
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！

会社一筋、燃え尽きに注意
ドラッカーが指摘 （3月30日）

巨人サムスン「シリコンバレー」
でぶつかった壁 （3月31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 3月29日～4月4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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　日本のヴィジュアル系バンドによる公演が香港でも数多く開催され
ている中、注目すべきバンドが香港公演の詳細を公開した。5月16日、
モンコック（旺角）のマクファーソン体育館に、一夜限りのライブのため
人気バンド「SID（シド）」が香港初上陸するのだ！
　2003年にボーカル・マオを中心に結成された同バンドは、その完成
度の高さからすぐに人気爆発、ビジュアル系ファンに限らず日本の音楽
ファンなら彼らの名前を一度は耳にしたことがあるというほどのバンド
にまで成長した。2008年のメジャーデビュー後は、「黒執事」や「鋼の錬
金術師」など人気アニメに楽曲提供したことや、CMソングのタイアップ
によりファン層がさらに拡大。東京ドームでの公演や日本武道館での主
催イベントも果たし、その人気を不動のものにした。ボーカルの透明感
ある美声が最大の魅力かもしれないが、作曲は楽器陣がそれぞれ担当
しているため曲が多彩であることも支持を得ている理由だ。

　2012年の台湾での初海外公演以降、「香港でも！」という多くのファン
からの要望を受け、ついに待望の来港を果たす！彼らの高度なパフォー
マンスを、ビジュアル系ファンだけでなく一般の音楽ファンにもぜひ味
わっていただきたい。

香港にもヴィジュアル系ブーム到来！？
人気バンド・シド香港公演開催　SID TOUR 2014 OUTSIDER

SID TOUR 2014 OUTSIDER
チケット好評発売中！
場所：MacPherson Stadium, 38 Nelson St., Mongkok
日時：5月16日　20:00～
チケット：HKD690、HKD490、HKD290

至高のグランドピアノと黒鍵に隠された秘密とは
音楽サスペンス「Grand Piano」
　ある出来事をきっかけにステージ恐怖症になってしまった天才ピアニ
スト・トムは、妻に背中を押され5年ぶりにステージに立った。恩師の追
悼コンサートでトムに用意されていたのは、遺品である至高のグランド
ピアノ、ベーゼンドルファー「インペリアル」。コンサートが始まり、譜面を
見ると「一音でも間違えるとお前を殺す」という謎のメッセージが書か
れ、姿の見えないスナイパーの銃口が自分に向いている事に気づく。果
たしてトムが向き合ういわくつきのグランドピアノと旋律には、どんな秘
密が隠されているのか。またトムは、究極の難曲を演奏しきることがで
きるのか。
　命を狙われたステージ恐怖症の天才ピアニスト・トムに扮するのは

「ロード･オブ･ザ･リング」シリーズのフロド役で世界中を魅了したイラ
イジャ・ウッド。監督を務めたのは、劇中に鳴り響く重厚なオリジナル曲

「ラ・シンケッテ」を手がけたエウヘニオ・ミラ。さらに、構造がユニークな
名器ピアノ「インペリアル」を題材にした設定も見逃せない。このピアノ

に隠された意外なミステリーが、登場人物の命運を決める物語のキー
ポイントになっている。
　予測不可能なストーリー、ダイナミックなカメラワーク、そして曰くつ
きのグランドピアノと旋律に隠された謎が渾然一体となった映像世界
は、観る者に極上のスリルを体感させてくれる。

Grand Piano
4月24日上映
監督  エウヘニオ・ミラ
出演  イライジャ・ウッド、ジョン・キューザック、ケリー・ビシェ

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibition

Exhibition

少年とバラ、ヘビと象
　1943年に出版され、時代を越える小説「星の王子さま」。Sino　Artを始め、複数の芸術
団体等の共催で、5月2日からオリンピアン・シティーで1ヶ月間に同作品の大型展覧会
を行う。
　270種類を越える言語に翻訳され、世界中では既に4億人がこの作品を読んだほど愛
されている同作。「大切なものは、目に見えない」を始めとした本作の言葉は、生命とは、
愛とはといった人生の重要な問題に答え、児童文学の体裁に限らず、大人が読んでも
ほっとして感動する1冊だ。今回の展覧会は作者のアントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリ
の紹介から、作品の写本、アートや文化の活動も取り入れる予定。あなたもその泣かさ
れたことのある4億人の中の1人なら、ぜひ足を運んでみよう。

星の王子さま
展覧会開催

5月2日～6月2日

進化したキヤノンのカメラで世界を観る
　キヤノンから飛躍的に機能が進化したデジタルカメラが登場。
PowerShot G1X Mark II、N100、そしてD30コンパクトデジタルカメラは、
その小さなボディーからは想像できないほど機能満載。一眼レフカメラ
にも劣らない高画質、高品質性能で、画像を最大限に表現可能。「撮る」

「見る」「共有する」といった様々なプロセスや場面を楽しめる。

キヤノン
新カメラ発表

発売中

www.canon.com.hk

Central Atrium, G/F., Olympian City 2
10:00～22:00
(852)2740-4108
入場無料

百匹を越えるウサギ陣？！
　ナチュラルで大人可愛いウサギキャラクター「ルシュクル」が初来港！
今回は生誕10周年をき記念に、クワイフォン（葵芳）のメトロプラザで期

間限定展覧会を開催している。
テーマの「甘いエデンの園」で
待っているのは、100種類以上
の行ったポーズのルシュクル
と、先行発売で盛りだくさんの
新しいグッズたちだ。

うさぎのルシュクル
10周年展覧会

5月6日まで

青葉市子
初の海外ツアー

4月27日

透明感あふれる美声パフォーマンス
　シンガーソングライター青葉市子。17歳でクラシックギターを始め、
2010年、19歳で1stアルバム「剃刀乙女」でデビュー。フジロックやサマ

ソニといった大きなイベントに参
加するなど、積極的にライブ活動
を続けてきた。そんな彼女が、自身
初となる海外ツアーを開催。台湾
に続き、ここ香港でもその美声を
聞かせてくれる。 

Unit 2-20, Level 12, MegaBox, 
38 Wang Chiu Rd., Kowloon Bay
20:00～22:00
ichikoaoba.ticketflap.com
前売　HKD230、当日　HKD280

Metroplaza, 223 Hing Fong Rd., Kwai Fong
11:00～22:00

Starbucks Reserve
新たなコーヒーを提供

5月30日まで

厳選された絶品コーヒー
　スターバックスが厳選の絶品コーヒーを限定提供している。メキシコ
産「フィンカ・ヌエボ」、イエガチョフ産「サンドライド・エチオピア」。それ
ぞれ独特な香りがしており、細緻な味わいでコーヒー愛好者から初心者

までも虜にさせるだろう。
セ ン ト ラ ル ( 中 環 ) の
Alexandra　House店で5月
30日まで限定発売。

Shop 201, 2/F, Alexandra House, Central 
(852)2526-1839
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日本の増税について

ワイズコンサルティング国際会計グループ
香港事務所
住所：15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd., Central
電話：(852)2851-8700
深圳事務所
住所：深圳市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室
電話：(86)755-8831-6995

ビジネスマン必見！
華南エリアお役立ち情報

6 今回のテーマ

東京事務所創立40周年記念出版本「相続税の基礎知識」を無料配布中
税理士・会計士・弁護士による無料相談セミナー実施中
お気軽にお問合せください！

日本国税理士・行政書士
山本圭一郎

日本国税理士・行政書士
山本圭一郎

日本では消費税が8%に上がりました。今回は、現段階で決まっている日本の増税に関するポイントを
整理してみます。

上場株の配当・譲渡益の軽減税率廃止
日本の上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る軽減税率10%は、2013年12月31日をもって
廃止されました。2014年1月1日からは20%の税率になります。

ここで、配当所得等については、日本の所得税申告漏れ事例をご紹介いたします（図1【事例1】富裕
層・海外取引関係参照）。
外資系企業X社に勤務するA氏は、X社の親会社である海外のY社株式を保有していました。A氏は、
そのY社株式の配当金の入金口座を以前は日本国内の銀行口座にしていましたが、海外の銀行口
座に変更しました。A氏は、それ以降日本での申告は自分の給与分だけとし、配当金の申告はして
いませんでした。これに対し、同様にY社株式を保有するX社の同僚は、Y社株式による配当所得を
申告していたため、A氏が所得をごまかしていると想定した日本の税務当局が税務調査を行いまし
た。
税務調査結果：所得税（7年分）申告漏れ所得金額＝約1億9千万円、追徴課税＝約1億円

 

 消費税率の引上げ
消費税は、2014年4月1日から税率が8％に引き上げられました。2015年10月1日からは税率が
10％に引き上げられる予定です。ただし、これについては、政府が増税予定時期の約半年前に経済
情勢を見極めて最終的に実施を判断するとされています。

ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算廃止
ゴルフ会員権の譲渡に際して発生した譲渡損失は、他の所得と損益通算（例えば、赤字と黒字の相
殺）することができましたが、2014年4月より損益通算が廃止されます。損益通算できるのは、今年
の3月末までのゴルフ会員権の譲渡のみとなります。

相続税・個人所得税
2015年1月より相続税の基礎控除額が現行の6割に減額され、最高税率が50%から55%に引き上
げられます。また、個人の所得税についても、最高税率が40%から45%に引き上げられます。

軽自動車税
2015年4月以降に購入する新車の軽自動車に対して、軽自動車税を年額7,200円から年額10,800円
の1.5倍に上がります。
 
給与所得控除の見直し
給与所得控除の上限については、2016年1月より年収1,200万円超の会社員の給与所得控除を230
万円に縮小します。2017年1月より年収1,000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小し
ます。

