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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！

消える明かり
「すき家」、バイト反乱で営業不能 （5月20日）

ダルビッシュ、
逃した快挙と記録員の「情」 （5月20日）

3位〜10位は・・・

弊紙11ページに掲載中！
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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 5月17日～23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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紙面のどこかに佐藤製薬のマスコット、サトちゃんがかくれているゾウ！ 詳しくは5ページへ。
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広東香港

香港 深圳

日本語 (852)2366-1078　G/F., 7-9 Minden Avenue, TST
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料理長お任せ（HKD700~）も承ります。
日曜日も平常営業。

香港

　ふわふわ&とろとろの絶品オムライスやこだわりカレーなど本格的な
洋食を「ノリタケ」の食器で楽しむ「niji bistro」。同店になんとチーズラー
メンが新登場。チーズラーメンと聞いて驚く方もいるのでは。こちらは
トッピングにチーズがのっているものだが、さすが洋食を手掛ける同店
だけあり、使用しているチーズは2種類。パルメザンチーズで豊かな香り
とコクを、モッツァレラチーズで弾力と歯ごたえをだし、スープとチーズ
を驚くほどマッチさせ、あっさりしたラーメンに仕上げている。また、麺と
チーズがうまく絡まり今までと違ったラーメンが楽しめる。女性や子供は
意外とハマる味かも？！トッピングは、6種類から好きなものを選べ、玉子
も味玉か温泉玉子か、選択可能。スープは醤油、とんこつ、トマトスープ
と選べる楽しみも嬉しい。

　値段はHKD98で、18時から21時30分まで、セントラル(中環)店のみの
提供となっている。その他のメニューもオススメなので、気軽に食事で
きる同店は要チェック！！

niji bistro セントラル店のみ
チーズラーメンが楽しめる！！

帰来
6月12日上映
監督：張芸謀
出演：陳道明、鞏俐、張慧雯

「単騎、千里を走る。」張芸謀監督の最新作
「帰来」　香港6月12日上映
　1930年代から70年代末までの中国が舞台。上海の良家の御曹司だっ
た陸焉識はインテリ階級の反革命分子として糾弾され、長年にわたって
家族と離れざるを得なくなった。ある日監禁先から逃げた陸は、娘に反
抗された。バレエダンサーを目指す娘は批判される材料にならないよ
うに、父と母の再会を妨害したのだ。再び監禁に戻された陸を支えるの
は妻への愛情と家族団円への憧れだけ。だが、無実を訴え、やっと実家
に帰った陸を待っていたのは、既に夢を諦めた娘と長い年月に認識症
にかかり、彼の顔も分らなくなっていた妻だった。そこで、彼が選んだ道
は･･･
　中国の名監督張芸謀の最新作。5月の第67回カンヌ国際映画祭の非
コンペティション部門で上映された。1994年の「活きる」と同じく、女優・

鞏俐を起用しているところも注目されている。そして常に新人を大抜て
きし、一作で人気女優に仕立て上げることでも知られる同監督が、今回
選んだ新人・張慧雯の演技も見逃したくない。

niji bistro
＜セントラル店＞
住所：2/F.,11 Stanley St., Central
電話：(852)3580-0227

香港トピックス
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中国全土香港

かぐや姫の物語
7月12日上映
監督：高畑勲
出演：朝倉あい、高島健吾、宮本信子、田畑淳子、他

スタジオジブリが描く本当の｢かぐや姫の物語｣とは？
7月12日香港公開予定
　竹の中から生まれ、美しい娘に成長し、多くの貴公子からの求婚も退
け、満月の夜、迎えに来た使者とともに月へと去ってしまう――。日本人
の誰もが知る「竹取物語」だが、かぐや姫がどうしてこの地に心を残し、
月へ帰ることをあれほど嘆き悲しむのか、その理由、その真実を描き出
そうとするスタジオジブリの最新作「かぐや姫の物語」。日本で最も古い
物語といわれる｢竹取物語｣を題材に｢罪を犯したために、この地に下ろ
された｣とされているかぐや姫の犯した罪、そして罰とは何かを、原題の
筋書きはそのままに知られざる心情と謎めいた運命の物語を淡い色彩
で描く。
　｢アルプスの少女ハイジ｣、｢母をたずねて三千里｣、｢火垂るの墓｣など
日本のアニメーションの基盤を作ったとも言われる日本アニメ映画の巨

匠高畑勲監督が率いる同作。製作期間8年、そして、製作費50億円の超
大作だ。主人公・かぐや姫には朝倉あい。絶世の美女の悲しみと喜びを
見事に演じた。幼馴染である捨丸役には実力派俳優の高島健吾が努め
るほか、地井武男、宮本信子、田畑淳子、上川隆也などかつてない豪華
なキャストにも注目だ。

　セントラル（中環）にある芸能人・セレブ御用達のネイル＆まつげサ
ロンと言えば「aQuaeria　Nail&Lash」。日本人スタッフ4名在籍で、JNA資
格保持者のネイリストがハンド&フットを、JLA資格保持者がまつげエク
ステやパーマを施術。日本と同様の質の高い丁寧なサービスと、日本製
の商材を使用しているので安心して利用できる。また、検定保持者や
コンテスト受賞者を数多く輩出したネイルとまつげエクステのスクール
も併設しており、お稽古事からプロ志向まで、幅広い年齢層のネイリス
ト、アイリストの卵たちが日々学んでいる。ネイルはJNA認定講師から、ま
つげエクステはJLA認定講師か らの直接指導を受けることができる。
　現行のプロモーション価格「ハンドソークオフジェル/フットジェル/ま
つげエクステ/まつげパーマ」(価格は右側を参照）が、夏のキャンペーン
として6つのサービスのうち2アイテム同時施術で更に10%オフ。3アイテ
ム同時でなんと15%オフ。
　まだネイルやまつげエクステにチャレンジしたことがない方は、是非
この機会を利用してみよう！ 期間は6月6日から8月31日まで。

[プロモーション価格]
ハンドジェルマンスリープロモーション　HKD790(HKD1000ドル相当）
フットジェルマンスリープロモーション　　HKD1090（HKD1300ドル相当)
初回ハンドジェルプロモーション　　　HKD480（HKD650～850相当）
初回フットジェルプロモーション　 　 HKD780（HKD950～1050相当)
まつげエクステンション　50／50pc　 　HKD500 (HKD600相当）
まつげパーマ　　　　　　　　　　　　　　　HKD320

夏の女子力アップ！
ネイル＆まつげエクステ特別キャンペーン実施中

aQuaeria Nail&Lash
住所：1/F., Tung Yiu Comm. Ctr., 31A Wyndham St., Central
電話：(852)2526-9313
時間：10:00～20:30
アメブロ：ameblo.jp/aquaerianailsalon
ウェブ：www.aquaeria.asia
フェイスブック：aQuaeria nail salon

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

日本人俳優の演技もお見逃しなく！
　インドネシア発のアクション名作続編。家族の身を危険から守るため、潜入捜査官とし
て、あえて裏社会に潜むことになった主人公のSWAT隊員・ラマが、ジャカルタを牛耳る
地元ヤクザの大物、バングンの組織と、日本から進出して来た対抗勢力の暴力団の後藤
組とを同時に壊滅させる大博打に挑む！アクションシーンも前作より進化しており、2014
年サンダンス映画祭で上映する際も大好評を得た。今作の監督と主役は引き続きギャ
レス・エヴァンス監督とイコ・ウワイス。ほかには松田龍平、遠藤憲一、北村一輝などが日
本の暴力団・後藤組の関係者役で出演する！この夏、アクション好きには見逃せない作
品だ。

The Raid 2
香港上映

6月19日

6月特別企画！目印は長い鼻！？
　4週連続でPPWスペシャル企画がスタート！ユンケルでおなじみの佐

藤製薬のマスコットキャラクター「サトちゃん」が、本号より4週連続で紙

面のどこかでかくれんぼをしている

ので探してみよう。あっと思うような

意外なところに隠れていることも。ま

た、佐藤製薬の商品は下記WEBで

チェック。

PPW紙面に隠れる
「サトちゃん」を探せ

6月中

The Ritz-Carlton, Hong Kong
International Commerce Center
1 Austin Rd. West
15:30～18:00
(852) 3717-2889
www.ritzcarlton.com/en/Properties/HongKong
月～金　　　　　　HKD318/人　HKD538/2人
土日祝日、父の日　　HKD338/人　HKD558/2人

