
香港 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

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 ～45K

大手投資銀行での債券営業部門アシスタント、
及びミドルバックオフィス募集。経験者のみ募集、
日本語、英語必須。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 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。

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

～25K

香港/香港島

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。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～35Kインターネット広告の営業職。業界未経験歓迎。

バイタリティ溢れる方。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 25K

外資系エネルギー・石油原料企業様が日本人
営業を募集。日本市場の開拓、後に北米市場
の開拓も含まれます。営業経験者、新規開拓
経験者歓迎。

香港/九龍 25K RGF 香港
大手ジュエリー企業にて事務所管理職にての
募集。事務所運営全般（総務・経理業務）、小売
業務管理、営業業務、貿易業務。

RGF 香港20K～40K香港/新界

大手オンライン企業にてEcommerceプロ
ジェクトの立ち上げ人材を募集。日本/韓国
マーケットの開拓、仕入れ先との折衝、仕入れ
先・顧客との関係構築。オンラインショップ立
ち上げ経験者歓迎。

RGF 香港23K～30K香港/九龍

香港系物流企業にて営業人員を募集。新規開拓、
既存フォローどちらもあり。中国大陸、深圳・広州・
東莞などへの日帰り出張あり。物流営業経験者
必須。

RGF 香港専門職/金融・保険 20K～25K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタン
トを募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望
に適した金融商品の提案、顧客へ投資後のこ
まめなフォロー、香港の金融商品の案内、各種
金融情報の収集。

香港/香港島

香港/香港島

20K～25K
大手会計士事務所にて会計コンサルタント・
コーディネーターを募集。会計知識を持ってい
る方歓迎。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 30K香港/九龍

大手日系自動車部品企業様にて品質保証マネ
ジャーを募集しております。PCB業界、電子部
品業界の品保経験者。或いは商社の品質保証
部隊として仕入先指導の経験者。

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）

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

～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

営業・販売系/小売・流通

RGF 香港専門職/コンサルタント

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/
コンサルタント

香港/香港島

～20K

会計事務所にてコーディネーター職に従事頂
きます。中国語もしくは英語がビジネスレベル
の方を求めています。基礎的な会計知識があ
れば応募可能です。

JAC 香港技術系（IT・通信）/
メーカー（化粧品・医薬品） 香港 ～25K程度

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。

JAC 香港専門職/コンサルタント 応相談北京・上海 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）。

JAC 香港香港/香港島

JAC 香港生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25K

アパレル関連企業にて生産管理職に従事頂き
ます。当該業務経験者、英語もしくは中国語
ビジネスレベル。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～20K程度香港 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。

営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 JAC 香港～25K物流企業での営業職。業界経験は不要。主に
は既存顧客の深耕。

RGF 香港営業・販売系/マスコミ・
広告・デザイン 24K～28K香港/香港島

大手広告代理店にてPRマネジャーを募集。
クライアントのPR戦略の設計、提案、制作ア
イディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 20K～25K

経営管理業務全般。リスク管理、営業係数分析、
コンプライアンス対応、事業計画の策定など。
英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 20K～25K

アシスタントマネジャーとして日系マーケットの
開拓、既存顧客のフォロー業務・日本への出張有。
英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 インテリジェンス

香港
19K～21K
（応相談）

大手日系保険会社にて損害保険のフォロー
アップ営業。法人営業経験3年以上に加え、
英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 インテリジェンス

香港25K～40K

日系食品貿易会社にて主に香港内の既存顧客
に対するフォローアップと営業マネジャーの
サポート業務。まれに東南アジアへの出張有り。
3年以上の顧客対応業務経験必須。コミュニ
ケーションレベルの英語もしくは広東語必須。

インテリジェンス
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～30K

日系企業向けIT関連商材の営業業務。既存顧客
及び新規顧客の対応。英語コミュニケーションレ
ベル必須。

インテリジェンス
香港

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K

プロジェクト管理、トラブルシューティング、問合
せ対応、レポート作成を担当。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

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

香港/香港島 応相談 インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容

まつ毛エクステンションのカウンセリングおよび
施術。サロンのオペレーション（予約受付、アイケ
ア商品の販売など）。未経験者歓迎。

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～20K

日系企業向けに医療関連サービスを提供する
企業にて、フォローアップ及び新規開拓営業
業務。英語コミュニケーションレベル以上必須。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～35K