現段階で決まっている増税スケジュールを【図2】にまとめましたので、ご参照ください。

図1「事例1」富裕層・海外取引関係
〈日本国内〉

勤務

給与 配当金

親会社Y株式保有
〈海外〉

企業X

入金口座 入金口座

海外滞在時及び
クレジットカードの
決済に利用

会社員A

親会社Y
(タックスヘイブン国)

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

上場株の配当・譲渡益の軽減税率の廃止（10%→20%）
消費税率の引上げ（5%→8%）
ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の廃止
相続税の基礎控除を現行の6割に縮小
相続税の最高税率を5%引上げ（55%に）
所得税の最高税率を5%引上げ（45%に）
軽自動車税（新車）の引上げ
消費税率の引上げ（8%→10%）
年収1,200万円超の会社員の給与所得控除を230万円に縮小

年収1,000万円超の会社員の給与所得控除を220万円に縮小

1月
4月

1月

4月
10月

1月

1月

【図2】現在決まっている主な増税項目のスケジュール

06 Pocket Page Weekly 18 April 2014 No. 431
B

ビジネス（香港・広東共通）
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　毎日ITサービスの仕事で広東省を忙しく走り回ってい
る著者です。普段でしたらタイトルにあるとおり、ビジネ
スにおけるソリューションを提案するのがこのコラムの
趣旨ですが、今回はITのメリットを個人的な生活の中で
活かすことに焦点を当て、冒頭にある「電子書籍」につい
て紹介します。海外で生活していると日本の書籍が恋し
くなりますね。たまに日本語書籍店に行く方も多くいる
と思いますが、それでもお目当ての書籍を入手するのは
簡単ではありません。そこで今回このコラム読者の皆
さんにオススメしたいのが電子書籍。既に活用している
方も多いと思いますが、まだ始めていない方は下記を
参考にしてください。
　電子書籍とは、読んで字のごとく書籍の内容をデータ
化させて携帯型の電子機器上で表示し読めるようにし
たものです。つまり、電子書籍を販売しているサイト上で
購入し、あとはダウンロードするだけという手軽さで、場
所を問わず海外でもお好きな書籍を入手できるという
ことです。お使いのスマートフォンやタブレット端末（PC
を含む）でこれらの書籍を読むことができます。始める
のはとても簡単です。基本的に以下の手順で導入できま
す。①電子書籍のサイトで欲しい書籍を購入。②電子書
籍のサイト上でユーザー登録。③電子書籍を読むため
のソフトをスマホやPC上にダウンロード＆インストー
ル。④自分が購入した電子書籍をダウンロードし、ソフト
上で閲覧。
　電子書籍のジャンルも最近ではかなり充実してきて
おり、多種多様です。週刊誌、月刊誌、雑誌、コミック、一
般書籍など、基本的に本屋に置いてあるものは全てダ

ウンロード購入が可能。その上、電子書籍は全てデータ
形式ですので、海外生活する上で荷物を増やさずに手
持ちの本を増やせますのでとても便利。電子書籍での
読書に慣れることができれば、従来のように遠方の日本
語書籍取扱店に足を運んだり、一時帰国の際に大量に
本を買い込む必要もありません。電子書籍を取り扱って
いる代表的なサイトはAmazonだと思いますが、今のと
ころ日本国外での日本語書籍購読に制限を設けているら
しく、思うように全ての書籍を読める状態ではないようで
す。そこで、海外に駐在している方の間では
「eBookJapan」「BookLive」、「紀伊国屋」のサイトが利用し
易いのではないでしょうか。ちなみに著者は
「eBookJapan」をメインに使っています。特にNewsweek
誌などの週刊で発行されるニュース系の雑誌は、電子書
籍を活用することで発売時に購入できますのでとても重
宝しています。
　日本国内でベストセラーになるような小説やビジネ
ス書等は基本的に電子書籍版も併売されますので、と
ても便利です。電子書籍の利点は何よりも携帯性にあり
ます。一台のタブレットPCやスマホ端末に何百冊分の
データを保管することができますので、外出時に重たい
本を持ち歩く必要がなくなります。あとは上記でも述べ
ましたが、場所を選ばずどこからでもダウンロードがで
きますので、海外生活をしている方には特に便利です。
3度の飯より読書が好き、という方は今すぐお試しあれ。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【電子書籍で読書のススメ！】

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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日本経済新聞国際版は電子版で読まれているのですね。
　通勤時にスマートフォンで電子版を読んでいます。電子版は見出
しがまとまっていて読みやすいので、１時間の通勤中である程度は
目を通すことができますね。まずは見出しを一通りチェックして全
体を把握して気になる記事を選びます。同業他社の情報も素早く得
ることができ、気になった記事を気軽に保存できる所が電子版の便
利なところですね。ふっとした時に思い返すのにすぐに取り出せま
すからね。
　今まではお客様の情報をスクラップしスキャンしたり手帳にメモと
して残し、訪問前に読み返して情報整理していました。しかしお客様
も多く容量や手帳のスペースにも限界が有りますので、電子版で保
存しておけばどこでも短時間に見ることができます。先日も日本出張
の際にうっかりファイルを忘れてしまったのですが、お客様の決算
データの記事を保存してあったので打ち合わせもスムースに進める
ことができました。そのお客様と日経新聞電子版の保存機能で盛り
上がりましたね。あとはプッシュ機能で速報がわかるので話題作りに
役立っています。
　日本経済新聞国際版は会社で購読しているので、ほかの社員や
出張者が来た時に読まれています。

どのような記事をチェックされていますか？
　やはり業務の関係から中国の政治経済関連の記事を中心に読ん
でいます。深圳に自社工場があり日本や海外からの原料を香港経由
で輸入し、自動車や電子機械の部品を製造して中国の日系メーカー
に販売しています。中国本土の現地企業向けへコピー機やレーザー
プリンターに使われる特殊部品などを上海の現地法人を通じて販
売しています。香港支社は中国各拠点の統括としての役割を担って
おり、自動車関連など日系製造メーカーの中国本土進出の記事は特
に気になります。今後の取引相手になる可能性がありますから動向
は常にチェックしています。
　これから伸びる可能性がある業界やトレンドにもアンテナを張っ
ています。台北赴任時代にちょうど現地ではコンパクトディスクの生
産が伸びていく時期にあたり現地メーカーに部材の供給をしまし
た。この経験もあり日経新聞で市場のニーズなどのチェックは欠か
せませんね。
　仕事に関わらないところですと「私の履歴書」が好きなコーナーの
ひとつです。若い頃はあまり気にしてきませんでしたが、歳を取って
きたせいか(笑)経済人やスポーツ選手の生い立ちに興味を持つよ

うになってきました。人に歴史ありではないですけど、これまでの自
分の生き方と照らし合わせています。

日本経済新聞国際版を読むことのメリットは何ですか？
　政治経済に関する一般知識を得るのに日経新聞は最適で、日本
やほかの地域の動向など幅広く網羅されており日ごろの勉強材料と
して活用しています。今はインターネットが普及して様々なニュース
をチェックできるが、政治経済や業界の情報を細かくチェックするに
はやはり新聞ですね。
　以前に中国に支社や工場を置く一部の日系企業の引き揚げや他
地域への移転があるのではないかという記事を目にしたこともあり
ましたが、わたくしたちは引き続き中国市場を重要視して華北・華西
地区にも今後進出していく予定です。中国や東南アジア圏の役割は
ますます大きくなっていくと思います。
　また、香港の金融政策情報もいち早く入手できるメリットがありま
すので日経新聞の情報と合わせて本社と情報共有をしています。

日本に暮らす娘さんたちとのコミュニケーションツールにも
なっているんですね。
　大学生の娘がいますので「教育」に関する記事は外せませんね。
娘たちにどういった教育を受けさせるべきか、これから彼女たちが
人生を歩んでいく上でのアドバイスになるような記事を見つけたら
日本にいる彼女たちに教えています。昔も今も変わりませんが、若者
はあまり外に出たがらない傾向がありますね。競争はもはや日本人
同士だけでなく海外の人たちとやっていかないといけない。日本に
もどんどん海外から人が入ってきていますからね。これからのグロー
バル社会に向けて彼女たちにも海外に目を向けて幅広い視野を
持っていってほしいですね。

電子版を活用！
気になる記事は素早く保存

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

1986年日邦産業入社。海外展開を予定していた当時
の日邦産業で、一番最初の海外駐在員になるべく入
社。当初の希望通り国際事業開発部に配属され、入社
2年目には台北支店立ち上げに携わり初代支店長に。
帰国後、再び台北支店へ出向し上海勤務を経て5年前
に来港。「香港人はビジネスに対する考え方が日本人
に近い。レベルも高いですね。香港という街の特色か
ら様々な人種に接しているせいか考え方がスマートで
す。一緒に仕事をしていて刺激を受けています」と語
る。小中学生時代は父親の仕事の都合から台湾で過ご
し、中国語は堪能。週末は趣味のテニスを楽しんでい
る。24歳と21歳の娘さんの父親。

日邦産業(香港)有限公司 
マネージングディレクター
向井 創さん

香港で活躍する日系企業の人たちに、不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞国際版」。
今回は、日邦産業(香港)有限公司 マネージングディレクターの向井創さんに、

ニュースを仕事や生活に活かす読み方のポイントを伺った。

日邦産業（香港）有限公司
Suite 1113, 11/F., Ocean Centre, Harbour City, 
5 Canton Rd., TST
ウェブ：www.nip.co.jp
電話：(852)2367-7350
ファクス：(852)2367-2117