監督：ギャレス・エヴァンス
出演：イコ・ウワイス、ヤヤン・ルヒアン、松田龍平他 www.sato.com.hk

Shop P101, The Peak Tower, 128 Peak Rd., HK
(852)2894-6966
www.madametussauds.com/HongKong
大人　HKD240、子供　HKD170、シニア　HKD170 

大人気クリスティアーノ・ロナウドが香港に？！
　ワールドカップが開催間近！ビクトリアピークにあるマダムタッソー館

では、レアル・マドリードのスタープレイヤーでポルトガル出身のクリス

ティアーノ・ロナウドが、サッ

カー選手としては2人目の仲

間入り。7月13日まで、彼の背番

号である7番のチームTシャツ

を着た人は入場料25％オフ。

マダムタッソー館  香港
チャンピオンフィーバー

リッツカルトンホテル
JEAN-PAUL HEVEN

7月31日まで

贅沢チョコ尽くしのアフタヌーンティーセット　
　リッツカルトンホテルの｢Café　103｣ではワールドカップ開催を記念
して世界トップクラスのショコラティエのジャンポールエヴァンとコラボ
し、北米産の最高品質のカカオを使用したチョコ尽くしのアフタヌーン
ティーを提供。ティーまたは自慢のホットチョコレート付きでHKD220で
シャンパン、HKD140でスパークリングワインの追加も出来る。

カルバンクライン
2014アイウェアコレクション

販売中

ニューデザインでオシャレに夏を楽しむ。
　カルバンクラインから2014年アイウェアコレクションが到着。今期の
デザインはミニマリズムでありながら複雑な構造、洗練された色使い、
ユニークなデザインをミックス。中でも2色のカラーブロッキング、新し
いメタル使い、そしてフレームに異なる素材を使用し新鮮さと今年らし
さを表している。

カルバンクライン取り扱い店各店
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香港 香港＆広東

Exhibition ZHEN
一周年記念プロモーション

6月30日まで

人間とゾンビ、あなたはどっち？
　アメリカで話題のゾンビをテーマにした5kmマラソン。様々な障害が
あり、ゾンビに追われる中ゴールを目指して走るレース｢Run　For　Your 
Lives(命を掛けて走り抜けよう)｣。2011年から開催されている大人気の

レースが再来港！ランナーは
人間チームかゾンビチームを
選べる。あなたはどっちに加
わる？

Run For Your Lives 
異色なマラソン

強力紫外線をカット！
　発売以来強烈な紫外線を防ぐUVカット力で人気の「サンプレイ」シ
リーズ。スーパーブロック、スーパークール、クリアウォーターの3種類は

香港でも発売中！それぞれが異なる特
徴を持ち、3品ともなんとSPF50+ 
PA+++という優れたUVカット力を
持っている！ヒアルロン酸Na（潤い成
分）配合で、しっとりとした使用感。気持
ちよく使える。

SPF50+
サンプレイシリーズ

発売中

鴻福堂
ソルティライムドリンク

発売中

中国伝統の飲み物が生まれ変わった
　「咸青檸」という中国伝統的な飲み物ソルティライム。甘さ、すっぱさ

としょっぱさをうまく融合させた味覚を刺激する1品だ。食欲不振になり

がちな夏の直前、漢方茶専門店「鴻福

堂」よりソルティライムドリンクが発売！

ライムだけでなく、金柑とレモンに塩と

蜂蜜を加え、暑気払いに備えておきた

いアイテムだ。

疲れた身体にさようなら！！
　今年で 1周年を迎えるフットスパ＆ボディーマッサージの｢ZHEN｣。
確かな技術で在港日本人を始めローカルから旅行者まで癒しのマッ
サージを提供。6月30日まで日頃の感謝をこめて特別割引キャンペーン
を実施中。フェイスブックのページを訪れてライクを押すと、HKD40 の

キャッシュクーポンを贈呈。さあ、早速お得
に疲れを癒そう。

来港する親友に介紹したいお得なパッケージ
　ペニンシュラホテルでは11月末まで、お誕生日の月にバースデーに
ぴったりなゴージャスな宿泊プランが選べるキャンペーンを実施中。デ
ラックスルーム宿泊でペニンシュラの伝統的な｢The　Lobby｣での朝食と
ペニンシュラのバースデーケーキも付く。スーペリアスイート宿泊は上記
に加えて片道のお迎えサービスとハーフボトルのシャンパン付き。

Peninsula Hotel
バースデーサプライズ

11月まで

Exhibition Gallery 1 & 2 and open space, 
Oi!, 12 Oil St., North Point
10:00～20:00（月　定休）
(852)2512-3000
入場無料

The Peninsula Hong Kong, Salisbury Rd., KLN
(852)2920-2888
secure1.peninsula.com/en

Reflection!
展覧会開催中

7月8日まで

現実と幻覚に間に
　建物とその反射した映像からどのような衝撃が得られるだろうか。
「Reflection（反射）」と題した展覧会では境界線を打ち破り、現実と作られ

たイメージを混合した世界を作り
上げた 3 つのアーティストグルー
プによる作品が展示されている。地
面にいるのにまるでビルの上にい
るような感覚など、錯覚を覚えるよ
うな体験ができるだろう。

Suite 1802, Century Square, 
1-13 D'Aguilar St., Lan Kwai Fong, Central
月～日　10:00～24:00
(852)2116-3980
www.facebook.com/zhenhk

rfyl.hk

Mannings、Watson’s、
SASAなど大型薬局まで
HKD89.9/35g

鴻福堂各店舗まで
HKD8.9/550mL
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香港＆広東 香港＆広東

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 香港専門職/コンサルタント 北京・上海 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）。

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

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 25K～35K

香港/香港島

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/
マスコミ・広告・デザイン 24K～28K

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。

JAC 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 30K前後3年以上のIT系開発経験がある方。

香港/香港島 ～20K JAC 香港
会計事務所にてコーディネーター職。中国語
もしくは英語がビジネスレベルの方。基礎的
な会計知識があれば応募可能。

JAC 香港20K程度香港/九龍 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。

JAC 香港～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
関連業務に従事していた方。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 30K～40K

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。

香港/香港島

香港/香港島

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。

JAC 香港会計経理・経営管理/
コンサルタント ～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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

営業・販売系/物流・倉庫

～25K程度香港

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。

技術系（IT・通信）/
メーカー（化粧品・医薬品）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

JAC 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。 JAC 香港

RGF 香港

専門職（金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

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 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 23K～30K

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
流営業経験必須。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～35K香港/九龍

日系最大手のシンクタンク・SIerでのERP
コンサルタントの募集。日系の大手製造業・
商社向けのグローバルERPプロジェクトに
おける、プロジェクトマネジメント業務 。

RGF 香港香港/香港島

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

香港/香港島 23K～28K

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 香港専門職/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～30K香港/九龍

日系webマーケティングにて営業人材を募集。
未経験でも考慮。新規顧客開拓及び、既存顧客
のフォロー。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港20K～25K

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。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 ～45K香港/香港島

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。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東香港＆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

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 20K～25K電子部品営業業務。既存顧客への営業、納期

調整、トラブル時の対応等。

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 応相談

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。

技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/九龍 RGF 香港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。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/新界 RGF 香港20K～40K

大手オンライン企業にてE-commerce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。

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
専門職（金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

香港/香港島 ～25K

3年以上の営業事務、カスタマーサービス等の
経験者。会計経理の知識尚可。日系既存顧客
との連絡業務、新規潜在顧客への提案、会計士
との調整など。 ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ生産管理・品質管理・
購買/専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25K

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。

香港/九龍 ～25Ｋ キングスウェイクリエイティブ系/
専門商社・総合商社

Webサイトのデザイン開発実績のある方。
デザインの更新、保守。関連会社の業販ページ
拡充など。新規ビザサポートあり。ビジネスレ
ベルの英語。

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 ～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。

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）

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。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/物流・倉庫 RMB15K
～20K深圳

営業。物流経験者の方優遇。物流経験がない
方でも、日系企業での就労経験が有り、コミュ
ニケーション能力が高い方応募可。北京語ビ
ジネスレベル・英語は読み書き出来れば尚可 。

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） RMB20K広州

自動車部品メーカーへのルート営業と新規拡販
営業、営業部全体の管理。営業経験3年以上、
北京語日常会話レベル。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

～RMB30K東莞 金型設計者。樹脂金型設計経験必須。語学不問。
北京語日常会話程度できれば尚可。

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）

深圳 応相談

品質管理。PCBA・FPC/COFの生産工程・管理
手法について熟知している5年以上の経験者。
LAYOUTの設計、検図経験があればベター。
語学不問。

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） 20K～25K香港/九龍 アシスタントマネジャー。日系マーケットの開拓、

