NOVO」。楽器を使

用しない美しいハーモニーで人気を集めている。そして抜群の音楽

センスでアレンジした「康定情歌」

や「夜来香」などで、ファンへのサ

プライズも忘れない。そんな彼ら

が広州大劇院に登場！新感覚の生

ライブ体験をしてみては。

VOCO NOVO
中国ツアー

3月8日

法語沙龍
ChiFra芸術交流展

3月30日まで

新豊雲髻山
お花見の季節到来

実用的なアイテムも奇抜なデザインもここに
　「中国のデザイン都市」という異名を持つ深圳。今回で29回目とな

る「深圳国際家具展」は、19日～22日まで会展中心で開催される。今

回のテーマは「デザインはど

こでも（設計無處不在）」。多

くの中国人デザイナーが作

り出すグラフィックから、イン

テリア、家具まで幅広い

ジャンルの作品を展示して

いる。

深圳国際家具展
29回目の開催

3月19日～22日

クラシカルバレエを体験してみよう
　500年前に創立され、19世紀に流行り始めたクラシカルバレエ。バレ

リーナの優雅さと美しさは多くの人が憧れる。そこで、広州ダンス学校

「SDA」はフランスの名バレエダン

サーSophie　Daumurを迎え、体験教

室を開催している。経験のない大人が

優先されるため、まず問い合わせを。

ダンス学校SDA
クラシカルバレエ教室深

圳

深圳南山区深大北門と体育館から出発
(852) 137-1375-8688
www.shamo888.com
RMB450

広州天河区珠江新城珠江西路1号広州大劇院
20:00～22:00
(86)4008-808-922
RMB280(VIP)、RMB180、RMB80

3月19日～21日　9:00～17:00、22日　9:00～14:30 
www.sifechina.cn
入場　RMB20

広州市天河区体育東路六運五街56号
18:00～24:00
(86)20-8751-9266

広
州

広
州

深
圳

広
東

広
州

広州天河区珠江新城金穗路
30号C麗晶華庭金莱閣2104
(86)138-2214-1125

芸術愛好者もフランス文化愛好者も必見
　中国とフランスが外交関係50周年を迎え、法国文化中心では「法語沙

龍」という中国とフランスの芸術交流展を開催している。今回は関山月

美術館に、40名以上の有名

アーティストや芸術家の作品

を展示。油絵、版画、彫刻な

ど、100点を越える大型芸術

イベントとなる。

中国の桜も見てみよう
　「広東で唯一四季を感じられる山」と呼ばれる新豊雲髻山。一年中雲

と霧が山を取り巻く姿から、雲が髻に取り巻く「雲髻山」と名付けられた

ようだ。雲髻山のある桜花峪景区では

20を越える品種、3万本の桜が植えら

れている。お馴染みの八重桜や寒緋

桜も植えられており、日本と同様のお

花見体験ができる。

深圳福田区関山月美術館
www.faguowenhua.com
入場無料
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東莞

37°2 友会
住所：広州市海珠区濱江東路523号
電話：(86)3432-1922
営業時間：11:00～翌3:00

東
南
ア
ジ
ア
の
い
ろ
ん
な
国
か
ら

い
い
と
こ
ろ
を
少
し
ず
つ

　小さなチーズケーキの店から始まった「37°2友会」グループの一番新しいレス
トランがここ、「37°2友会」。すでに10店舗になったファミリーは、気軽なフレンチ
カフェから、ベトナムフレンチ、そしてもうちょっと本格的に東南アジアへと足を
のばしている。
　フレンチが得意な若い料理長は変わらず、
ベトナムから招かれたシェフとお互いに学び
あっている様子。「日本料理を入れたくていろ
いろ考えたんだけど、今の所はないんだ」と残
念がる彼。東南アジアのフュージョンと和食を
変にかみ合わせるより、「食べて本当に美味し
い」を優先させる真摯な気持ちが伝わる。
　疲れ気味のあなたには本格薬膳スープ。「風
の引きはじめで喉が…」と訴えると梨の入った
やさしい味のスープ(RMB22)をすすめてくれ
た。エスニックがお目当てなら、辛さと甘みの
調和のとれたトムヤムクン(小RMB25、大
RMB58)を。胡麻ドレッシングでいただく自家製豆腐のサラダ(RMB26)や、タワー
のように積み上げられた絲瓜が海鮮のうまみをたっぷり吸い込んだ広東料理
（RMB48)も美味しい。
　「友会」という名のとおり、大勢で集まって、それぞれ好きなものを頼んで取り
分けて食べたいレストラン。ぶつかりあわないよう厳選された一皿一皿が会話
を誘う。
　デザートには定番のニューヨークレモンチーズケーキ(RMB16)もいいけれど、
せっかくだから歯ざわりも初めての経験、ベトナムの冷たいデザート「泰式椰奶
緑宝石馬蹄爽」(RMB18)を。3つの小さなグラスにサーブされるのでみんなで一
口ずつ食べられるのも楽しい。
　本格的ビリヤード「スヌーカー」や、大型テレビが備えられた個室で個性的な
パーティーにも。