日邦産業（香港）有限公司は1996年日本の日邦産業
（株）100％子会社として設立され、2000年に加工工
場を深圳に設立。主に華南地区に進出している日系
OA企業向けに特殊部品を納入し、中華圏から東南
アジアへ電子部材の輸出も手掛けている。

イノベーションを創り出す、
テクニカルイノベーターへ

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

香港＆広東

読まれた記事ランキング
3月29日～4月4日

　今回、最も読まれたのがサムスンのシリコンバレー進出を巡る記事。IT 業界の巨人といえども、
その企業風土や中国マネーの台頭が思わぬ壁になっていると指摘しています。ほかにも4 位の

「イオンが格安スマホ」、6 位のヤフーなど通信関連の記事が注目を集めました。4 月1日には理
研がSTAP細胞論文に不正があったと発表。読者の関心も高く、複数の記事がランクインしました。
3 月29日～４月４日に読まれた記事を紹介します。

巨人サムスン　「シリコンバレー」でぶつかった壁 （3月31日）

会社一筋、燃え尽きに注意　ドラッカーが指摘 （3月30日）

（3）限界超える地方公務員の給与削減がもたらしたもの （4月1日）
 
（4）イオンが格安スマホ　端末・回線、月2980円 （3月30日）
 
（5）配偶者控除見直し議論　「世帯課税」浮上の怪しさ （4月3日）
 
（6）「またか」ヤフーに少数株主からの疑問 （4月2日）
 
（7）圧迫面接がなくならないワケ　企業の事情と対策 （4月2日）
 
（8）中国、借金して投資する経済は続かない(FT) （4月3日）
 
（9）小保方氏「とても承服できない」　理研に不服申し立てへ （4月1日）
 
（10）サウジが石油を輸入する日　日本勢、代替エネに商機 （4月1日）
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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

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
深圳

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

広州 RMB20K
～30K

営業業務全般。営業及び営業管理の経験者
（業界不問）IT技術系の方で技術営業をやって
いただける方。北京語できれば尚可。

テンプスタッフ
深圳

生産管理・品質管理・
購買/専門商社・総合商社 東莞 RMB15K

マーチャンダイザー。雑貨業界経験者の方優遇。
業界経験無くてもバイタリティーのある方。
北京語もしくは英語日常会話レベル以上。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 テンプスタッフ

香港25K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。

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

香港/香港島 テンプスタッフ
香港20K～23K

ファッションブランドのオンラインサポート
業務およびチームマネジメント。英語日常会話
レベル。要シフト勤務。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 16K～18K物流のカスタマーサービス業務。業界経験不問。
北京語日常会話レベル以上。

テンプスタッフ
香港

クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 18K～25K
携帯ケースをメインとしたグラフィックデザ
イン業務。関連経験お持ちの方。英語日常会話
レベル以上。

香港/九龍 20K～25K 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

ERPパッケージ、IT関連保守サービスの販売。

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
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 RMB25K

～30K
設計士（自動化設備）。自動化設備の設計経験。
北京語できれば尚可。

キングスウェイ

キングスウェイ

その他/金融・保険 ～25K香港/香港島

3年以上の金融業界での経験もしくは翻訳経験。
英文株式レポートの日本語訳、日本語プレゼン
資料の英訳。パートタイム応相談。ビジネスレベ
ル以上の英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～25Ｋ香港/九龍

営業経験。パッケージ関連の日系既存顧客
フォローアップ（受発注業務全般）、価格交渉、
仕様書確認、検品、納期管理など。ビジネスレ
ベルの英語。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 ～25K香港/九龍

実装技術経験者歓迎。プリント基板の受発注
フォロー、生産管理・出荷調整と管理、各種レ
ポート作成。華南地区への出張。コミュニケー
ションレベルの中国語。

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 ～20K
3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務、カス
タマーサービス。金融商品購入に伴う事務処理。
データ入力。ビジネスレベル以上の英語。

テンプスタッフ
広州

サービス系/
旅行・レジャー・観光 RMB12K広州 日系企業・現地企業に対して営業。日系企業で

の営業経験、北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム RMB23K広州

営業部全体の管理、大型顧客との折衝、営業部
員への教育。IT業界での営業経験5年以上、
北京語ビジネスレベル必須。

キングスウェイ

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

～20K香港/香港島

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 ～20K

営業事務等経験2年以上。保険及び金融関連で
の経験者優遇。銀行口座開設や保険会社セミ
ナーのアテンド、セミナー準備、営業サポート。
ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 ～28K

日本人マネジャーのアシスタント業務、
資 料 作 成 、そ の 他 依 頼 業 務 な ど 。
Word/Excel/Power Point得意な方尚可。
ビジネスレベル英語（北京語尚可） 

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～26Ｋ
3年以上の物流、倉庫業界経験者尚可。顧客
窓口業務、配送管理、社内他部署との調整業務。
コミュニケーションレベルの英語、中国語。

香港/九龍
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香港 香港＆広東

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

香港

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

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 ～25K
金融関連企業にてカスタマーサービス職を中心
としてバックオフィス業務。何かしらの金融関連
業務に従事していた方を募集。

JAC 香港営業・販売系/物流・倉庫 ～25K香港/香港島
物流企業にて新規開拓・既存顧客フォローの
営業職。英語ビジネスレベル。シッピング経験
3年以上。

JAC 香港

技術系（IT・通信）/
メーカー（化粧品・医薬品） ～25K程度

香港/香港島

自社サーバー及びWEBサーバーの管理、運営、
メンテナンス。自社プログラムの開発とメンテ
ナンス。自社PC、周辺機器の管理と設定。当該
業務経験者。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

～20K会計事務所にてコーディネーター職。中国語
がビジネスレベルの方。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 応相談

大手投資銀行での日本株決済のスタッフ、及び
マネジャーレベル募集。スタッフレベルは日
本株取り扱い経験があれば決済経験は不問。
営業、トレーディング経験者も応募可能。

香港/香港島 応相談 JAC 香港

外資系投資銀行のコーポレートファイナンス
（Associate~VP level）、案件増加に伴い
日本マーケット向けオリジネーション、エグゼ
キューションを経験に応じて対応。

JAC 香港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30K～40K香港/香港島

大手金融機関のクレジットアナリスト、及び
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。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K

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。

香港/九龍

香港/九龍

～45K

服飾生地、ニット、および完成品の生産管理、
もしくは営業経験者。マネジメント経験尚可。
営業プレゼン、生産管理全般。アセアン諸国へ
の出張。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。

専門職/金融・
保険・投資顧問

サービス系/外食・フード

～35K香港/香港島 会計事務所にて会計業務。公認会計士資格
をお持ちの方。英語ビジネスレベル。

会計経理・経営管理/
コンサルタント

専門職/金融・
保険・投資顧問

キングスウェイ
生産管理・品質管理・
購買/メーカー（食品・
日用品・アパレル）

JAC 香港

技術系（IT・通信）/
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

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程度日系物流企業でのカスタマーサポート職。顧客
からの問い合わせ対応。出荷コーディネート。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K（応相談）

日系企業をメイン対象とした医療・保険サービ
スのフォロー営業。月に1・2回の華南地域へ
の日帰り出張有。 1)1～2年の営業経験　2)
ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 18K～22K香港/九龍

日本本社と頻繁にやりとりをしながらホテルや
チケット手配など日本からの出張者へのきめ
細やかな対応業務など。 1)3年以上のバック
オフィス業務経験　2)コミュニケーションレ
ベルの英語ならびに広東語

JAC 香港香港

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

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） 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

専門職/コンサルタント 北京・上海 JAC 香港応相談監査法人での就業経験者（内部統制・税務・
FAS・M＆A・コンサルティング等）。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

～30K香港/九龍
秘書経験必須＋PC操作得意な方。代表の秘書
業務全般（会議設定、日程管理、資料作成）、
電話・接客対応｡ビジネスレベルの英語。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港＆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

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
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 25K～35K大手日系通信にての営業職。IT経験者優遇。
営業経験ある方歓迎。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K～30K

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/物流・倉庫 香港/九龍 インテリジェンス
香港応相談

日系法人顧客向けに国際物流パッケージの営業
業務。主にフォローアップ。週に1回程度の華南
地域への出張あり。　1)物流業界での営業経験
2)コミュニケーションレベルの普通話　

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K（応相談）

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

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/新界 応相談

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

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 RMB12K～自動化機械の技術サポート業務。FAメーカー

での営業技術・技術職経験者。普通話者歓迎。

深圳 ～RMB25K インテリジェンス
深圳専門職/物流・倉庫 倉庫管理・顧客対応業務。 1)物流経験10年

以上　2)ビジネスレベルの普通話

インテリジェンス
広州

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 広州 RMB12K

～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業務。1)自動車業界営業、
特に内装関連営業経験者　2)コミュニケー
ションレベルの英語（読み書き）

インテリジェンス
広州

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 広州 RMB25K

既存顧客フォロー、日本本社とのやり取り、
中国人営業社員との同行・教育業務。 1)でき
れば5年以上の製造業営業経験者　2)ビジネ
スレベルの普通話

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/商社 25K香港/九龍
大手日系電子部品商社にての営業職。日系企業
を担当し、既存顧客のフォロー。中国大陸への
出張有、北京語スピーカー。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 25K～35K香港/九龍

スタッフのマネジメント及びサポート、日本本社、
海外支店との連携及び業者との打ち合わせ、
折衝業務。ホームページ、ブックレット、チラシ
製作に関連する打ち合わせ、連絡業務。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