既存顧客のフォロー、日本への出張有。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 25K香港/新界 既存顧客フォロー、出荷手配、出張対応要。

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。

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/新界 20K
購買関連業務全般。華南地域への出張有り。
英語および北京語コミュニケーションレベル
以上。

ぽけっとページ主婦パート/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

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

インテリジェンス
広州

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム RMB18K

日系製造業向けITシステムの営業、マーケ
ティング、企画業務。IT業界経験者優遇、北京語
日常会話。

広州
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香港

香港

香港

　日頃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。Windows XPのサポート終了から2か月

が経ち、現時点では業務に差支えは無いが将来どのよ

うなOSを使い社内のIT管理を進めていくべきかお悩み

の企業も多いと思います。大分前にLinux OSの導入に

ついて本コラムでも書いたことがありますが、（2010年

8月4日、241号を参照）、いよいよLinux活用の時機到来

といえるのではないでしょうか。先日も顧客企業にてPC

のOS総入れ替えを行いましたが、新規にWindows OS

を導入することがどれほどコストのかかるものなのか

思い知らされました。会社のポリシーとしてWindows 

OSの使用に限るという会社様は仕方ありませんが、業

務に問題が無ければLinuxでもOKという判断ができる

会社であれば今こそLinux OSへの総入れ替えを検討さ

れてはいかがでしょうか。

　本件で顧客企業と相談すると、大抵下記のような質

問を受けます。①今まで使ってきたワードやエクセルの

ファイルはLinux上でも問題なく使えるか。②Eメールの

データは問題なく移行できるか。③PCの使用方法が変

わって業務が非効率的にならないか。④Linux OSは安

全か。⑤Linux OSを使う上で社内のIT統一管理が可能

か。⑥データ共有サーバとの連携は大丈夫か。

　これらの質問に対し、実は全て解決済みなので安心

して Linux OSをお使いくださいと断言できます。そもそ

も、Windows OSはパーソナルな、つまり個人個人の

コンピュータで独立して業務を行うことを目的として作

られていますので、元来、組織としてコンピュータを利

用することを目的として作られたLinuxの方が企業のIT

一括管理には向いています。そして、元々Windowsで

行っていた業務は基本的に全てLinux上でできますの

で業務に支障が出ることはありません。しいて言えば、

Linuxの利用に慣れていないために起こる問題発生時

の対処方法がわかりづらい、というくらいでしょうか。そ

こはITサービスの専門家に聞いてもらえば解決できる

と思います。あとは、中国国内ですと政府部門指定のソ

フト（税関や税務署等が企業に強制的に使わせている

ソフト）が未だWindows XPにしか対応していない場合

もありますので、それらは今後もXP上で使うしか選択肢

はありませんが。

　Linux OSといってもいろいろありますが、Ubuntuが

インターフェイスもわかり易く使い易くユーザーフレン

ドリーなのではないでしょうか。Ubuntu（ウブントゥ、ウ

ブンツ）は、オープンソース・ソフトウェアで構成された

OSで、デスクトップ版およびサーバ版が利用可能です。

無料でダウンロードが可能ですので、使わなくなった

PC機材上にインストールして試してみるのも良いので

は。Linux OS搭載のデモ機を用意している会社もあり

ますので、そちらを使ってみるのも良いと思います。

Linux活用の時機到来です。

　　　　　　　　　　　　 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

【Linux活用の時機到来です！】

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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香港&広東

読まれた記事ランキング
5月17日～23日 

　1位は「すき家」。人手不足に業務量の増加が追い打ちをかけてアルバイトが離反し、店舗の休
業や営業時間短縮が相次いでいるという内容です。景気の回復を受けて人手不足は様々な業種
でもささやかれはじめており、こうした現象は今後、外食産業以外にも広がる可能性があります。
ほかにはダルビッシュやイチローなど、野球関連の記事が注目を集めました。中西孝樹氏のトヨタ
に関するコラムも2本ランクインしています。5月17～23日に読まれた記事を紹介します。

消える明かり　「すき家」、バイト反乱で営業不能 （5月20日）

ダルビッシュ、逃した快挙と記録員の「情」 （5月20日）

（3）故障とは無縁、イチローのケガから見えるもの （5月19日）
 
（4）おひとりさまのつもりが結婚　意外な落とし穴 （5月20日）
 
（5）波に乗れなきゃ引くのも投資（片山晃） （5月22日）
 
（6）三陽商会、「バーバリー」販売終了へ　売上高3割相当 （5月19日）
 
（7）再開発で地上も地下も激変、見えてきた「未来の渋谷」 （5月19日）
 
（8）「先生すいません」　片山被告、弁護士に謝罪 （5月20日）
 
（9）人手不足は株価を押し上げるマグマになる （5月21日）
 
（10）グルメじゃなくても食費貧乏　自覚なき無駄遣い （5月21日）
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深圳 香港＆深圳

■まず最初に、御社の設立の背景を教えてください。
 大丸興業株式会社の創業は1933年、香港支店は今から
ちょうど20年前の1994年3月に設立されました。20年前の
世の中というと、商品の生産を中国で行い、日本国内外へ
販売するルートが主流であり、最もコストが低かった時代
ですね。我々も中国のポート（港）である香港に拠点を置
いて、メーカーや取引先とのやり取りを始めたわけです。
日本国内では、食品・化学品から包装資材、雑貨、釣竿そし
て電子部品まで幅広く取り扱っている我が社ですが、香港
支店では、需要の多い包装資材や電子部品の部門を担当
することになりました。

■現在、業界全体の状況はいかがでしょうか？
　正直、どの業界も厳しいですよね。「負け組」「勝ち組」と
いう言葉が一時期流行りましたが、もう今の経済状況では
そんな区分はないと私自身感じています。現在、中国の高
度急成長に伴い、我が社も中国以外のアジア諸国で生産
依頼をするケースが多くなりました。その点、元々中国以
外でも、台湾やベトナム、ミャンマー、インドネシアに拠点
があり、さらに上海とタイにも子会社がある我々は、この
ネットワークのおかげで、色々な国・地域の目的に適した
メーカーや商品をいち早く把握することが出来ます。た
だ、モットーとしている「安心できる商品」「安定した品質」
を維持するには、手間もコストもかかりますし、課題も多
いですね。

■香港での業務・オフィス運営について、日本とはどんな違
いがありますか？
　香港での業務は、やはり日本と法律が異なるので、その
点では面倒なこともありますが、それ以外は全く問題あり
ません。現在、香港支店のメンバーは、現地スタッフ4名、
日本人スタッフ3名、全部で7名です。現地のスタッフは驚
くほど仕事熱心で観察力が鋭く、本当に優秀です。勤続10
年以上のスタッフもいますし、業務は本当にスムーズに行
えています。
　我々は、入社後必ず日本語で教育し、日本人の心と大丸
興業のルールをレクチャーします。メール・電話対応、接
客全て日本語で行ってもらいます。日系企業が取引先の
大半を占める我が社では、お客様と安心と信頼の関係を
築くために欠かせない部分です。

■業務を円滑に行うための工夫・発見などがありますか？
　そうですね。例えば、取引先の担当者が現地スタッフの
場合は、こちらもなるべく現地スタッフに担当してもらうよ
うにしています。香港に限らず、やはり現地には現地の方
法・考え方というものがありますから、日本人が担当する
よりもすんなり事が運ぶことが多いんです。同じ意見を伝
えるにも、やはり少しニュアンスが違ったりしますからね。
その辺は現地スタッフを信頼して任せています。逆に、先
ほどお話したとおり、日本人には日本式の対応やルール
がありますので、その時々のケースに応じて担当者を決め

ていきます。そして、取引先ごとに担当者を1人置く。必ず1
人です。複数になると必ずいつか漏れが出てきますから
ね。あとは、スタッフそれぞれに大きなミッションを与えま
す。週1回必ず日本とのミーティング、オフィス内ミーティン
グを行いますから、そこで自身の目標とそれに向けての予
定を立ててもらう。そうすると、皆自然と街中の色々な商品
や物事に興味をもって提案してくれるようになるんです。

■海外赴任のご経験は？また、香港の生活には慣れましたか？
　実は、私は今回2回目の香港赴任で、合計6年程こちら
にいます。我が社としては、若い社員に海外赴任を経験さ
せるという方針がありますので、たいていは4年程度で交
代するんですが、新しい分野へシェアを拡大していくとい
う課題のもと、再度こちら来ることとなりました。
　全然日本へ帰りたいとは思わないですよ（笑）運動も適
度に、お酒もたしなむ程度。こちらのローカルな生活好き
ですし、何の不自由もありません。マイナーなお寺やお店
にチャレンジするのが好きで、現地スタッフにも呆れられ
る程です（笑）