絲瓜が海鮮のうまみを
たっぷり吸い込んだ絶妙な1品
絲瓜が海鮮のうまみを
たっぷり吸い込んだ絶妙な1品

自家製豆腐サラダ トムヤムクン

ベトナムデザート「泰式椰奶緑宝石馬蹄爽」ベトナムデザート「泰式椰奶緑宝石馬蹄爽」

37°2 友会

31Pocket Page Weekly 07 March 2014 No. 425
B

広東ページ 



深圳深圳

　「よーし今日は焼肉に行くか！」聞いただけで元気になるこ
の一言。卓上の炭火を囲み、好みの品々を選ぶ。肉汁がたれて
ジュッとなる音に、香ばしい匂い。大勢で盛り上がっても、ごく
親しい人と2人でつついてもいい、ふだんの食事をイベント化
してくれる焼肉は最も「肉力エネルギー」を放出する料理であ
ろう。
　そう決まったら、旨い肉を。深圳南山の「牛華屋」の、独自
ルートで手に入れる肉は大連黒毛和牛。新鮮、安心、そして極上の肉質。牛1頭から2～3kgしか取れな
い「ハラミ」、コリコリした食感を楽しむ「ミノ」、そして、焼肉といえばやっぱり「カルビ」。この3つを看板
に掲げるところ、「旨い肉」へのこだわりと自信が伺える。
　歓送迎会の季節の4月、最大収容50名の大宴会も可能な同店で、様々なパーティーを開催しよう。幹
事さんはお早めにお問い合わせを。
　予約も注文も日本語が可能なのも嬉しい。強力換気扇で煙の匂いが髪に付いたりしないきれいな
店内。ボリュームたっぷりでリピーターが多い「コブサラダ」、お口にさっぱり「生春巻き」など、サイドメ
ニューも豊富なので、ファミリーで訪れても、女性同士でもみんな大満足。
　よし！華南の春は「牛華屋」で「肉ヂカラ」をガッツリGETしてスタミナUPだ！！

炭におけない肉いやつ
「肉ヂカラ」をガッツリGET！【牛華屋】

生春巻きでお口さっぱり、
焼肉がさらに旨く！

浜海大道

海徳二道

創業路

南
山
大
道

南
海
大
道

南
光
路

中油陽光大酒店

海雅百貨

Holiday Inn Hotel

牛華屋

【牛華屋】
住所：深圳市南山区南山大道南海大厦103
電話：(86)755-8625-0100
　　 (86)136-4088-0636、(86)158-8975-8996（日本語可）
時間：月～木　17:30～23:30、
　　　土日　　11:30～14:00、17:30～23:00

赤身と脂のバランスが取れた極上の肉質
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深圳広州

Part15   地王観光ビル・前編DEEP深圳

地王観光ビル
住所：寶安南路1881號萬象城

　今回訪れたのはMTR羅湖駅から3駅の大刷院駅近くにある地王観光ビル。
　地王ビルは正式には「信興広場」と名付けられている摩天楼だ。建設当時、深
圳土地交易の当時の最高価格で競売されたため、「地王」と名付けられ、のちに
地王ビルと呼ばれるようになった。地王ビルは69階建てで、総高383.95メート
ル、実際の高さが324.8メートルであり、建てられた当時はアジアで一番高いビ
ルだった。現在では深圳で2番目に高いビルとなっている。また、地王ビルは中
国初の鋼鉄構造のビルでもあり、現在世界トップテンの建物に属している。
1996年に完成し、深圳の重要なシンボルである。観光スポットである展望台「深
港の窓」はこの立派な地王ビルの屋上に位置している。ビルの外観の設計イン
スピレーションは中世ヨーロッパの教会と古代中国文化の「中を通る、透き通
る、痩せる」という意味からきたもので、ビルの幅と高さの比率は1:9であり、世界
超高層ビルの中で、一番扁平で痩せているという記録を持っている。
　行き方は実に簡単でMTR羅湖駅から3駅の大刷院駅C出口から出てすぐ目の
前に見える高い建物が地王観光ビルである。せっかく深圳に来たのだから、展
望台に上る前の腹ごしらえも重要。地王ビルには3つの高級レストランがあり、
ランチならRMB100以下で楽しむことができる。しかし、ここは中国。高級レスト
ランより、ローカルご飯を味わいたい方にオススメなのが、地下の小規模
チェーンレストラン。ここには、「ローカル過ぎても不安だが、リーズナブルでお
いしいものが食べたい」という方にうってつけの店が何軒かある。
　筆者が利用したのは台湾レストラン｢永和大王｣だ。｢永和大王｣は上海など中
国各地に展開しているチェーン店で、味よし、価格よしの庶民の味方だ。味付け
も日本人好みで、スープ、野菜付きのセットを食べてもRMB20程度と安く、しかも
おいしい。店内はきれいで、入りやすいので、高級料理は飽きたという方にぜひ
試していただきたい。