日系半導体商社にての営業職。中国内のお客様
をハンドルする為、中国への出張が多い。北京語
スピーカー。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 25K～35K
飲食業界にコネクションを持っている方を
募集。対法人営業経験必須。英語ビジネス
レベル必要。

RGF 香港金融/金融・保険 20K～25K香港/香港島

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス職。
在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設サ
ポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ対応。
入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

RGF 香港金融/金融・保険 25K～40K香港/香港島
日系銀行でのマネジャー職。金融リサーチ、金融
規制調査。東アジアの経済情報、金融情報をま
とめ、レポーティング。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

23K～28K香港/香港島

大手外資系コーポレートサービス企業にて、
日系企業担当窓口を募集。営業お問い合わせに
対し、案件のヒアリング、フィードバック。内部の
プロフェッショナル、会計士、監査とのコミュニ
ケーション。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/香港島 30K～35K

大手保険ブローカーにての社内SEポジション。
各拠点と連携し、新統一システムの導入。SE
経験者歓迎。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/九龍 30K～35K

大手信託銀行にてのITマネジャーを募集。各
海外支店との会議、システム統合、プロジェク
トの遂行。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・
電気・電子）

25K大手日系電機メーカーにての秘書業務案件。
配偶者ビザの方歓迎。英語が堪能な方歓迎。香港/九龍
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深圳

香港&深圳

広東 上海

香港

香港

　昨年11月、香港政府観光局
の2014年宣伝大使に任命され
た、日本人気ユニットのEXILE
が香港にやってきた！3人の
メンバー、Makidai、Akiraと
Takahiroが代表として、香港な
らではのグルメ、文化やエン
ターテインメントなど、さらに
多くの日本人にこの土地の魅
力を紹介してくれる。
　彼らは今回初めての火鍋を試したほかに、ミシュラン星のレストラン「添好運」のシェ
フから2つの点心――春巻きと焼売（シュウマイ）の作り方を勉強した。燕の巣を食べて
みたTakahiroは「コラーゲンをいっぱい吸収したせいか肌の調子がよくなった気がす
る」と、現場の人々の笑いを誘った。今後はミシュランレストラン、香港名作映画のロケ地

と、香港で最も人気のあるナイト
ライフスポットを彼らが紹介して
くれる。日本の友人が旅行で香港
へ来るとき、アテンドのヒントに
なりそうだ！

EXILEが来港！

Hong Kong Tourism Board　香港政府観光局
ウェブ：www.discoverhongkong.com/jp/index.jsp

日本人向けの観光PRイベント
「MY TIME FOR HONG KONG」

香港の夜景が描かれた絵をプレゼントされたメンバーたち香港の夜景が描かれた絵をプレゼントされたメンバーたち香港の夜景が描かれた絵をプレゼントされたメンバーたち香港の夜景が描かれた絵をプレゼントされたメンバーたち

点心作り大成功！

初めての火鍋を楽しんだMakidaiとAkira



香港

香港香港

香港

 『企業は人なり』あなたはこんな言葉を聞いたことはありませんか。企業を

生かすも殺すもすべて人、人事にあると言っても過言ではないでしょう。あ

なたがいつか社長になった時、人事について大きな権限を持ったとしま

す。あなたは自分の言うことをよく聞く気心が知れた人間を重用しようと考

えるかもしれません。でも、それはちょっと待ってください。自分の意思が伝

わりやすいからと言って下の人間が納得できないような人事を断行してし

まうと必ず全体の士気に影響が出てきます。多少自分とは馬が合わなくて

も、正直で一途な人間を人の上に立たせてください。ただ、ここで一番大切

なのはあなた自身が曲がっていないかということです。あなたという社長

が曲がった考えを持っているようでは、その下の人間は嫌気がさして仕事

を真面目にしなくなる者も出て来るでしょう。企業のトップである社長が曲

がった考えの持ち主ではいけないのです。またそんな考えで得たポストで

あれば長続きもしないでしょう。人の上に立てる者はどんなところでも胸を

張って歩くことができる人です。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

哀
公
問
う
て
曰
わ
く
、

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

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

現代中国語訳
哀公问：“怎么做人民才会服从？”
孔子说：“选用好人罢免坏人，人民就服从；
任用坏人，罢免好人，人民就不会服从”

日本語現代語訳
哀公問うて曰わく、何を為さば則ち民服せん。
孔子対(こた)えて曰わく、直(ただし)きを挙げて諸(こ)れを
枉(まが)れるに錯(お)けば則ち民服す。
枉れるを挙げて諸れを直きに錯けば則ち民服ぜず。

【原 文】
 哀公問曰、何爲則民服、孔子對曰、擧直錯諸枉、則民服、擧枉錯諸直、則民不服。

人事は気ィつけや。なんぼ仕事でけるから言うて
曲がってる人間上にしたらあかん。

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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香港クラシファイド

～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(852)9346-4743（大人）
ヘレン(852)6189-3941（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）
④金曜日夜間クラス：2014年5月9日～6
月13日 18:00-20:15 (週1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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バスケやりたい子集まれ！部員募集
小4から中2までを対象にしたバスケクラ
ブJSBBCでは、新入部員を募集していま
す。練習は、土曜日の午前9時半～12時半、
場所は日本人学校中学部の体育館です。
参加希望の方は、電話(852)9086-9180、
もしくはメールjsbbchk@gmail.com
（担当：佐野）までお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺
角）で練習しています。
お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東京姉妹店　日本料理店とん勝   料理人募集！
日本料理または寿司職人として2年以上
の経験が必須。料理作り、メニュー開発
等担当、給与2万ドル～。日本人マネ
ジャーと日本語堪能のスタッフがいます
ので、広東語が分からなくても安心して
勤務できます。店は尖沙咀N2出口より徒
歩2分、便利。
電話:(852)3106-3308　 高江洲まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪県人会開催のお知らせ
6月6日（金）19:30から　大阪県人会の
食事会を開催！
私ども有志での開催は第一回目となり、
今後、不定期で食事会やボートパーティ
など開催予定です。大阪生まれの方、大
阪に住まわれていた方、楽しく食事しま
せんか？定員になり次第締め切らせて
頂きます、お早めに参加希望のご連絡
お待ちしております。 場所は参加者にご
連絡します。
osakakenjin@gmail.com　 （橋本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お譲りします
家財整理の為不要な物をお譲りします。
二胡、オイルヒーター、レンジ、アイロン、炊飯
器、湯沸し器、除湿機、整理タンス、食器類、
靴箱、ジノリのティーセット、リアドロ人形、
テーブル用調理器、変圧器、延長コード、衣
類（ブランド有り）、花瓶、雑貨、ウエッジウッ
ド白い皿、キッチン用品、犬猫用品、その他。
多くのものは無料ですが、一部有料でご
相談させて下さい。
お気軽に問い合わせ下さい。
連絡先：(852)2881-8415　石田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

探しています
犬（小型犬）猫用のケージ(輸送用)で不
要な物がある方は是非ご連絡お待ちし
ています。　
連絡先：(852)2881-8415　石田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調理師さん欠員で困られてる方に朗報
ZETSインターナショナルでは、調理師
さん不足で悩まれているレストランオー
ナー様のご相談をお受けしております。 
日本語でお問い合わせください。 
電話：(852)9225-8287　原

メンバー募集

求人

クラス

その他

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。）

イベント告知

－市進学院香港教室の授業の特徴を教えてください。

　それぞれの生徒に合わせた「自分だけのカリキュラム」で学習を進めていきます。
　香港では、通う学校によって様々なニーズ・状況が発生するので、個々に「自分だけの学習スケ
ジュール」を作成しています。
　例えば、ある生徒は映像授業で中学歴史を総復習し、またある生徒はテキストを使って苦手単元

の演習を徹底してこなします。各自の目標に合わせて、
先取り学習や総復習、反復演習など、そのときに最も必
要な学習をさせます。様々なニーズや状況の変化に対
応できることが、私たちの最大の特徴です。

－映像授業とはどんな授業ですか？

　集団授業、個別指導のそれぞれのデメリットを解決でき
るのが映像授業なんです。
　集団授業では思うように質問ができず、個別授業と言
えど繰り返し同じ質問を3回もできない、実はそんな悩
みが増えています。もちろん、集団授業には競争原理、
個別指導には個人のニーズに合った指導という大きな
メリットがあるのも事実です。しかし、海外という場所も
情報も限られた状況では、より効率よく学習させる環境
を整えるべきだと考えました。映像授業ならば必要な単
元を必要なときに学習できます。そして分かるところは
飛ばし、分からないところは繰り返し学ぶ。しっかり取捨
選択して「主体的に」学習できるので、ムリ・ムダ・ムラな
く効率よく学習できるのです。

－具体的にはどのように授業を進めていくのですか？

　映像授業、テキスト演習、そして個別指導を組み合わせる
ことで徹底的に学習の無駄をなくすことに成功しました。
　まずは映像授業で未習分野を理解してもらいます。ここは
生徒によって一番理解度に差が生じるところです。だからこ
そ、映像授業を活用して無駄をなくします。その後、個別にテ
キストを使っての演習を行いますが、ここでもつまずくところ
は生徒それぞれに異なります。そこで登場するのが私です。質問に答えたり、生徒自ら考えさせるた
めに、戻るべき映像箇所を指示したりします。そして、単元ごとに私がチェックして、その上で次の単
元へ進みます。

－学習指導において心がけていることは何ですか？

　子どもたちにいかに主体的に勉強させるかということを常々考えています。
　私たちは、ただ解答までのプロセスを教えるような指導はしません。どこで間違ってしまったのか、
どうしたら答えに自力で辿りつけるのかということを自ら考え、試行錯誤しながら対策を講じること
で、次のステップに進むことができるからです。その過程では本当に苦しむこともあるでしょう。その
ときは先生もとことん付き合います。「子どもたちが自ら考え判断できるようにサポートする」、それが
先生の役目だと思っています。