■現在、力を入れている点と今後の目標を教えてください。
　電子部品部門と同様、食品や雑貨の部門にもより一層
力を入れています。香港に拠点をおいている利点をフル
に生かして、中国華南地区全域の企業様のご期待に沿え
るように、そしてもちろん、大丸興業の得意としている「日
本の品質レベル」の維持、「安心・信頼のおける商品」の生
産・販売をさらに拡大していく意気込みです。
　我々には、「どちらが上か下か」という概念はありま
せん。依頼して頂いた方々に、より良い品をお届けし、お
互いがより良い方向へ進めるということ。「義理をもって商
売をする」ことが、我々のモットーです。
　ずっと一緒に仕事をしてきたこのメンバーで、今までの
分野はもちろん、新しい分野にも視野を広げてそれぞれの
知識・能力を存分に生かし、成長していけたらと思います。

教えて！
総経理！
81年前、大阪に設立された「大丸興業株式会社」。
この不況の中、徹底した「日本の品質レベル」を維持している大阪の商人魂に迫る。

［竹氏 利夫氏  PROFILE］
1966年生まれ。
大学卒業後、他社で経験を積んだ後、現在の大丸興業株
式会社に入社。入社後は、電子デバイス部門に所属し、電
子部品の設計から販売に従事。1998年、香港支店へ赴任
し、約半年で総経理となる。香港支店在籍は約6年。趣味
は、マイナーな香港のスポットに行ってみる事。

Daimaru Kogyo, Ltd.
住所：Unit 1310, 13/F., Lippo Sun Plaza, 28 Canton Rd., TST
電話：(852)2893-9108
ファクス：(852)2893-5853

効
率
化
社
会
の
中
で
、

日
本
品
質
の
限
界
に
挑
戦 関西弁で熱のこもったインタビュー。竹氏氏のカリスマ性を感じる

ビジネス（香港・広東共通）
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早く上達させたいなら、セントラルのプレスで！
　セントラル駅から徒歩5分にあるプレスランゲージセンター。昼間は主婦、夕方はキッズと学生、そし
て夜になるとビジネスマンが次々と訪れる。ここの最大の魅力は、徹底した学習カリキュラムだ。ディレ
クターのエリック氏が長年研究してきた「もっとも効果的なレッスン」を提供するため、自ら資格を持っ
たネイティブの講師をトレーニングし、そのトレーニングに合格した講師のみに授業を担当させている。

だから伸びが速い！
　プレスではそれぞれの生徒さんが学習を始める前に、徹底的に語学レベルをチェック。目的や目標
をじっくりと聞き、それぞれに合わせたスタディプランを組んでいる。プライベート、セミプライベート、
グループレッスン、フレックスレッスンがあるが、グループレッスンは最大6人までの少人数制なので、
発言する機会が多いのが特徴。また、講師が定期的にそれぞれの生徒さんの“成長”をチェック。「この1
カ月でリスニング力がアップしたね。言葉の正しい選び方を補強していこう！」など、細かいアドバイス
をもらえるので、自分の成長を確かめながら勉強を進めることができるのだ。

学びやすい環境で通いやすい！
　レッスン前日までにプレスに連絡すれば、体調を崩したり、大事な仕事が入ったりしてレッスンを休ん
でも「振替」制度を使えるので安心。1週間単位で休みを取れる「長期休暇」もあるので、一時帰国や出
張でしばらく香港を離れるときに便利だ。また出張先でもオンラインでレッスンを受講できる。

　また小さいお子様がいるママにうれしい「ベビーシッター」制度も。経験豊富なベビーシッターがレッ
スン中、ずっとお子様をケアしてくれるので安心してレッスンを受けることができる。時間のある時は、
無料の「コーヒー＆カンバセーション」に参加して、さらに会話力をアップできる機会も！

　「英語がもう少し話せたら…」、「キャリアアップのために普通話を勉強したい…」、そんな風にお考え
のあなた、プレスに一度行って無料カウンセリングを受けてみては？
　
　3カ月後には確実に今とは違ったあなたに出会えるはずだ。

★英語コース
日常英会話、ビジネス英語、専門的な
ビジネス英語、資格試験対策(TOEIC、
TOEFL、IELTS、BULATS、英検、SAT/
PSAT)、子供向けグループレッスン、企業
向け語学研修プログラム、インター校幼
少中高校生向け集中補習コース

★普通話コース
日常会話、エクゼクティブ普通話、子供向けグルー
プレッスン、企業向け語学研修プログラム、資格試
験対策(HSK、BCT)、奥様達のやさしい普通話

★広東語コース　
日常会話、サバイバル広東語、子供向けグループレッスン

英語、普通話、広東語を

好評開講中

プレスってどんな学校？
●カナダ人の校長が長年の教師経験と徹底した研究で開発した、最小限の努力で最
大限楽しみながら学習できる”システムを実践！
●講師はすべて学位と経験を持つネイティブ。質のよいカリキュラムに加え、学習計画
やカウンセリングで上達が早い！
●「ベビーシッター制度」でママも安心して学べる
●「コーヒー＆カンバセーション」や「フィールド・トリップ」で楽しみながら学べる！
●充実の振り替えシステムで通いやすい
●長期割引が魅力
●日本人スタッフが常駐。日本語で相談できるので安心

<お気軽に日本語でご連絡ください！>
プレスランゲージセンター
住所：5/F., On Lan Center, 11-15 On Lan St., Central
 香港中環安蘭街11-15號中安大廈5樓
 中環駅D1出口から徒歩5分/香港駅C出口から徒歩8分
電話：(852)3489-8874
ウェブ：www.preslanguage.com
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名刺貼り付け位置

PPW新聞の短所を3つ挙げてください。

あなたの職業を教えてください。

お名前

電話番号

E-MAIL

携帯電話番号

読み仮名 ご年齢 0 代

1

2

3

｢2014-15 ぽけっとページ電話帳 香港・華南版｣を
差し上げます!

※ご記入いただきましたご情報に誤りや虚偽がある場合は、発送できませんので予めご了承ください。また弊誌ご請求の方には、ぽけっとページメールマガジンをお届けする場合があります。発送は香港地区・広東省に限ります。

□ 会社経営者 □ 駐在員 □ 現地採用者
□ 主婦 □ 出張者 □ 学生
□ 旅行客 □ その他 ＊PPW438掲載分

弊誌お送り先ご住所

下記アンケートにお答えいただき、名刺を貼り付けて香港（852）2376-0399までFAXでご返信ください。
後日お一人様一冊弊誌をお送りします。下記記入漏れがある場合は送付いたしませんので、ご了承ください。 さらにボリュームアップしました !

（お一人様一冊限り） お申し込み期限 :2014年7月5日

　『信用』というものはどうやって手に入れるものなのでしょうか。とにかく

お金で買ったり、何かで突然得たりするものではありません。人に言った言

葉をその通り実行し、また人と約束したことをどんな些細な約束でも守る

こと。そんな『有言実行』の積み重ねがその人からの信頼となって行きま

す。顧客から、上司から、部下から、さらには家族からさえも信頼をなくして

しまうことがあります。信頼をなくしてしまう原因は『安易な約束』です。約

束すればその場は円く収まるかもしれません。しかし、その後その約束を

反故（ほご）してしまうと、今まで築き上げてきたその人からの信頼を一瞬

でなくしてしまうかもしれません。ですので、気軽に人と約束をしないこと

です。論語のこの一節では「馬車も引けない」と表現しています。これは『信

用というものは人と人を繋ぐものであり、それが無ければ誰からも引っ

張って貰えず、人として進歩できない』という意味が込められています。約

束は守ってこそ約束です。できるかできないかよりも安易に約束事を作ら

ないというのも信頼を守る一つの手ではないでしょうか。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」

（
孔
子
）
先
生
は
言
わ
は
っ
た
。

「
人
か
ら
信
用
さ
れ
へ
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

人
と
し
て
は
も
う
お
仕
舞
い
や
ろ
な
。

馬
車
引
く
の
に
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ー
プ
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な
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た
ら

前
に
も
進
ま
れ
へ
ん
や
ろ
？
」

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
孔子说：“做一个人如果没有信用，
不知道这怎么可以。
如有大车，小车没有车链，
如何能行走呢？”