大手日系メーカーの国際調達拠点にて、品質
保証管理業務と仕入先窓口及び新規開拓業。
10年以上の品質保証業務経験に加え、英語ビジ
ネスレベル必須。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB30K深圳

システム運用高級経理。生産管理システム運用
に精通、生産管理/購買管理等のマネージメン
ト力ある方。システム関連分野で10年以上の
業務経験がある方。英語ビジネスレベル尚可。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

応相談その他
華南地域

通訳。日系メーカーに勤務経験がある方。マネ
ジメント力あれば尚可。北京語ビジネスレベル
（業界用語も含めて流暢に話せること）。

技術系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） RMB15K東莞

購買。雑貨、ノベルティ製造経験ある方希望。
上記の経験あれば品質管理、生産管理問わず
OK。工場経験、商社経験問わず。北京語また
は英語で業務がこなせる方。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 25K前後

倉庫業務、国際輸送、その他物流サービスの
提案業務。既存顧客フォロー、新規開拓を担当。
英語又は北京語コミュニケーションレベル必須。

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） 20K～30K香港/九龍

複合機のプロモーション、マーケティング業務。
営業経験お持ちの方。英語または広東語ビジネ
スレベル以上。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K香港/新界

ウェブサイトの開発、デザインおよびメンテ
ナンス。ウェブ関連知識をお持ちの方。語学は
英語・広東語・北京語いずれかコミュニケー
ションレベル必須。

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）

30K～50K
（応相談）香港・新界

大手外資系アパレルメーカーにて、キーアカ
ウントのフォローアップ営業と営業チームのマ
ネジメント業務。同業界にて10年以上の営業
及びマネジメント経験と、コミュニケーション
レベルの英語と北京語必須。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務全般：伝票起票から月次決算までを
担当、また会計事務所及び本社の窓口業務。
北京語コミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

広州 RMB15K
+住宅手当

管理業務全般、日本からの出張者対応。社会人
経験3年以上、中国で長期勤務が可能な方、
北京語不問。

インテリジェンス
広州

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・
公的機関など

RMB22K
+住宅手当

教務事務全般、保護者対応、学校のイベント
運営、HPへの連絡事項更新。大卒、経理会計
業務または総務業務経験者、北京語不問。

広州
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香港香港＆深圳

クラウド×Excel タイムシート管理…④

　さて、現在の状態を確認しましょう。従業員がOutlook2010から
入力した予定データを、クラウド（outlook.com）を通じて管理者の
Outlook2010で見られるはずです。今回は管理者のOutlook2010
からExcelデータを出力し、Excelを使ってタイムシートを分析する
作業を行います。

 

Outlook2010からExcelデータをエクスポート
　Outlook2010からExcelデータをエクスポート（出力）するには
ちょっとしたコツがあります。[ファイル]→[開く]→[インポート]を選択
します。エクスポートなのにインポートから入るとことが分かりづら
いですね。
 

　その後、[ファイルにエクスポート]を選択し、エクスポートしたい
カレンダーを選択、ファイル形式で[Microsoft Excel 97-2003]を選
択、保存する場所とファイル名を指定して、最後に出力期間を指
定、という流れになります。

 
  
 
 

 

　無事にExcelデータが
出力されましたでしょう
か。これでようやくクラウ
ドとExcelがつながりまし
た。Excelはデータ分析・
報告ツールとしては優れ
ていますが、データの共
有には不便な点が多いと
思います。その点をクラウ
ドで補ってあげることで、
分析しやすくきれいな
Excelデータを常に最新
の状態で出力することが
できます。あとは使い慣
れたExcel作業に移ります
が、タイムシート分析の
ポイントを2つだけお伝
えしたいと思います。

vlookup関数でマスタデータを付与
　出力したExcelファイルを開くとこんな感じになっていました。
オーダー番号もきれいに入力してくれていますね。このオーダー
番号に分かりやすい名前をつけていきたいと思います。

 