生徒のおもいを形にする教室を目指します

住所：1/F., Kornhill Garden, 
　　  18 Hong On St., Quarry Bay

市進学院香港教室
日本の首都圏を中心に展開する大手進学塾「市進学院」の香港教室を訪問。教室長の宮坂さんは日本
の子どもたちに学習指導をする傍ら、週末には香港の子どもたちに柔道を教えるという一面を持つ。そん
な宮坂さんに、市進学院の海外教室第1号となる香港教室の授業や指導の特徴について伺ってみた。

電話：(852)6647-7164
メール：hk.ichishin@gmail.com 

詳しくは市進学院香港教室で検索！

市進学院香港教室
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香港＆広東香港

　数多くのアンティークショップがあることで有名
なハリウッド・ロード（荷李活道）に「Liang Yi 博物
館」がオープンした。同館には、北京の故宮博物
館、台湾の国立歴史博物館、そしてロンドンのゴー

ルドスミス･ホールでの展覧会で展示品となった、香港が誇るアンティークのコレクションが常設
されている。香港初となる非営利の私設博物館として、約2万平方フィート（約560坪）のスペース
に数々の貴重な品が展示され、香港ならではの東西文化の融合が感じられる場所となっている。
　世界でも最大規模の明・清朝時代の中国アンティーク家具コレクションを有し、1980年代から
30年以上かけて収集された所蔵品は300点を超える。またこれらの展示品は定期的に入れ替え
られるという。花梨（カリンと呼ばれる高級木材の一種）や紫檀（シタン）で作られた貴重な品々
からは、現在は忘れられてしまった伝統的な家具作りを窺い知ることができる。
　中国家具以外にも、ヨーロッパの有名ブランドであるカルティエ、ブシュロン、ヴァンクリーフ&
アーペルなどによる装飾ケースやミノディエール（小さなパーティー用バッグ）のコレクションも
展示されている。宝石が散りばめられた精巧かつ熟練の職人技が光るこれらの品は、かつては
女性の夜の正装には必要不可欠だった。1880年代後半から1960年代に作られた400点余りの
収集品の中には、イギリスのマーガレット王女や、香港の有名人アニータ・ムイが所有していた
品も含まれている。
　また同館は、1960年代に建てられた4階建ての物件を改装して使用。建物の正面は白と黒のタ
イルで装飾されており、これは当時の典型的なスタイルとなっている。最近はオシャレな飲食店
の増加や家賃の高騰で昔の面影が薄れてきているハリウッド・ロードだが、この建物は輝かしい
過去を思い起こさせる建造物のひとつとなっている。
　館長のリン･ファングさんは「アンティークを斬新でインタラクティブな形で展示することによ
り、身近に感じ、過去への興味を持ってもらいたい。この希少な品々を地域や一般の人々に開放
するのに、ハリウッド･ロード以外に最適な場所はないと思っている。」と語る。
　貴重かつ美しい展示品を観賞しながら、古き良きハリウッド･ロードでの優雅なひと時を過ご
してみては。行かれる際は、予約をしておくのがベター。

Liang Yi Museum 
住所：181-199 Hollywood Rd., Sheung Wan
電話：(852)2806-8280
営業時間：火～土  10：00～18：00　月・日・祝 休館
ウェブ：www.liangyimuseum.com
入場料：HKD200

Liang Yi Museum
アンティークコレクションを身近にアンティークコレクションを身近に
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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., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

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
Rm. 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
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB

CEO property agency ltd TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd, Central

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

不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区 海岸城 東座225号

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

グランドプロムナード　嘉亨湾　Grand Promenade

（所在地） 九龍駅
（間取り） 3LDK　1163sq ft.
（室　内） 高層階、家具購入
（環　境） MTR九龍駅上のマンションで、空港へのアクセス等交通至便。
（備　考） バルコニー付き。高級ショッピングモール「エレメンツ」があり、

飲食店、ブティック、高級スーパー、アイススケートリンク、映画
館、ブティックなど店舗が多数そろっている。

（月　額） HKD40,000　管理費、税金込み

アイユニーク・グランド　譽・東　i-UniQ Grand

香港

ソレント  擎天半島　Sorrento

（所在地） サイワンホー（西湾河）駅
（間取り） 2LDK　595sq ft.
（室　内） 家電あり
（環　境） 天井が高く明るい部屋。日系スーパーJUSCOに近く、APITAがある
 タイクー（太古）のショッピングモールまで徒歩圏内。
 買い物や食事の他、スケートや映画鑑賞等も便利。
（備　考） 2014年新築、MTR駅すぐ。
（月　額） HKD20,000　管理費、税金込み

（所在地） サイワンホー（西湾河）駅
（間取り） 3LDK　922sq ft.
（室　内） 全家具家電あり
（環　境） 大型クラブハウス完備。MTR西湾河駅近接。日系スーパーAPITA
 徒歩10分弱。ジム、サウナ、プール、ボーリング場、ミニシアター
 キッズルーム、Spaなどのファシリティーが充実。
（備　考） ビクトリアハーバーを望む。ペット可。
（月　額） HKD33,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

TEL 香港 (852) 2836-0760
広州 (86) 20-3877-0041
TEL 香港 (852) 2836-0760
広州 (86) 20-3877-0041

ライフ（香港・広東共通）
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Marc Jacobs
レンクロフォード　チムサーチョイ店
住所：Canton Rd., TST
電話：(852)2113-0118

　日本にも多くのファンを持つニューヨーク発の
ファッションブランド｢マークジェイコブス（Marc 
Jacobs）｣が、2014年春夏コレクションを発表。春夏シーズンというとカラフルな色彩に軽
やかな素材が目立つ中、まるで秋冬シーズンかと思わせるような黒やボルドー、グリーン
といった濃い色の組み合わせをメインに、力強い個性とファッション性に溢れる。
　アーティスティック・ディレクターのマークジェイコブス氏（以下マーク氏）は「決まり
きった春夏のイメージとは異なったデザインや色の組み合わせ、それでいて見る者や身
につける人を魅了するデザインに仕上げている」と語る。そんな今期のコレクションの注
目はリラックス感の中に”サーファーの格好良さ”と”ヴィクトリア調のエレガントさ”という
2つの異なるテイストが融合した新しいボヘミアンスタイル。
　ヴィクトリア調のジャケットやパンツは、ムーディーなダークトーンで展開。サーファー
らしい熱帯的な雰囲気のハイビスカスがプリントされたアロハ柄のフラワーモチーフ
も、濃緑、黒、紺や茶色をメインにしたダークトーンを使用。襟や袖にはパフスリーブ、ハ
イネック、そしてメンズライクなジャケットに装飾されたタッセルがこれまでにない独自
の装いを作り出している。いくつものタッセルをあしらった、赤、紺色、緑のプルオーバー
やパーカーは、カジュアルなアイテムに、ボヘミアンな要素が見事にミックスされている。
また、足元はフリンジブーツやフラットシューズなど春夏に最適な履き心地の良い靴を
合せることで現代女性を表現している。デコラティブなロングドレスにもサンダルを合わ
たりと、その意外性もいたるところで発揮されている。
　｢僕にとって2014年春夏コレクションは自己表現そのもの。構築的なものではなく、装
飾的にすることで、あらゆる時代を表現した。想像の中で得た個性とスタイルが生きてい
る｣（マーク氏）という同コレクション。これからのシーズンのコーディネートに組み合わ
せると、意外性も加わりユニークでお洒落なスタイルに仕上がるのでは。

ニューヨーク発の2014年春夏コレクション
ヴィクトリア調がサーファーに出会う
ニューヨーク発の2014年春夏コレクション
ヴィクトリア調がサーファーに出会う
［ Marc Jacobs ］

レンクロフォード　セントラル店
住所：Podium Level 3, IFC Mall, 
           8 Finance St., Central
電話：(852)2118-7603

ハーバーシティー店
住所：Shop G123, No. 7-25 Canton Rd., TST
電話：(852)2118-6514
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シンプルだけど存在感の
あるバッグ

コーディネイトの
アクセントにぴったりなレザーバッグ
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　2014年3月28日、のりピーこと酒井法子が香港コンベンション＆エキシビションセンター
(HKCEC)で行われた国際レコード産業連盟(IFPI香港)主催の「香港アジアンポップ・ミュージッ
ク・フェスティバル」に出演した。今回の来港は実に14年ぶり。酒井法子が登場すると大きな歓
声に包まれ、ヒット曲「碧いうさぎ」と新曲「涙ひとつぶ」を熱唱した。
　また、東アジア7ヶ国・地域（日本、中国、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、香港）から新
人アーティストが参加し、日本代表のTarO&JirOは「Snake Bite～Silent Siren」を披露し観客を
大いに沸かせた。

のりピー14年ぶりに来港！のりピー14年ぶりに来港！のりピー14年ぶりに来港！
香港



香港

香港

香港

第140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

　「やせたい！」それはすべての女性の望みといっても過言ではありま
せん。私自身、出産時（36才）に最高50%増量したことがあります。産後、
大きかったおなかがなくなったから痩せたように思っていたのですが、
ある日、夫（当時90㎏）から、「太ったねぇ。」と言われました。心の中で、
「なんで、そんなことを言われないといけないの？」と思いながら、妊娠前
の洋服を試しに着てみて、パンツ系はひざ下までしかはけない、ジャケッ
トははおることさえ出来ない現実に、自分の太りを自覚しショックを受け
ました。それから、私の「やせるへの道」が始まりました。