日本語現代語訳
子曰わく、人にして信なくんば、
其の可なることを知らざるなり。
大車輗(ゲイ)なく小車軏(ゲツ)なくんば、
其れ何を以てかこれを行(や)らんや。

【原 文】
 子曰、人而無信、不知其可也、大車無輗、小車無軏、其何以行之哉

信頼ないと一人で生きて行くしかないんちゃう？

2014年継続企画
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳

14 Pocket Page Weekly 06 June 2014 No. 438
B

香港スクール



香港クラシファイド

日本語プレイグループ
コロボックルは毎週火曜日の午前中跑
馬地にある聖マーガレット教会で約1歳
から3歳くらいまでの子供を対象とした
日本語のプレイサークルです。只今参加
希望の親子を募集しています。お見学の
申込は、korobokkuruhk@gmail.com 
笹木までどうぞ!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ニールズヤー ド認定アロマセラピー
基礎クラス2014年9月期生募集

◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年9月4日～
10月16日　10:00～12:15（週1回全6回）
※ 10月2日祝日のため休講
②金曜日午前クラス：2014年9月5日～
10月10日　10:00～12:15（週1回全6回）
③日曜日午前クラス：2014年9月7日～
10月12日　10:00～12:15（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、開講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：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをし
ています。活動場所は奥運駅 / 美孚駅、
参加者は20代～60代の日本人です。テ
ニス好きな方のご参加お待ちしており
ます!
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バドミントンメンバー募集！
バドミントンやりませんか！性別、年齢、
経験問わず！メンバーは経験者から、香
港で始めた人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム（紅磡）近郊で活動
しています。希望者は、年に数回他チー
ムとの交流試合にも参加しています。ぜ
ひ、ご参加ください！
電話：(852)9018-0357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。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。
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
隔月で同窓会を開催中です。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。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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：(852)9701-8517

【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。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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・野崎
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

早慶合同パーティーを6月27日（金）に開催します。
「永遠のライバル」である早稲田・慶應
義塾の仲間と語り合い、そして早慶戦香
港ラウンドを競います。伝統の「レガッタ
レース」など、熱き闘いを繰り広げる早
慶合同パーティーに、どうぞ奮ってご参
加ください。会場手配の都合上、出席ご
希望の方はお早めにご連絡ください。
日時：6月27日（金）
19:00開場、19:30開宴予定
場所：Eaton HK, 380 Nathan Rd.,
 Jordan, Kowloon, HK
会費：社会人HKD550、学生HKD300
問い合わせ先：
香港稲門会（早稲田）
メール：hktomonkai@yahoo.co.jp
香港三田会（慶應義塾）
メール：hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ICU同窓会香港支部夏のアウトドア イベント
スタンレーでランチの後、自生するマン
グローブなどを見て環境について考え
るイベントを計画しております。ICU大
学、大学院、留学方などゆかりのある
方、ぜひご気軽にご連絡ください。
日時：6月14日（土）正午
場所：スタンレー、タイタムにあるエコ
エジュケーションセンター
費用：食事代、交通費のみ
連絡先：icuhk@hotmail.com
集合場所など詳細はフェイスブック：
www.facebook.com/group.php?gid=
70261608882&amp;v=wa
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お譲りします
家財整理の為不要な物をお譲りします。
コーヒーメーカー、ジューサーミキサー、
文庫本、TV(37インチ)、固定電話、カセッ
ト付ラジオ、二胡、オイルヒーター、レン
ジ、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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。）CLASSIFIED

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

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓楽
海岸近く。

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

（月　額） RMB27,000～

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

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

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

ル。深圳の景色が眺望できる。33階に屋
外プールあり。

（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

壹間公寓  Apartment One

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

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

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

（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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

ライフ（香港・広東共通）
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深圳 香港

大坑蓮花宮
アクセス：MTR天后駅のB出口を出て銅鑼湾道を沿って徒歩約5分、
                  左を曲がって蓮花宮西街に入ってすぐ
開放時間：8:00～17:00（年中無休）

　数々のパワースポットを持つ香港。黄大仙や
車公廟は外国人にも有名な場所だが、ここ「蓮
花宮」はローカルの間で根強い人気を有し、知
る人ぞ知る聖地だ。近年、食の街として知られる
大坑に位置し、建立されたのは1863年、既に
150年以上の歴史がある。
　巨大な石の上に建てられたこのお寺。なぜ

「蓮花宮」と命名されたのだろうか。その昔、この場所の蓮の花に腰を下ろした観
音菩薩が姿を現し住民たちに恵みを与えたことで、その感謝の気持ちを伝える
ため、このお寺を建て蓮花宮と名付けたという。本堂は上から見ると八角形の蓮
の形を模して作られており、中国の建築技法と香港の文化が混ざりあっているそ
うだ。一番の見どころは天井に刻まれた龍の模様。毎年、中秋に行われるお祭
「大坑舞火龍」に出てくる火の龍が描かれており、祭りの際に無数の線香で作ら
れる龍の眼もここで点火される。
　拝観に訪れる人は比較的少ないようだが、おみくじがよく当たるという情報
や、願い事が叶ったという噂を聞いた編集部は早速訪れてみた。初めて中国式
のおみくじを引いたが、みくじ箋の入った大きな杯をどれほど揺らしてもなかな
か出てこない。やっとの思いでおみくじを手にするも、書かれているのは香港人
でも読めないほどかなり古い言葉．．．。内容が気になる方はお寺のスタッフに聞
いてみることをおすすめする。ただし、編集部も友人も「上（日本の吉らしい）」を
引いたので、細かな内容は理解できなくても上機嫌だった。

　さらに友人のおすすめで「擲筊（ポエ占い）」をやってみた。
日本では珍しいが、道教寺院が多い香港ではおみくじのほか
によく知られた占いの1つだ。二枚貝を割ったような形の2つ
の堅い石を床に投げて、落ちた状態から自分の行こうとして
いる方向が正しいのか間違っているのかを占うというもの。
もし一方が丸く膨らみもう一方が平らなら「その方向へ進ん
でよし」、逆なら「諦めなさい」という神様の指示らしい。チャン
スは三回まで。蓮花宮を訪れて神様の「イエス」をもらおう！

蓮花宮

天井に舞う火の龍の模様

パ
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2人とも「上」を引いて
ラッキー★

神様に捧げる紙の蓮

小さいながら伝統的な中国寺院の
荘厳な雰囲気

大坑蓮
花宮をぶらり散歩

ライフ（香港・広東共通）
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［ニューマン美由紀さん プロフィール］
香港在住５年半くらいです。湾仔で自宅サロン
Bcolorfulを運営してます。今までシドニー、上海、
ホノルルと住んできましたが、私的には香港が一
番住みやす～い、お気に入りの国。この住みやす
い香港で自分なりの楽しい日々を送ってます。女性
の魅力を引き出すお仕事してますので、興味のあ
る方は是非ブログに遊びにいらして下さいねん。

La Creperie French Take Away

こんにちは♪香港でパーソナルカラー診断と骨格診断を
行ってます、ニューマン美由紀です。今回はファッションに
ついてのお話ではなく「ぽけっとグルメ」さんとのコラボ
で、私がお勧めする湾仔のとっておきのカフェ＆レストラン
をご紹介したいと思います。なぜ湾仔かって～？それは、私
が湾仔に５年も住んでいるからですよ～♪湾仔はローカ
ルのイメージが強いですが、そのイメージを払拭すべく素

敵な場所をご紹介したいと思います。ゆっくりと寛ぎたい
時は「POMME」。ちょと小腹が空いて、美味しい物をすぐ
食べたい時は「La Creperie French Take Away」。
ミシュランシェフの料理をカジュアルに頂きたい時は「22 
Ships」。味わい深いコーヒーでホッと一息したい時は
「The Coffee Academics」がお勧めです～。

　湾仔で美味しいクレープが食べられるお店といえば、Queen's Road
沿いの「La Creperie」が有名ですが、ここはランチタイムに予約も出来
ないですし、連日すごい行列．．．ですよね。そこで私がお勧めしたいの
は、「La Creperie French Take Away」。そう、同じお店ですがテイクア
ウト専門店が同じ湾仔にあるんですよ～。ここは超～便利！美味しさそ
のままで、行ってすぐ食べられるこの手軽さ♪一応オープンカウン
ターもあるので、その場で食べて帰る事も出来ますよん。お勧めする
もう1つの理由として、注文を受けてくれるフランス人男性の若い店長
さんがとびきり可愛いスマイルで迎えてくれるのよ～。クレープ食べる
前からとろけちゃいます～。この店長さんのお勧めは、Salted But-
ter Caramelにトッピングとしてトロトロの煮りんご（stewed apple)を
追加した甘いデザートのクレープ。これにバニラアイスをさらに追加
するのが私。モチッとしたガレットにかぶりつくと熱々のシナモンが効
いた煮りんごに冷たいバニラアイスが絶妙マッチ～！他にもお食事系
クレープも色々な種類があるのでぜひ、気軽にお試ししてみて下さい～。
テイクアウトなので、お値段もHKD25からとお手頃ですよ～ん。