　Excelファイルにシートを追加して「オーダーマスタ」を作成しま
す。オーダーNoと対応するオーダー名を一覧表にしたものです。

　次にデータシートに戻り、A列の右に1列追加します。セルB2に
「=vlookup(left(A2,6),オーダーマスタ!$A:$B,2,false)」と入力すると、
「深セン工業様関連業務」という文字が自動的に現れます。同じ数
式をセルB3から下にコピーすると、すべてのセルに対してオー
ダー名が自動的に付与されます。
　ちなみにこの数式は「セルA2の左から6文字分を、オーダーマス
タシートのA~B列から探してB列(2列目)の値を返してください」と
いう意味です。こう書くと複雑ですが、データシートのA列とオー
ダーマスタシートのA列を結合させていると考えてください。

 

　vlookup関数の便利なところはデータベースのように2つの異な
るシートのデータを結合できる点で、データシートにマスタデータ
を付与するといった使い方が典型的な例になります。
　マスタデータは、同じ入力の繰り返しを避けるために、何度も使
われるデータを外に切り出したものです。こうすることでデータが
部品化され、データの再利用がしやすくなります。部品化された
データの再結合に便利な関数がvlookup関数という訳です。Excel
をデータベースっぽく使うときに必ず出てくる関数ですのでぜひ
覚えておいてください。

次回最終回は、ピボットテーブルをご紹介します。

出張の多い海外ビジネスパーソンのための

さくらコンサルティング
斉藤孝史

「クラウド×Excel」といいながら、ちっともExcelが出てこないではないかとお思いの方、大変お待たせいたしました。
今回からExcel編に突入します。どうぞあと2回ほどお付き合いください。

中国・香港子会社のシステム化をサポートします。
お問い合わせ：(86)755-8637-9929（日本語可）
ウェブ：www.szx.jp

オーダーNo 　　  オーダー名
   YY0001 深圳工業様関連業務
   YY0002 上海電子様関連業務
   YY0003 北京科学様関連業務
   YY0004 広州自動車様関連業務
   YY0005 東莞カメラ様関連業務
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香港

香港＆広東

香港

読まれた記事ランキング
6月7日～13日 

　最も読まれたのはネットのトラブルに関する「わずか 3時間半で個人特定」。匿名で書き込みを
しても、「特定班」「特定厨」と呼ばれる人たちによって簡単に個人情報が暴かれてしまう危険性を
指摘しています。ネットのトラブル関連では 6位に「口座残高が突然ゼロに」、20 位に「ネットに安
全地帯なし」が入りました。サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ブラジル大会が開幕したこともあり、
W杯関連の記事も複数ランクインしています。6月7～ 13日の読まれた記事を紹介します。

わずか3時間半で個人特定　「匿名性」の落とし穴 （6月10日）

転職の時期を読み切れ　元三洋電機社員サバイバル（上） （6月11日）

（3）ゴーン氏にクビにされた男の逆襲 （6月9日）

（4）香川、Ｗ杯で活躍の匂い　本田は本番に間に合うか （6月9日）

（5）米エバーノートCEOもうなる女子高生「ITのチカラ」 （6月12日）

（6）口座残高が突然ゼロに　偽の画面で暗証番号盗む （6月11日）

（7）家を買うときに舞い上がらない　冷静になるキーワード （6月10日）

（8）XPや７ユーザーも使いやすく　イチから学ぶ8.1最新版 （6月11日）

（9）親孝行にも税金が　一筋縄でいかぬ相続税 （6月12日）

（10）住宅ローン借入額、安易な試算が招く家計の悲劇 （6月13日）
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広東

深圳 広東

香港 中国全土

深圳
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香港＆深圳

起業家になりたい子供達、集まれ！
楽しみながら会社経営の仕組みを学ぼう

　"Young Entrepreneur Contest"（子供起業家コンテスト）という8才から14
才対象のユニークなコンテストが開催される。子供にも起業家の概念を楽し
みながら学び、研究、そして自分のものにしてもらおうという取り組みで考案
された。起業家というと硬いイメージがあるが、自分に身近な「仕事」を選び、
経営者としてどのようにビジネスを運営するかをレポートにまとめるだけだ。
「仕事」は例えば、手作りパンのお店、ベビーシッター、洗車サービスなど、何
を選んでも構わない。このコンテストの応募は全て英語になるため、思考力、
アイデア力、お金に関する意識だけでなく、英語力も鍛えられるであろう。夏
休みの子供にピッタリのアクティビティーだ。