　そして、香港、日本で手に入る「やせる化粧品」といわれるものをほとん
ど試し、「やせるといわれている方法」をほとんど全て試しました。そこで
気がついたのは、「やせる」には一定の法則があるということ、つまり「太
りの構造はからだの部位別に違うので、それに応じた対策を考えなけれ
ばならない」ということでした。そして、たくさんの「太り」という悩みを持つ
女性と接しているなかで、あらたに気づいてきたのが、「若くてぴちぴち
していたときの太りと、それを過ぎてからの太りには違いがあるというこ
と」です。若い頃の太ってるっていうのは単純に脂肪がついているだけで
した。20代も後半になると新陳代謝がゆるやかになるので細胞が活性
化されにくくなってきます。そこで「たるみ」という現象が起こります。その

上、加齢により、新陳代謝が乱れてきているので、余計な水分が排出出来
ず、特有のむくみや太り感をみせてしまうということです。
　頬から顎にかけてのラインがぼやけてきた、「ハロー」と手を振った時
に一緒に震える二の腕、トップの位置が下にずれてきたバスト、境界線が
なくなってきたお尻とふともも。

　いろんなところでその話をしていたら、ほとんどの30代以上の女性が
「わたしもそうなの。」と打ち明けてくれるではありませんか。

　そこでまずは、「脂肪の貯ま
るしくみと、たるみについて」そ
して、「太り＋たるみの部位別原
因を自覚し戦っていく」キレイ
に見せるためには欠かせない、
御自分の現状を認識していくこ
とからはじめてみましょう。　　
　　　　　　　　　　　　　
　次回号に続きます。

楊さちこの中医美容学的　女は見た目がナンボスリムじゃなきゃ意味がない！その1
　「やせる」というのは現代女性の永遠のキーワード。皆様の中にはいろんなダイエットを試したことのある方もたくさんいるかと思います。「やせる＝ウ
エイトダウン／サイズダウン」だと思っていた方もたくさんいるのではないでしょうか？わたしは「ビジュアル的にきれいに見えるかどうか」が大切なので
はと考えます。単純に太っているか、痩せているかということよりも、バランスの悪さというのは、単に体重を落とすだけのダイエットでは改善できないの
です。いくらウエイトダウンしても痩せたくないところが減ってしまったり、肌がカサついたり、ハリがなくなったりというのは「やせる＝きれい」には結び
つきません。「からだの内と外から、健康にきれいにメリハリのある理想のからだ」を目指しましょう。

成功する「やせる」は客観的に自分をみつめることから始まるのです。

◆新刊のお知らせ
美味しいものも気持ちい
いことも大好きで、普段
忙しい自分にご褒美をあ
げたい女性のために贈
る、永久保存版のガイド
ブック。『72時間で自分を
変える旅 香港』（幻冬舎）
発売中。
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　「ほうれい線が気になる」「毛穴の開きが気になる」「顎のラインのたるみ
が20代の頃の写真と比べると衰えている」「いつもファンデーションでニキ
ビ痕を隠していたけれど、すっぴんでもいられるような肌になりたい」「肌
質を改善したい」という人に朗報。ビューティーサロン「Furong(フーロン)」
が今回新たに「リフトアップフェイシャルメニュー」を取り入れた。
　同サロンは、女性専用・完全予約制の隠れ家的サロン。アロマオイル(精
油)を使用したオールハンドの腸セラピー、アロマセラピーボディトリート

メントを提供し、確かな結果を出すことで、多くの女性に支持されている。
　セラピスト兼オーナーの京子氏は東京の南青山でもアロマセラピー&フェイシャルサロンを
開業していた経験を持つ。「必要なときにはいつでも気軽に相談できる、ホームセラピストのよ
うな存在として女性の美容と健康をサポートできたら」という思いで、香港でもサロンをオー
プンさせた。
　新しく登場したリフトアップフェイシャルメニュー「フェイシャルスカルプチュア」は、美
容機器によるマッサージと「タラソテラピー」を融合させた同サロンオリジナルメニュー
で、皮膚のコラーゲンを収縮・再生させ、シワ、たるみ、毛穴の開き、くすみなどのお肌の悩
みを改善させる効果がある。
　もう少し詳しくケア内容を見てみよう。こちらのフェイシャルケアで使用する美容機器は
フラクショナルRF(ラジオ波)といい、レーザーや光では届きにくい皮膚の深部まで届く熱
エネルギーによって、コラーゲンの再生を促す。皮膚表面のダメージを最小限に抑えるこ
とによってリフトアップ効果が期待できるだけでなく、ダウンタイムを大幅に軽減させるこ
とができるので施術直後の化粧もOK。
　そして、海の恵みを体内に取り込むことによって身体の自然なバランスを取り戻すこと
を目的としている自然療法のひとつ「タラソテラピー」。同サロンでは、リヨメール
(LYOMER)を使用して行う。美容機器だけでは得られない高いリラクゼーション効果を感
じることができ、心身のバランスも整えていく。
　こちらのフェイシャル、定期的に行うことでより効果を実感できるそうだが、驚いたこと
に、取材したスタッフは1回の施術で顎のラインがくっきり現れた。
　通常HKD2000、初回お試し20%OFFのHKD1600のところ、PPW読者はHKD1400になる
そう。こちらは5月末までに予約した方のみの限定サービスなので予約はお早めに。その
他お得なメニューもご用意しているとのこと。効果には個人差があるが、綺麗な肌を手に
入れたい方はまずは体験してみよう。

Furong（フーロン）
詳しくは
ウェブ：ameblo.jp/furong-jp
MTR Fortress Hill(炮台山)駅A出口徒歩3分
お問合わせ・ご予約は
メール：info@furong.jp 　電話：(852)5602-3256

リフトアップフェイシャルメニュー
「フェイシャルスカルプチュア」が新登場

Furong
 （フーロン）

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

施術中の京子氏タラソテラピー

30代女性、肌の明るさ
が明らかに違う

40代女性はトーンが明
るくなり、リフトアップも

同じく40代女性、こちらも
顎のラインがシャープに

60代女性、肌にハリが
出てしわ、たるみも改善

フェ
イシ
ャル

スカ
ルプ
チュ
アで

こん
なに
も！

【約2週間ごとに3回の施術後】
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　日本各都市に店舗を構える、有名ショコラティエ、ジャン＝ポール・エヴァン
(Jean-Paul　Hévin)氏。香港の彼の店舗では、「Voyage　de　Printemps」と、「Voyage 
Ensoleillé」と名付けられた、2つの春の新作ブランチメニューが登場した。

　まず、期間限定メニューは、チョコ
レート本来の味わいを存分に堪能でき
る 「Voyage de Printemps」。フランスか

ら輸入されたフルーツケーキをはじめ、オレンジ色で
水玉模様のチョコレートボンボン、マンゴーとピスタチ
オ風味のマカロンなど6種類のスイーツが楽しめる。ま

た、フレッシュトマトのガスパッチョやスモークサーモンとアボカドのサンドイッチなど
も。メニューに含まれる、フランスの人気ブランド、アラン・ミリアのフルーツジュースを
楽しみながら女子仲間でおしゃべりに花を咲かせてみては。
　ヘルシーなブランチを楽しみたい人には「Voyage Ensoleillé」がオススメ。こちらは期
間に関係なく、土日・祝日の10:30～14:00に提供されている。「Sweet」と「Savory」（甘く
ないメニュー）から選べてひとりHKD268。「Sweet」では、焼き立てのクロワッサンや
パン、フルーツケーキ、フレッシュフルーツサラダ、ミューズリー・ヨーグルトなどに、彼自
身のブランドの蜂蜜、ジャム、チョコレート・スプレッドを用意している。そして「Savory」
では野菜のキッシュ、エッグ・ベネディクト、スモークサーモンとクリームチーズのパン
ケーキなどがあり、いずれもサラダが付いている。さらに週替わりでいろいろなフレー
バーが楽しめるアラン・ミリアのジュース一杯も含まれているのが嬉しい。
　「古くはマヤ文明においても健康に良いとされてきたチョコレートは、ビタミンやミネ
ラルの宝庫。お客様がヘルシーな選択をできるようにとこの新メニューを考案しまし
た。」と語るジャン＝ポール・エヴァン氏。ヘルシーで美味しくいただける新メニューで春
のひとときを楽しもう。

ヘルシーな軽食をメインとするブランチメニュー
「Voyage Ensoleillé」
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Jean-Paul HévinJean-Paul Hévin

柔らかな風に吹かれ午後のひとときを楽しもう
春爛漫な新作ショコラメニューを満喫
柔らかな風に吹かれ午後のひとときを楽しもう
春爛漫な新作ショコラメニューを満喫

Jean-Paul Hévin
Boutique and Bar à Chocolat（セントラル店）
住所：13 Lyndhurst Terrace, Central
電話：(852)2851-0633
時間：10:30～20:00

チムサーチョイ店
住所：Shop 212, Ocean Centre, Harbour City, TST
電話：(852)2735-3268
時間：10:00～22:00

ウェブ：www.jeanpaulhevin.com.hk

スイーツ愛好家なら見逃せない
「Voyage de Printemps」

マンゴーホットショコラ
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　香港で3年連続ミシュラン1つ星を獲得している高級レストラン｢GOLD｣。料理はセレブ
シェフのハーラン・ゴールドスタイン氏が手掛ける。セントラル（中環）のランカイフォン
にお店を構える同店は、店名の通り、壁から天井、バーカウンターに至るまでゴールドが
ふんだんにあしらわれており、ゴージャスかつエレガントで洗練された雰囲気。フォーク