La Creperie French Take Away
●住所：Shop 4, G/F., Lucky House, 17-21 Burrows St., Wanchai
●電話：(852)2310-0055

from 香港で美人度アップの自分スタイルが見つかるBcolorfulのブログのニューマン美由紀さん

www.pocketgourmet.com.hk

今すぐアクセス！で特集中！

ニューマン美由紀さんの

香港
美食歩き

香港在住

人気ブロ
ガーが

おすすめ
！

湾仔にあるサロンBcolorfulの美由紀がお勧めする！
湾仔にもあるよ～ん！ お洒落で気軽に行けるカフェ＆レストラン特集

と人気ブロガーニューマン美由紀さんのコラボが実現！コラボが実現！
香港で美人度アップの自分スタイルが見つかるBcolorfulのブログ

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

口コミ数
500件
突破！

似合う洋服やジュエリー、パーソナルカラーなどについて、女性の綺麗に
役立つ記事を日々書いています。良かったら一度遊びに来て下さい。

ameblo.jp/bcolorfulameblo.jp/bcolorful

続きは
コチラ！
続きは
コチラ！
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香港

　観光客で賑わうチムサーチョイ（尖沙咀）のK11
の3階にお店を構えるステーキレストラン｢Steik 
World Meats｣。2011年から2014年と連続して香
港・マカオのミシュラン推薦レストランに選ばれて
おり、味には定評がある。アイルランド産、スコット
ランド産、スペイン産、アルゼンチン産そしてオー

ストラリア産和牛など、世界各国の最高級品質のステーキを楽しむことが
できる。お肉好きなら一度は訪れてみたい
話題のお店だ。

 店内は外の喧騒とは裏腹に、優雅で落ち着いた雰囲気。
バーエリアとダイニングエリアに別れており、バーでは食
事前後に一杯を、ダイニングエリアではゆっくり大人の雰
囲気で食事を楽しめるので、ビジネスランチや奥様同士の
ランチにも最適だ。また、これからの季節、外のテラス席で
チムサーチョイの景色を眺めながらハッピーアワーカクテ
ルを楽しむのも良いのでは。
 そんな同店では、エグゼクティブシェフのブライアン氏によるお得な自家製アフタヌーン
ティーセット（2人用HKD248）を提供している。グランドメニューで人気の前菜やデザート
メニューをリサイズして、アフタヌーン用にアレンジしたものに加え、旬の食材によって
シェフのアイディアが光る、季節ごとのメニューを含めたセイボリー5品とスイート8品の
セットだ。内容は随時変わるので訪れるたびに異なった味を堪能できるのも楽しい。良心
的な価格設定だが、その味にもちろん手抜きはない。セイボリーにはイベリコハムのビキ
ニサンド、チキンレバーパイ、スモークサーモン、ミニキッシュ、そしてコロッケ。中でもト
リュフオイルの香りが食欲をそそるイベリコハムのビキニサンドは特にオススメだ。
　女性にはうれしい合計8品のスイーツには、チーズケーキ、マカロン、スコーン、ミニレ
モンタルト、チョコレートケーキ、チョコエクレア、そしてフランスの老舗「マルキーズ
（MARQUISE）」のチョコレート。上品な味で甘すぎないのでお茶との相性もばっちり。食べ
やすい一口サイズのスコーンも忘れずに。リフィル可能なティーまたはコーヒー付きなの
もうれしい。友達同士の会話に花を咲かせながら、ゆったりとした午後を過ごせるのでは。
　同店では平日だけでなく、週末や祝日も15:00～17:30の間同じ値段でアフタヌーン
ティーを楽しむことができる。

Steik World MeatsSteik World Meats

Steik World Meats
住所：Shop 14, Level 3, K11, 18 Hanoi Rd., TST
電話：(852)2530-0011
時間：ランチ　12:00～15:00　アフタヌーンティー15:00～17:30
　　  ディナー18:00～23:30

担々麺（Dan Dan Noodle）ハーラン風は
どんな味がするのか？

お得なアフタヌーンティーセット

カジュアルプライスのアフタヌーンティーを
ミシュラン推薦レストランでいただく
カジュアルプライスのアフタヌーンティーを
ミシュラン推薦レストランでいただく

テラス席も心地いい

大人気のTボーンステーキ
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　色々なレストランがオープンし続けているタイハン（大坑）。そこで見つけた「Café 
Locomotive」は昔ながらの料理方法を貫いているベトナム料理の店だ。店内にはオー
プンキッチンがあり、シェフが一生懸命調理している姿を窺うことができるのも食事中

の楽しみの1つ。
　店名の由来は、ベトナムで有名な麺料理から。
その昔、蒸気機関車(ロコモーティブ)の横で牛

肉入りのスープ麺を売りだしたところ、たちまち長い行列ができ、その列は列車と同じ長
さになるほどだったとか。そこから、付いた名前が”ロコモーティブ“牛肉のフォー。同店
のスープは、10種類以上の食材を使い、10時間以上かけて作られ、ハーブの香りがす
る。フォーの上のトッピングには薄切り牛肉、牛肉ボール、牛スジ肉、牛モツがあり、その
上からアツアツのスープが掛けられる。紫蘇、ライムなどの香辛料もつき、スープに入れ
るとさらに美味しく食べられる。食材の新鮮さと料理の旨味はもちろん、ここのフォーは
なんと人間の頭より大きな碗で運ばれ、4人でシェアしても余裕なメガサイズ！ 嬉しいこ
とに、通常サイズの他にサイズが小さめのOLサイズも用意されている。「ベジタリアン・
フォー」には豆腐、ベジタリアン・ミートボール、牛肉やエビの形に形成された植物性
タンパク質がトッピングされ、中国サトウキビ、チガヤの根、オオグログワイを3時間煮
込んで作られたスープがかけられる。サトウキビとオオグログワイは熱を発散し、利尿作
用があるので、これからの暑い夏にはピッタリだ。
　他には「グリルポークと春雨のパンケーキ」。一般のベトナムレストランでもよく見か
ける1品だが、ここでは料理に添えられているサイドディッシュに特別の工夫がある。肉
とパンケーキだけだと、脂っこいと感じるが、果物か野菜と一緒に食べるとちょうど良い
バランスに。一般的にはスターフルーツとキュウリのみだが、ここのシェフはさらに甘
みを引き出すためにパイナップルもプラス。ナンプラーをかけて食べるのもオススメら
しい。
　最後に紹介するのは「蟹肉の炒め春雨」。伝統の味にこだわり、ベトナムから調達して
いる春雨は新鮮な蟹肉との相性がピッタリ。
　伝統的なベトナムのレシピにこだわり、本物の味わいをお客さんに届けるこの店。次
回タイハンへ出掛ける機会があれば、一度試してみては？

Café LocomotiveCafé Locomotive

Café Locomotive
住所：11 Wun Sha St., Tai Hang
電話：(852)2882-8227
時間：月～日　11:30～24:00

蟹肉の炒め春雨
（Fried Glass Vermicelli with 
Fresh Crab Meat）

店名の由来はただの蒸気機関車じゃない
ベトナムフォーの本来の旨味
店名の由来はただの蒸気機関車じゃない
ベトナムフォーの本来の旨味

ロコモーティブ牛肉のフォー、OLサイズ
（Locomotive Signature Rice Noodle 
Soup with beef office lady version)

グリルポークと春雨のパンケーキ(Vermicelli Pan Cake with Grilled Pork)

ロコモーティブ・ベジタリアンフォー
(Locomotive Signature Rice Noodle 
Soup with beef, vegetarian version)
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香港在住日本人主婦が綴る
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如月のプロフィール
香港在住２年、もうすぐ3年目に突入！
当初は、初めての海外生活で買い物ひとつにも苦労していましたが、元々出歩くのがすきでしたので、
アッという間にあちこちあちこちと・・・。 特にバスを駆使して下町や裏通りを巡るのが好きです。