　参加するには、まずサイトからの登録が必要となり、登録料
HKD100がかかる。参加資格、登録料の支払い方法など詳細はサイ
トまで。
　
　応募期間は8月15日までで、これからでもまだ十分時間はある。レ
ポートは単語数250以内、5枚までの写真・画像の添付が可能。3名

の著名人が審査員として参加し、想像力、ユニーク度、アイデア実行の可能
性、記述の正確さなどを総合してトップ６が選ばれる。選ばれた６名は後日
オンライン投票で”Popular　Choice　Winner”（賞金HKD500及びPinnacle 
Learning Centreで開催中のMoney Magic Course無料参加券贈呈）が選ば
れ、”Judge　Choice　Winner”（賞金HKD1000及びお楽しみ袋、そして同じく
Pinnacle Learning Centreで開催中のMoney　Magic　Course無料参加券贈
呈）が審査員により決定される。残りの4名にも賞金がそれぞれHKD250贈呈
されるほか、参加者全員に参加証明書が贈られる。

　8才から参加可能ということで、記述の部分など難しいこともある際には大
人が少し手助けをしても良いとのこと。ただし内容は子供自身が考えて、書き
たいことに手を貸すと行った形式でお願いしたいと、主催のPinnacle 
Learning CentreのAnuja先生。普段は幼児から小学生向けに数遊びや銀行
見学など、数学的な「遊び」をメインにコースを展開中。また、外国人家政婦
向けのファイナンス講座も人気だ。難しいという算数や数学の概念を、少しで
も実生活から、遊びから楽しく学んでいって欲しいと行った願いから、今回の
コンテストが実現。夏休み限定のコンテストだが、親子で楽しんでもらえたら
と。コンテストやLearning Centreに関するお問い合わせは直接Anuja先生ま
で。皆で楽しく算数/数学を学ぼう！

Pinworld
コンテスト詳細ウェブサイト：www.pinworld.co
期間：8月15日まで受付
問い合わせメール: anuja@pinnaclelearningcentre.com

Pinworld

考える力、金銭感覚、アイデア性を育む
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インテリジェンス香港 www.inte.com.hk ／ info@inte.com.hk　　　　テンプスタッフ香港 www.tempstaff.com.hk ／ marketing@tempstaff.com.hk

● Central Office
11/F, Kailey Tower, 16 
Stanley St, Central, HK
TEL (852) 2525 8121

● Tsim Sha Tsui Office (Gateway)
Suite 1803, 18/F, Tower 1, The 
Gateway, 25 Canton Rd, TST, KLN, HK
TEL (852) 2705 7880

● East Kowloon Office
15/F, Millennium City 3, 370 Kwun 
Tong Rd, Kwun Tong, KLN, HK
TEL (852) 3107 8138

● Tsim Sha Tsui Office (Miramar)
Unit 713, 7/F, Miramar Tower, 
132 Nathan Rd, TST, KLN, HK
TEL (852) 2890-7386

今後とも末永く
よろしくお願いいたします。

～スタッフ一同～

新体制になって、アジアの人材紹介を
さらに強力サポート！

上海　北京　大連　天津　蘇州　広州　深圳 　香港　台湾　韓国　タイ　ベトナム　マレーシア　シンガポール　インドネシア　日本

インテリジェンスSMCコンサルティングwww.smcltd.com.hk / smc@smcltd.com.hk        Unit 713,7/F Miramar Tower, 132 Nathan Rd, TST, KLN, HK　TEL (852) 2833-0192