スポット
情報

ローマにある真実の
口に見立てた、手相占い器

ショッピングセンターと観光を兼ね揃えた、
深圳で2番目に高いビル「地王観光ビル」に行って来た。

永和大王のそぼろ風ご飯セット(RMB19)＋唐揚げ(RMB7)

有
名
な
観
光
地
を
ミ
ニ
チ
ュ
ア

に
し
た
展
示
。世
界
之
窓
な
ど
が

展
示
さ
れ
て
い
る
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深圳

いまさら聞けない

※営業を停止したバスターミナル
×広州錦漢バスターミナル（天河大厦、珠江新城）
2011年までに2つとも営業を停止し、多くの路線は広州東駅バスターミナルなどに振り分けられている。ウェブサイトなどで路線検索すると今でも営業しているように誤解してしまうので注意が必要。

A.広東省バスターミナル
（省汽車客運站）
越秀区環市西路145-149号　 (86)20-8666-1297
http://www.sqcz.com.cn/
華南最大規模のバスターミナル。広州駅から地下通路でアクセスで
きる。

B.広州市バスターミナル
（広州汽車客運站）
環市西路158号　 (86)20-8668-4259
http://www.gzkyz.com.cn/
上記「省バスターミナル」と混同しやすい。人を迎えに行く場合など、
「省」なのか「市」なのかあらかじめ確認しよう。

C.越秀南バスターミナル
（越秀南客運站）
越秀区越秀南東園横２号　 (86)20-8383-3949
http://www.yxnz.com.cn/
古くからあるバスターミナル。夜遅くにやむなくこちらに到着するこ
とも。覚えておこう

D.天河バスターミナル
（天河汽車客運站）
天河区燕嶺路633号　 (86)20-3708-5070
http://www.tianhebus.com/
福建方面への路線が充実。花都へも便利。

E.広州東駅バスターミナル
（広州東站汽車客運站）
天河区林和西路（広州東駅西側）　 (86)20-8755-5008
http://www.gzdzcz.com/
広州東駅からは徒歩でアクセスだが、結構距離があるので乗り継ぎ
の場合は荷物の量と時間に注意。

F.東圃バスターミナル
（東圃汽車客運站）
天河区中山大道中1011-1015号　 (86)20-8257-5100
http://dpbus.handtrip.com/
天河区東部に在住の方には路線によっては都心部に出るより便利
で利用価値あり。

G.芳村バスターミナル
（芳村客運站）
茘湾区花地大道中51号　 (86)20-8150-5555
http://www.fangcunbus.com/
佛山、順徳へのアクセス便利。

H.滘口バスターミナル
（滘口汽車站）
茘湾区芳村大道西533号　 (86)20-8154-6602
http://jkstation.gzzc.com.cn/
佛山、順徳へのアクセス便利。

I.羅冲圍バスターミナル
（羅冲圍汽車客運站）
茘湾区増槎路251-255号　 (86)20-8198-2052
http://www.lcwbus.com.cn/
日本人がよく利用するエリアから離れている。ここに到着した時に慌
てないよう、その存在だけは覚えておきたい。

J.広園バスターミナル
（広園客運站）
白雲区広園中路283号　 (86)20-8637-6666
http://www.gykyz.com/
深圳各地からのバスはここに到着することが多い。

K.海珠バスターミナル
（海珠客運站）
海珠区南州路182号　 (86)20-8401-3301
http://hzstation.gzzc.com.cn/
珠海など南に向かう際に便利。

L.番禺バスターミナル
（番禺客運站）
番禺区清河東路　 (86)20-3456-3300
http://www.pykyz.com.cn/
番禺から出発する場合はまずここを調べてみて。

－広州 バスターミナル案内－
　中国の長距離移動は飛行機が基本、高速鉄道も増えたが、広西（最終目的地としてのベトナ
ム）や福建方面へ、また広州郊外の温泉リゾートや山登りに長距離バスが必要になることがあ
るかもしれない。広州ではたくさんのターミナルがある。アクセス詳細と路線時刻表はオフィ
シャルサイトからチェック。

広州東站
天河客運站

体育西路公園前

南洲

三元里

客村

番禺広場

万勝圍

西朗

広州火車站

坑口 八号線八号線

一号線一号線 三
号
線

三
号
線

二
号
線

二
号
線

J
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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

広東



香港

香港
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