ワク♥
 ドキッ！
ワク♥
 ドキッ！

ミニ

Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

あちこち散歩の初めは
PPWオフィスのお膝元「油麻地」からスタート！

油麻地は香港の下町にあたります。
色 と々見所も凝縮され、廟、玉器市場があったり・・・etc
その中でも私含め主婦の方たちには切っても切り離せないキッチン用品に関するものが並ぶ
上海街があります。食器類、鍋といった調理小物から業務用の本格的な設備までキッチン周り
のものなら何でも揃ろう問屋街。東京でいう合羽橋道具街と言った所でしょうか。
見て歩くだけでも楽しくなります。
先日は型抜きを求めて歩き、かわいい型抜きを購入。
日本では手に入らないようなものがたくさんあります。
その中から購入したものは「蝶々」「金魚」
早速、試してみました。
かわいい～！
お土産にしてみてもいいかもしれません。お手軽でオススメです。
きっと楽しいグッズが見つかるはず････
 
上海街の道具街が始まる北側にアンティークなレンガの建物『赤レンガの館』が残ってます。
この建物は、1895年に建てられ、当時九龍半島に住む人たちへの真水供給のための浄水場
でした。1920年以降は改築され、郵便局として使用され、1967年に郵便局が移転、その後再
開発で建物自体の存続が危ぶまれましたが、今では事務所と外壁少しが残され、古物事務監
督により保存されています。
 
楽しいグッズ探しをし、歴史的建物に触れました。
わ～、紙面切れ！今回はここまでです。
まだまだご紹介したいところ盛りだくさん。

次回につづく。

如月の「あちこち散歩」

油麻地編 ①

【
１
】

香港

香港

　生活の強い味方、携帯電話。「新しく赴任してきたけ
れど、どの会社と契約していいのか分からない…」、

「ずっと同じ会社を使っているけれど、果たして今の契
約はお得なのだろうか…」とお悩みの方にぜひともお
勧めしたいのが、ニッテルコミュニケーションズだ。

充実サービスの携帯電話回線
新規契約の方
　ニッテルなら、IDカードが無くてもパスポートで契約
可能。赴任直後でも携帯電話が手に入る。また滞在期
間や使用用途など、個々にあったプランを提案してくれ
る。契約期間は3ヶ月からなので、短期出張の方にもお
すすめだ。期間満了後も1ヶ月ごとの更新が可能なの
で、帰任の時期や急な転勤の心配をすることなく契約
でき、無駄なく使える。
　他にもスマホ付きプラン（1年または2年契約）など、
お得なプランが勢揃い。新しく携帯電話の契約をお考
えの方はとりあえず相談に訪れてみてはいかが。
他社にて契約中の方
　既に携帯電話をお使いの方、その契約は本当にお
得だろうか？一度、契約の見直しをしてみては？
　ニッテルなら、他社契約の電話でも番号そのままで
のりかえ可能。さらに他社契約期間中でも無料でのり
かえできる場合もあり。またプリペイド携帯をお使いの
方も番号そのままで月々の契約に変更できる。これで
残高切れを心配する必要がなくなるのだ！

ニッテルだけのお得と安心
1.格安のレンタルWifi
　日本への一時帰国で高額な
データローミング料金を支払った
経験はないだろうか。ニッテルの
レンタルポケットWiFiなら、海外で
も格安でインターネットが使用できる！ ポケットWiFiの
対象エリアは、日本以外にも、香港、中国、シンガポー
ル、タイ、マレーシア、マカオなど幅広い。これで香港外
に滞在中もインターネットを我慢しなくて済む。
　料金はHKD199～/7日間。お得な長期レンタル料金
もあり。香港に遊びに来た友人や家族のために、香港
に短期出張に来る方へ、など便利に利用してみては？ 

2.ANAマイルが貯まる！
　携帯電話の支払いは毎月必ずやってくるもの。少し
でもお得なサービスが受けられる会社を選ぼう。ニッ
テルなら、月々の支払いでANAのマイルが貯まるサー
ビスを提供中。知らない間に海外旅行チケットをゲッ
ト出来るかも？！

3.安心の日本人案内
　携帯電話をなくしてしまった！ 壊れて動かない！ そん
な時、日本語の案内サービスが受けられたら何かと助
かるのではないだろうか。また契約内容や請求につい
ても、日本語案内なら安心だ。

4.格安国際電話「1580」
　国際電話をする際、国番号の前に1580をダイヤルす
るだけで海外電話が安くなる嬉しいサービス。例えば
日本へ電話をかける場合、固定電話へならHKD0.68/
分、携帯電話ならHKD1.37/分と大変お得に。申込み、
基本料金は一切不要。請求は通話したぶんだけと分か
りやすいのもありがたい。日本の家族との長電話もこ
れなら安心だ。

 法人契約も相談受付中なので、会社支給の携帯電話
もお得なプランに変更してみてはいかが？

みんながニッテルを選ぶわけみんながニッテルを選ぶわけ
ニッテルコミュニケーションズ

ニッテルコミュニケーションズ香港
住所：Unit 1408, 14/F., Capital Centre, 
　　  No.5-19 Jardine`s Bazaar, CWB
電話：(852)3427-9660
営業時間：月～金10:00～19:00
　　　　  土13:00～19:00　香港祝日定休
ウェブ：www.nittel.net/hk

今すぐ ニッテル香港 で検索！！
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香港香港

　みなさんはヨーグルトと聞いて何を思い浮かべるだ
ろうか？カスピ海ヨーグルト、ギリシャヨーグルト、
フローズンヨーグルト…
　様々な種類があるヨーグルトだが、今、アツ
いヨーグルトと言えば「ケフィアヨーグルト」で
ある。生きた乳酸菌が特徴のケフィアヨーグ
ルトは健康マニアならずとも気になる方は
多いのではないだろうか。

AMIZU
ウェブ：www.kefir-club.hk
電話：(852)5533-5070(日本語)
フェイスブック:www.facebook.com/motto.kefir

おいしく食べて健康に！
乳酸菌・酵母の力で体内から美しく

ロイヤル ケフィア プロ パウダー

ク
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と
り ロイヤルホワイト2

くるみちゃんS

基礎化粧品
シリーズ

「ケフィーラ」

ケフィアヨーグルトが香港でも購入可能に
　日本では愛用者が100万人とも言われている
オンラインショッピング「ロイヤルユキ」。同社は
2005年の創業以来「おいしい健康」をモットーに、
おいしくて体によい商品の企画、輸入、製造、販売を
行っている。そのなかでも有名なのが今回紹介した
いケフィアヨーグルトなのだ。この度、香港でもつい
にショッピングサイトがオープンし購入が可能に
なった。香港在住者の中にも日本で愛用していた方
もいるのではないだろうか。

ケフィアヨーグルトはコーカサス生まれ
　まずケフィアヨーグルトを知らない読者にご紹介
しよう。
　長寿で有名なコーカサス地方で2000年以上も前
から飲まれ続けている発酵乳のこと。一般のヨーグ
ルトは乳酸菌の発酵によって作られるが、ケフィア
は乳酸菌と酵母の複合発酵で作られる。酵母を含
むことで腸内菌が増えやすく、味もまろやか。

安心、安全
　同社のケフィアヨーグルトはその都度使い切りの
フリーズドライのたね菌だから安心安全。自宅で手
作りするので毎日新鮮できたてを家族に食べさせ
てあげることができる。マイルドな味わいなので酸
味が苦手な方にもおすすめ。
　生きたまま腸に届くと言われているビフィズス菌
が日々の健康をサポートしてくれる。

作り方は超簡単
　色々手間が掛かって面倒なのでは？と思うかもし
れないが、実はすごく簡単。牛乳500mlにたね菌1
本を入れる。そして発酵ヘルパーくるみちゃんを巻
きつけて約18～20時間待つだけ。ほら、実に簡単。
気温が25度以上の場合は、発酵ヘルパーを巻きつ
ける必要もなく、ただ置いておくだけでヨーグルト
ができてしまう。

その効果とは
　ケフィアヨーグルトは、継続して摂ることで腸内環
境が整えられ、腸内の免疫機能へ有効に働き、体全
体の免疫力を上げることにつながる。花粉症などの
アレルギー症状は主に、免疫機能が過剰に反応し
てしまうために起こるとも言われ、体の免疫機能を
正常にすることは、そういったアレルギー反応の抑
制も期待することができる。
　また、ケフィアヨーグルトはおなかの調子を整え
る作用があり、それによって体にとって良いことが
たくさんあり、便通改善もその一つ。乳酸菌が発酵
過程でつくる乳酸は腸を刺激し、腸の運動（蠕動運
動）を活発にさせて排便を促す。腸内環境にも働き
かけ腸内の善玉菌の働きを応援し、悪玉菌の増殖
を抑制してくれる効果もある。