新しいインテリジェンスへ



香港 香港

香港

TITIKAKA
Olympian City店
住所：Shop UG07B, Phase 2, Olympian City

ウェブ：www.titikaka.com.hk        ほかにセントラル、ライチーコック（荔枝角）にも店舗を構えている。

Tune Mun店
住所：Shop 2211-2212, Phase 2, TMT Plaza, Tune Mun
 

　香港発のオリジナルシューズブランド「TITIKAKA（チチカカ）」。2009年にセントラル
（中環）にフラッグショップを立ち上げて以来、数多くの香港セレブがその可愛らしさの
虜となり、過去のコレクションにはViViなどで活躍したファッションモデルの藤井リナ
さんも駆けつけた。今ではレディースシューズのほか、デザイナージュエリー、ハンド
バッグ、レディースクローズなど多彩なファッショングッズを扱っており、オリジナル商
品だけでなく国内外からセレクトした最新のトレンドアイテムを提供している。そんな
人気ブランドが、この度新たにオリンピアンシティ（奥海城ニ期）店とトュンムン（屯門）
店をオープンさせた。
　今シーズンのアイテムはどれも今後定番商品になりそうなものばかり。ここでいくつ
かご紹介しよう。Basic Beatシリーズの新作、スタッズサンダルは、一見ノーマルな女性
らしいデザインだが、かかと部分にはカラフルなスタッズが使われたオリジナリティ溢
れる一足。5センチの靴底が足をよりキレイに見せてくれ、上品でありながらも個性的
なスタイルを作り出す。白いベーシックなスカートと合わせるとバランスよく履きこな
せそう。また同じくBasic　Beatシリーズから、これからの季節にぴったりなグラデー
ションカラーのローサンダルが登場。パイソン革に大きなチェーンが付いたこちらのア
イテムは、夏らしくブルーとオレンジの2色展開。また同デザインのグラデーションバッ
グも鮮やかな色で注目を集めそう。Ultra Modernシリーズの最新作は、大胆にステッチ
があしらわれた、パイソンと牛革のミックス素材のハイヒール。オフィスでも使える
フォーマルな靴でありながら、個性がキラリと光る一足だ。しかもクッション性のあるラ
テックス素材が使われているので履き心地よく疲れにくい。カラーはどんなファッ
ションにも合うベージュとブラックを展開。ヘビーローテーション間違いなしのアイテ
ムだ。
　今なら新店オープンを記念して、お会計が30%オフに。さらにオリンピアンシティ店
限定で、指定アイテムをHKD888以上購入すると限定クラッチバッグを1つプレゼント！
　このお得な機会にぜひ足を運んでみよう。

［ TITIKAKA ］

香港発の大人気シューズブランド「TITIKAKA」
新店オープン記念セール開催中！
香港発の大人気シューズブランド「TITIKAKA」
新店オープン記念セール開催中！

夏にぴったりなBasic Beatシリーズ
新作オリジナルバッグとサンダル

Ultra Modernシリーズの
新作ハイヒール

Basic Beatシリーズの
エレガントなスタッズサンダル
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香港

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　香港は毎日30度を超える日々 が続
いてまさしく真夏の到来と言えます
ね。香港は暑く湿気も酷いので外をで
歩いているだけでぐたっときちゃいま
す。かといってバスやお店などの中は
ガンガンに冷房がかかっていてそれ
はそれで体に良くない。どっちをとって
も難しい所。
　さて、ここ最近、香港の外食文化に甘えてついつい外で食事をす
る頻度が増え気味の私。友人が立て続けに香港に遊びに来てくれ
たのはいいんだけど昼夜ももちろん外食…。これではデブ街道まっし
ぐら(笑)。これではいけないと自分にカツをいれてオーガニック食材や
話題のスーパーフードを取り入れてお料理を開始。とはいってもまだ
まだ毎日とは言えないですけど…。
　お野菜はお友達のおススメのセントラル市場内にあるお店。ローカ
ル農家のオーガニック野菜が某スーパーマーケットで買うよりも割安
で購入可。種類も豊富で必要な量だけ買えるので便利。友達オスス
メのお店は外国人にも人気で英語の表記があってお店の人も英語を