やナイフなどのテーブルウエアまでもゴールドに
統一されており、細部までシェフのこだわりが見受
けられる。
　今回は、一新された同店で最も人気のテイス

ティングコースを紹介しよう。エレメント、独創性、食感、味わい、ユニークさ、
情熱といった全て異なるテーマを持つ6コースは、いずれも内容盛りだく

さん。メニューはシェフの気分や食材の仕入れ状況により、1ヶ月に一度、時には2週間に
一度変更するのだとか。品数も多いので大勢で異なるコースを楽しむのも良い。また、そ
れぞれの料理に合ったペアイングワインもぜひ一緒に注文し
ていただきたい。注目は、彼の代表的な調理テクニックであ
るスロークッキング。食べると口の中でとろけるその食感はこ
こでしか味わえない。そのほか食材や料理の見せ方、お酒と
の相性、店内の照明など全てにこだわる。
　新メニューにも、シェフの「訪れる人に新たな美食経験を
味わってほしい」という情熱が感じられる。前菜には、とろっと
した食感に仕上げたスロークックサーモンに香りのいい山椒
のスパイスを加えた｢スロークックサーモンの山椒風味

（Crudo di Salmon）｣がおすすめ。中央に添えられた海草サラ
ダには柚子のドレッシングが。絶妙なバランスの山椒と柚子
がまさに新感覚。｢大ぶり蟹のロブスターソースがけ

（Jumbo Lunmp Crab Cake）｣は、たっぷりの蟹の身に味のポイントとしてハーブを加え
ケーキ状にしたもので、濃厚なロブスターソースといただく。この贅沢な一品は白ワイン
との愛称ばっちり。魚介類のエキスがギュッと凝縮されたスープ｢大西洋の魚介スープ
（Atlantic Brodetto）｣は、食欲を倍増させてくれる。赤ワインと一緒にいただきたい「スペ
イン豚のポークチョップ（Spanish Duroc Pork with Calabrese Romano Beans Ragout）」
は、口の中でとろけるスペイン産豚のポークチョップにトマトと豆のラグーソースが添え
られている。骨からほろっと外れる程、お肉は柔らかくてジューシー。
　コースはいずれもHKD880と驚きの価格。さあ、早速ミシュラン1つ星レストランの料理
を楽しんでみては。

GOLDGOLD

GOLD by Harlan Goldstein
住所：Level 2, LKF Tower, 33 Whyndam St., Central
電話：(852)2869-9986
時間：12:00～24:00
ウェブ：www.gold-dining.com

セレブシェフの情熱が詰まったレストランで
ミシュラン1つ星の美食を味わおう
セレブシェフの情熱が詰まったレストランで
ミシュラン1つ星の美食を味わおう

贅沢な一品、大ぶり蟹のロ
ブスターソースがけ

赤ワインと相性抜群の
スペイン豚のポークチョップ

クランブルレ オレンジ添え

大西洋の魚介スープで食欲も倍増！
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広州

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。

深圳

シェイクスピア生誕450周年記念
「ロミオとジュリエット」 5月3日、4日 広州公演広
州

ホテルでアート鑑賞！非日常がココにある
珠海中邦芸術酒店(Zhuhai Zobon Art Hotel)広

東

　2005年に開業した「珠海ゾーボン・アート・ホテル」は、「情侶中路」
（“恋人・カップル”通り）という、ロマンチックなネーミングの通り沿いに
ある。CBDビジネスエリアに位置し、九洲埠頭からホテルまで車でたっ
たの2分、マカオへも車でたった10分と、立地に恵まれている。
　テーマを「アート」として黒を基調に近代的デザインでまとめられてい
るホテルの外観だけにとどまらず、客室の中にまで及んでいる。ゲストが
非日常の感覚を味わえるように、各客室には芸術家によるオリジナルの
作品が展示されている。このホテルに泊まるだけで、最高の芸術鑑賞が
できてしまうのだ。なお、これらの作品は販売もしている。また、非日常に
ふさわしい滞在を心ゆくまで楽しめるように、ホテルの接客担当者が
チェックインからチェックアウトまで、丁寧なサービスを心がけている。
　「食」についても「アート」の感覚を忘れていない。12階にある「観海酒
廊」（C-VIEW　RESTAURANT）では、お得なビュッフェスタイルでオーソ

ドックスな各国料理を、周囲に広がる珠海の海岸風景とともに味わえる！
1階、広東料理「沪粤軒」（HU YUE XUAN）では、好評の地元料理を提供。
ホール席のほか、9部屋の個室も用意されている。芸術というスパイス
の効いた「非日常」を、最高のサービスとともに体感してみよう！

　不幸な愛を描いたロマンス劇として、あまりに有名な作品「ロミオと
ジュリエット」。若い二人の悲劇が人々の感動を誘う。悲しい恋の物語と
して取り上げられることの多い作品だが、シェイクスピアの原作で描か
れる内容は、純然たる悲劇というわけではない。冗談や少々乱暴な言い
回しなどが見られ、喜劇的な要素を多々含んでいる。悲しみと喜びという
2つの相反するように思える要素を1つの作品の中に描いていることが
この作品の魅力の1つであるとも言える。
　今回、広州でこの名作を演じるのは、日本をはじめ世界20ヶ国以上で
シェイクスピア作品の公演を行っている「TNTシアターブリテン(TNT 
Theatre　Britain)」。彼らによる新劇「ロミオとジュリエット」は、作品の持
つ悲劇としての部分を忠実に表現。それぞれの人物像を、ただの非現実
的なキャラクターとしてではなく、よりリアルなイメージとして観客に印
象づけてくれる。また、要所要所で、白い仮面に黒装束という摩訶不思議

な役どころを登場させることで、作品に絶妙な趣を添えている。生演奏の
音楽やコーラスとも相まって、シェイクスピアの作品が持つ喜びと悲しみ
を余すところなく表現、物語に新たな命を吹き込んでいる。「TNT新劇

《ロミオとジュリエット》は現代のイギリスにおけるシェイクスピア演劇の
中で最も表現力に富む」と評価されている。その実力は劇場で！

ロミオとジュリエット
住所：広州市越秀区二沙島晴波路33号星海音楽ホール室内楽演奏ホール
日時：2014年5月3日、4日 19:30～21:30
料金：RMB300、RMB260
ウェブ：www.concerthall.com.cn/events/eventdetail.php?id=2004

珠海中邦芸術酒店
住所：珠海市吉大情侶中路33号
電話：(86)756-322-0333
ファクス：(86)756-326-9888
ウェブ：www.zobonarthotel.com

「観海酒廊」（C-VIEW RESTAURANT）
営業時間：6:30～22:30
予約：(86)756-322-0333(ext 81200)

「沪粤軒」（HU YUE XUAN）
営業時間：8:00～14:30、17:30～22:00
予約：(86)756-322-0333(ext 8131)
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今週の広東ピックアップ

数々の芸術珍品を観賞する時間
　ライフスタイル雑誌「生活」の第100号を記念し、文芸復興活動のルネ

サンスをコンセプトとした珍物展覧会「100文芸景象」が開催される。徐

冰や葉永青、又一山人など中国語圏にお

いて著名な芸術家が愛蔵する珍物、約20

点を展示する。彼らの芸術観はもちろん、

中国のソフト・パワーを覗くよい機会だ。

100文芸景象
珍物展覧会

5月6日まで

大手ファンクバンドがやってくる！ 
　世界的なソールミュージック・ファンクバンドL.M.T　Connectionは

1989年に結成して以来、ファンクを始め、R&B、ジャズ、ブルースなど豊

富な音楽要素を取り込んだスタイルは、一般のファンのみならず業界内

でも高く評価されている。音源の数は僅か4枚だが、開催ライブ数は既

に5000本を越え、その生演奏力は誰もが認め

るものだ。来る4月24日の深圳ライブで、その

高い音楽性を確かめてみよう！

ファンクパーティー
LMT Connection

4月24日

ステーキ屋
Tasty

中国の現代アートに触れてみない？
　中国芸術界で今注目されているアーティストの1人、「艾松」。何の変哲もない鉄の棒

が彼の手によって芸術作品へと生まれ変わる。橋捨画廊の北京店で開催された彼の個

人作品展「為人民服務（人民への奉仕）」に引き続き、同画廊の深圳店では「自由・自在」

と名付けられた個展を開催中。平和の象徴である鳩、人物、帰途という3つのテーマで展

開する今回の作品展。自身の代表作、鉄の鳩のほか、家路をテーマに、メッセージを伝え

るツールとして馬を用いた「帰途」シリーズが今回の見所だ。些細な日常の風景から社会

の議題まで、あらゆる事にインスピレーションを感じ、作品に変えていく艾松。中国の現

代アートに触れてみてはいかが。

艾松作品展「自由・自在」
橋捨画廊

5月9日まで

健康と綺麗を共に入手する好チャンス  
　ベリーダンスとヨガの無料体験クラスが、4月30日まで羅湖区の威登

別墅で開催されている。心肺能力や身体の柔軟性と強靱さも強化でき

るベリーダンスと、美しい肉体を作るヨガ

を同時に習得しよう！約1時間～1時間半

のクラスは毎日異なった時間帯で行われ

る。事前予約して参加しよう。

ベリーダンス&ヨガ
無料体験クラス

4月30日まで
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深圳市南山区世界之窗欧洲印象爵士花園酒吧
21:00～23:30
weibo.com/u/2605634100
当日　RMB100