話せるので広東語が苦手な私にはとてもうれしい。
必要ないくらい店員としゃべったりもします。(笑)　
　スーパーフードは意外に街中のあちこちで見か
けオーガニック食材を扱うお店やシティ―スー
パーなどで購入できます。日本でも今話題のスー
パーフードの中でもチアシードとキヌアはオススメ。
チアシードはドリンク、ヨーグルトなどに加えたり料
理に振りかけるだけ簡単にお料理に栄養をプラ
ス。キヌアは体に必要なアミノ酸をすべて含んで
いてタンパク質や繊維質も抜群。野菜と混ぜてサ
ラダサラダにしたりご飯代わりにピラフにしてみた
りアレンジは豊富。食べ応えもあるので満腹感も
しっかりとれます。好き嫌いのあるお子さんの食事
のプラスするのもいいかも？
　ぜひぜひ皆さんもお試しくださいな。

　　　　　　　　　　　　　  by  エンジェル

Vol. 05ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ
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香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ



香港

香港

第144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

◆エクササイズ
（お尻と太ももの境目をつけるのが目標）
お尻の脂肪をとって、お尻を引き締まったものにするためには、お尻全
体の筋肉の力を肛門に集中させるような感じで思いっきり緊張させま
す。このとき、お尻を脚から浮かせるような感じでうえ向きに力を入れる
と、カタチのよいお尻を作る上でより効果的となります。常にこの常態を
意識することによりお尻と太ももに境目がよみがえります。

◆マッサージ
（お尻を引き締めカタチを整えるのが目標）
マッサージは体の中の老廃物を排出し、リンパの流れを活発にさせてくれます。
１．手にこぶしをつくり、お尻の肉を持ち上げるようにして渦巻きを描く
ようにさすります。
２．お尻の下から腰の部分にかけて持ち上げるようにする。

◆ショーツのはき方におけるヒップアップ
ヒップアップしたきれいなお尻になるために、ガードルやショーツは、は
き方も大きなポイントになります。ショーツの左右を持って引き上げてし
まうと、お尻のスグ下の肉を太ももの付け根にたるませてしまう結果にな

るので、ショーツの前後を持ってお尻の丸みを包み込むようにして履いて
ください。たったこれだけのことで、若いひとならば数カ月もすれば三段腹
やヒップラインが美しくなるし、ウエストもきゅっと締まってくるはずです。

◆引き締まったお尻をつくるウォーキング法
じっくりと脂肪を燃焼させるウォーキングは痩せやすいからだを作るだ
けでなく、きゅっと締まったお尻も作ってくれるうれしい運動法です。
まずは顎を引いて背筋を伸ばし、腰をひねるようなイメージで大きく腕
を振って早足でいつも歩いている時より歩幅を広めに取るのがポイント
です。歩幅の目安は身長（㎝）×0.45。
自分の身長から歩幅を割り出し、その
間隔を意識して歩くようにすればい
いです。速度は少し息が弾む程度が
もっとも効果的なので、ハッハッと声
が出るくらいの呼吸でリズムをつけ
て歩きましょう。また、脂肪を十分に
燃焼させるためには、じわっと汗をか
くまで続けましょう。そのあとで、水を
飲むこともお忘れなく。

楊さちこの中医美容学的　たるみのないお尻は足長のキーポイント

◆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。

　体のうしろ側は、普段自分では見ることのできない部分。だからなおさら気になるのが、背中からお尻にかけてのボディライン。とくに、重たくなった
脂肪が重力に逆らい切れずにどんどんと下がっていくヒップ周辺は、誰もが一番気にするところです。「なんだか最近お尻が重たくなってきたみたい」と
感じたら、それはお尻の筋肉に刺激が不足している証拠です。
　たるんだヒップを引き上げるためには、お尻部分の筋肉強化がポイント。脚を後ろへ持ち上げるようにする運動やお尻を引き締めた姿勢を、普段か
ら習慣化させておきましょう。
　お尻が1㎝アップすると脚が3㎝長く見えるようになるといわれています。女性にとって美しくしまったお尻は永遠の憧れ。ぷよぷよと贅肉のついたお尻
を引き締まったお尻にすることが目標です。
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香港ヘルス＆ビューティー


	P13 Job Search_441R
	P14 Job Search_441L
	P15 Business SAKURA_441
	P16 Business_Nikkei_441
	P17 AD_441R
	P18 School _441L
	P19 AD_441R
	P20-21 Intelli AD_441 F
	P22 Shopping titikaka_441L
	P23 AD_441
	P24 Health_DrYoung_441