Exhibition

Exhibition

広州天河區天河路383号太古匯商場
地鉄上層MU35号方所fangsuo
10:00～22:00
入場無料

深圳市羅湖区紅桂路紅桂一街二号威登別墅101室
www.douban.com/event/21195335
授業料無料

深圳市南山区華僑城創意文化園北区A4棟115
12：00～20：00
無料

広州正佳店
広州市天河区天河路228号正佳広場7楼
深南東店
羅湖区深南東路4003号世界金融中心1楼
www.tastysteak.com

一口ごとに幸せな気分に
　食事と幸せとが繋がることを目指すステーキ屋レストラン「Tasty」。中

国全土で展開している人気の秘訣は、1つのジャンルに限らず、様々な要

素を取り入れた独創的なメニューの数々だ。このたびチキン野菜サラ

ダ、Tastyの厚切りステーキとフルーツティラミスなど、新作が加わった。

ぜひ最寄りの店に行ってみよう。
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広東深圳

住所：広州市越秀区応元路11号
アクセス：記念堂駅から徒歩3分

住所：広州市越秀区恵福西路11号
アクセス：地下鉄公園前駅、もしくは西門口駅から徒歩約15分

　記念堂駅から徒歩すぐの「三元宮」は、地元の人に親しまれている道教寺院
だ。三元とは道教の、地宮、天宮、水宮の総称で、災いを遠ざけ福をもたらすとい
う意味があり、庙会などのお祭りには参拝客が続 と々やってくる。
　広州市にある道教関連の建築物の中で最も古く、創建は東晋時代(317-420)、
当時は越崗院と呼ばれていたが、明の時代に修復され三元宮と呼ばれるように
なったという。
　正門右側のチケット売り場で入場券を購入し、正門をくぐろう。正面に三元殿、
さらに左右に鐘鼓楼、奥に老君楼、東西にも殿が続いている。特に高さ約16メー
トルもある三元殿は、荘厳な雰囲気で圧倒される。

　現地に駐在していると、なかなか名所旧跡を
訪れようとはしないものだが、たまには週末ぶら
り広州レトロ散歩に挑戦してみては。

～三元宮～～五仙観～
　明の時代、1377年に創建された五仙観。5人の仙人が祭られた羊城八景の1
つで、広州市の重点保護文化財に指定されている。当時は10あまりの殿があっ
たそうだが、現存するのは山門と後殿、東西房などの一部のみだという。
　五仙観にまつわる言い伝えがある。周の時代に、5人の仙人が稲穂をくわえた
羊にまたがって広州にやってきて、地元の人にその稲穂を渡し五穀豊穣を祈願
したという。その後、仙人は去ったが、残された羊は石碑になった。そして、この5
人の仙人のために、五仙観を建立したという。この言い伝えにちなみ、広州は
「羊城」と呼ばれるようになったそうだ。
　石碑以外にも、「嶺南第一楼」は必見。敷地の一番奥にある、赤色の鐘楼で、明
の時代に建築されたものだという。銅製の鐘は、規模が大きく見ごたえあり。
　昔の広州の様子が分かる模型などの展示もあり、歴史に触れることができる。
北京路からも比較的近いので
ぜひ一度！

「五仙古観」と書かれてある入り口

清朝時代の広州城模型

5人の仙人

レ
ト
ロ
広
州
散
歩

南海太守鮑靚の
娘も祭られている

大きな香炉
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Q.どうして当校を選ばれたのですか？
　中山大学国際漢語学院初級クラスで、当時同校にて教鞭を
取られていた楊先生と知り合ったご縁でその後先生が立ち上
げた曼達瑞で勉強を始めました。

Q. 実際当校で学習してみてどう感じましたか？
　楊先生の励ましと辛抱強さに感謝しています。会話が苦手な
私に常に、間違える事を恐れずに！外国人なのだから間違えてあ
たりまえ！と言って下さいます。また、語学学習は一般的に中級以
降進歩を自覚しにくいものですが先生のご指導の下、HSKや
HSKKに合格出来、更なるステップアップが出来たと思います。楊

先生と学習する中で、先生の教師という仕事に対する情熱と常に
次の目標に向かって前進する姿勢に刺激を受けています。

Q. これからの目標はありますか？
　学習の具体的な目標は模索中ですが、“語学学習に近道は無
し、倦まず撓まず継続”していきたいです。

林さん、ありがとうございました。

きちんと伝わる、使える中国語を身につけたいあなたは、
右記に問い合わせてみよう！

マンダルイ語学学校 
ウェブ：www.mandarui.com
電話：(86)20-3886-8862、135-8049-5714（日本語）
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目指せ
中国語の達人！

中国語を勉強中の生徒さんにインタビュー

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビュー。
学校の紹介等をしていただきます。第2回目となる今回は、
マンダルイ語学学校に通っている林さんが登場してくれました。

広東



深圳深圳

　広州交易会に関する仕事の為、どんよりと曇り時々小雨が降る広州
に降り立った。久々に来てみると街が大人になっている事にすぐ気づ
く。時期もあるのかもしれないが広州東駅前のタクシー待ちの列も見
当たらないし、中信広場の高さも他のビルと比べて大して目立つもの
ではなくなった。
　無事に昼間の取材が終わり、夕食を案内してくれたのは赤いスタッ
フジャンパーと坊主頭がトレードマークの某フリーペーパー営業マン
のUさん。「鳥丸さん、こっちです。」連れて行ってもらったのは正佳広場
の裏手にある団地の敷地内。「何か見覚えがある景色だな・・・。あ、そ
う言えば数年前にこの辺りに金髪の女性が開いた焼酎バーがあっ
たっけ。あのお店結構流行ってたなぁ。」そんなことを想いながら、U
さんに連れられて敷地内奥へと向かう。
　到着したのは銭形平次が投げそうな硬貨が看板に掲げられたお店

「六文銭」だ。店に入るとオーナーの眞田さんとUさんの目が合った。
「あ、どーも、いらっしゃい！」「食事しに来ました。」
　彼らが挨拶をしている間、私は店内に目が行った。店の造りは奥に
細長い。厨房面積が店舗の割合を結構占めている様だ。 「“とりあえず”
は要らないかな。最初から焼酎ロックでお願いします。」Uさんらしい
飲み方だ。彼のオススメは、北海道風 鶏唐揚げのザンギ。それと手作

りの餃子だ。ザンギは衣に特徴があるようで、揚げ物
のサクッと感とはまた少々違ったしっとりとした食感の
後に、鶏肉の旨みが押し寄せる。焼酎が進む逸品だ。
餃子の方はというと、野菜よりも粗い挽き肉が存在感
を主張する。歯ざわりがこれまた良し。焼酎がぐびぐび
と進んでいく。そろそろ締めの食事の話をUさんに向
けると「鳥丸さん、実はここの味噌ラーメンに物語があ
るんです。店主の眞田さんの話を聞いてから食べる
と、またひと味違いますよ。」とのこと。早速眞田さんを
テーブルにお呼びして、その物語に耳を傾ける。何で
も、レシピは眞田さんの祖父が40年前に北海道旭川
で生み出した味らしい。
　デパート街の一本裏手の道にあったお店は、デパー

トの店員さんの休憩時間がまちまちな事もあって大繁盛。その味に惚
れ込んだ人がフランチャイズを名乗り出て店舗数は6店舗までになった
そうな。眞田さんの祖父は元々は理容師さんで、旭川の理容学校創設
などにも携り、物事にこだわる気質があったそうな。ラーメン業界に活

躍の場を移しても研究熱心で、その情熱がこの味噌ラーメンを生み出
した。祖父が他界されてからは、祖母がその味を受け継いで味噌を仕
込んでいたそうだが、高齢とともに大量に作れなくなっていったらしい。
　「10年前くらいでしたかねぇ。あの味噌ラーメンが美味い店は今どこ
にあるのかって、祖父の味をネットで探されている方もいらっしゃった
くらいですよ。」そういう眞田さんは中国に来る前に祖父の味を継ごう
と、2年間東京の中野付近のラーメン屋で修行をしたそうな。「紆余曲
折を経て、あるきっかけから広州で日本料理屋を始めたんです。最初
のお店は厨房も狭かったので、極少量の味噌を仕込んで常連さんだ

けにお出しして感想を聞いていたんです。み
なさん美味い、美味いって喜んでくれたので、
祖父の味を広州で勝負してみたくなったんで
す。ただ、味噌には自信があったのですが、麺
が課題でした。そんな中でご縁あり味噌ラー
メンに合う太麺が見つかったんです。」
　レシピの秘密を聞くとこっそりと教えてくれ
た。「味噌には黒胡麻も白胡麻も磨り胡麻も
入れます。ちょっと魚介のエキスを入れて寝

かせるんですよ。混ぜてすぐだと、味噌と魚介エキスが喧嘩してます
が、時間を置いて熟成させるとお互いが馴染んで来て大変素晴らしい
ハーモニーを奏で出します。」
　そんな眞田さんの話しを聞いたからだろうか、すり鉢風のどんぶり
に入り「これぞ北海道味噌ラーメン」といった風格をまとった一杯は奥
深い味わいで、麺に良くスープに絡んだ。渾身の一杯。業界雑誌の評
論でも第2位となった幻の味が広州に復古した。

鳥丸 雄樹（とりまる ゆうき）
元JEFユナイテッドのジュニアユースGK。
ロスの日刊サンへの寄稿を経て現在に
至る。随筆風FACEBOOKなど、現在は
香港を拠点に活動中。
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らーめん居酒屋 六文銭
住所：広州市天河区
　　  天河南一路108号102房
電話：(86)20-3734-3226
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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。
電話：(86)181-2390-0557

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　　  (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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他
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