化粧品にも応用
　ケフィアヨーグルトを作るとうっすらと溜まる透
明の液体を「乳清」と言い、この乳清はすごく保湿力
が高い。ここに着目し生まれたのが基礎化粧品シ
リーズ「ケフィーラ」。ケフィア由来の乳清を主成分
とし、さらに紫外線や加齢などによる損傷を受けた
細胞の自然修復機能を高めるビフィズス発酵エキ
ス、優れた保湿力でハリのある肌へ導く、ハスおし
べエキスも配合している。

　商品はウェブサイトから簡単に購入できる。サイ
トは英語のみになるが日本語対応の専用電話も用
意されているので気軽に問い合わせみよう。
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 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港 香港&広東

香港



香港

香港

香港

香港

　美味しい食べ物だらけの香港では、不規則な食生活を繰
り返すとせっかくのボディラインも崩れそうになってしまう。
運動したいけど、かっこよくトレーニングしたいな。そんな方
たちにぴったりなのは、ここ「HONG KONG SHOOT BOXING 
CENTRE」だ。
　シュートボクシングは、1985年にキックボクシング・元日本
ウェルター級チャンピオン、シーザー武志氏によって創設さ
れた、パンチ・キック・投げ技・そして立関節技を合わせた立
技総合格闘技。倒れた相手には攻撃をしない「サムライの闘
い」同様、寝技の攻防を一切認めず、常にスタンディングの状
態で闘うことをルールとし、クリンチや寝技における膠着状
態がないノンストップでスピーディーな試合スタイルが特

徴。ロゴに書かれている漢字「侍魂」からも彼らのプライドが伺える。世界に向けてサム
ライスピリッツを発信するニュー格闘スポーツなのだ。日本各地だけでなく、アメリカや
フランスをはじめ世界各国に支部を持ち、プロ、アマチュア、レディースなどの部門が設
けられている。
　香港、マカオ、中国支部の理事でもあるシーザー武志氏が、香港で初となる公式の
シュートボクシング・センターをオープンさせた。在籍の先生は皆シュートボクシングの
正式訓練を受けたうえに、合気道、詠春、総合格闘技(MMA)やムエタイなど1つのジャン
ルに拘わらない、トータルなプロだ。彼らの指導の下に、「健康のため」「強くなりたい」

「護身術を身に付けたい」など、理由はどうあれ、子供から大人まで誰でも気軽に取り組
むことができる。
　ここでは、定期的に体験教室も行われる。自分に自信がない人も、シュートボクシング
を体験すれば、体も心も強い自分を取り戻すことができるはず！

Shoot Boxing Hong Kong, Macau, China
住所：20/F., Unit G, Mai Luen Industrial Bldg., 
          23-31 Kung Yip St., Kwai Chung
電話：(852)2866-7948 
メール：info@shootboxing.com.hk 
ウェブ：www.shootboxingcentre.hk

サムライスピリッツを発信!
日本生まれの大ヒット格闘技、シュートボクシング
HONG KONG SHOOT BOXING CENTRE
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

子供も熱心に取り組む

清潔なスタジオ

デモンストレーションデモンストレーション

本格的なシュートボクシングトレーニングが受けられる
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香港香港

香港

　買い物帰りに、仕事帰りに、さくっとエステやネイル、ヘアサロンなどに行きたいなと
思ったら、セントラル（中環）の中心地に位置する「Glow Spa」がおすすめだ。同店では、
フェイシャル、ボディエステ、ネイル、ヘアサロン、脱毛、メイクアップサービス、ファッ
ションスタイリングなどのサービスを提供しており、フェイシャルのついでにネイルも、
といった贅沢なコースも短時間で可能。 多忙な方にピッタリのトータルビューティーサ
ロンだ。

　こちらのサロンでは、顧客一人一人のパーソナルな空間を大切
にしており、いつでもリラックスした雰囲気の中で熟練したセラピ
ストのサービスを受けられる。
　同店は、以前日本の旅行ガイドブックでも紹介されたという人気
店。オーナーのCeriさんは、サロン経営のみならず化粧品会社やス
パ、美容関連経営者向けのコンサルティング業などに30年近く携
わっており、香港や周辺アジア地域の美容業界では草分け的存在
だ。「健康的な生活や美しい身体は1日で手に入るものではない
が、その業界を知る人から適切で正しい知識や方法を得ることで、

よりよい状態に近づくことができる」とCeriさん。
　同店の人気メニューの1つ、Presor Therapy（昇圧セラピー）は、脚部を中心に専用の
機械でゆっくりとマッサージすることで、肌により多くの酸素を送り出し肌を活性化さ
せるもの。リンパの流れが良くなり、細胞にまで栄養が届きやすくなる上、免疫力の向
上、毒素排出の効果もある。施術後に水分を取ることで毒素が数時間以内には排出さ
れるという。
　運動するのには暑すぎる、ちょっと疲れ気味、二日酔いなどの方にはもってこいのマッ
サージ。試してみると、施術後は足取りが軽くなるほどスッキリ感覚だ。
　セントラルのサロンということで、料金も気になるところだが、各コースも手頃な料金
でサービスを提供している。例えば上記のPresor Therapyは1セッションにつきHKD600
のみ。どれも顧客のペースと好みに合わせて好きなときに行くことが出来る。
　「皆さんにとっての身近なサロンでありたい」と願うGlow Spa。夏バテ前に一度お試し
で行ってみるのも価値有りだ。

Glow Spa Hong Kong
住所：9/F., Parker House, No.72 Queen’s Rd. Central
電話：(852)2525-5198
時間：月曜日～金曜日　10:00～20:00、
         　土曜日　9:00～18:00（日祝　定休）
メール：spa@cerisilk.com
ウェブ：www.cerisilk.com
フェイスブック：www.facebook.com/glow.with.ceri.silk

日本人女性にも人気がある
都会派トータルビューティーサロン！
Glow Spa Hong Kong
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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グ
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香港＆広東

東莞

広州

世界が注目する「スーパーフラット」の世界
「村上隆版画原作展」広州開催！広
州

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整備の行き届いた
設備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時間常駐しているという
のもありがたいサービスだ。日本食レストランや銀行、商業施設も徒歩
圏内にあり、とても便利なロケーションで、中国に不慣れな方や初めて
の方にも安心しておススメできるホテルだ。料金は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いる。

　夜は孫文記念公園のライトアップが観られる部屋もあり、この便利さ
と快適さに一度滞在するとリピーターになってしまいそうなホテルだ。

　広州「尚洋芸術港」で村上隆氏の版画展が開催される。6月20日から7
月31日までの1ヶ月あまり、村上氏の作品を間近で鑑賞できる稀にみる
チャンスだ。展示される原画作品は50点以上にもなる。
　村上隆氏といえば、アジア最先端のポップアーティストとして知られ
る。もし村上氏に、日本文化の特徴とは何かと問うならば、「スーパーフ
ラット(Superflat)」という答えが返ってくるだろうか。この「スーパーフ
ラット」とは、彼の代表的な芸術概念だ。日本伝統の屏風絵や浮世絵な
どが主に線と面を使う平面的で二次元的な空間表現法であることに注
目、それは現在の漫画やアニメの表現法にまで共通しているというコン
セプト。さらには、日本社会自体が、いわば「スーパーフラット」であると
いう斬新な切り込みでも知られる。代表的キャラクターに「Mr.　DOB」と

いう、ネズミのぬいぐるみのような形をした生物がいる。これは、空間に
あわせ変化することで、変化する彼自身の自画像とも言われている。
　オタク文化を日本の伝統的な文化から続く様式であると解釈する
「スーパーフラット」。今、世界に知られる日本独特の芸術文化を鑑賞し
てみよう！

尚洋芸術港「日本大師村上隆原作版画画展」
場所：広州市海珠区浜江東路554-1号 
期間： 6月20日～7月31日
時間：9:00～18:00
料金：無料

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
日本人スタッフ電話：(86)158-1997-2489（田口）

●

銀
通
街

兰
桂
路

路易酒店

兴
中
道

体
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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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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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

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

広州高専会メンバー募集
高専OBOG、高専にゆかりのある方!定期
的に交流イベントを開催予定。年齢、性
別、国籍問わず。お気軽にご連絡ください。
メール：yokoyama@hiro-corp.biz
(横山浩和)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政チャイナ広州支部
法政チャイナ広州支部は、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！ 
連絡先　hoseichina_hk@yahoo.co.jp
事務局まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

CLASSIFIED CLASSIFIED

深圳

日本料理　竹馬　
住所：広州市天河区珠江新城華成路名悦大厦104
電話：(86)20-3832-5602
時間：10:00～14:00、16:30～24:00

　地下鉄五羊邨駅すぐ近くに店を構える日本料理「竹馬」は、2014年1月に今の場所
へと移転してきた。入店すると昔ながらの懐かしい和食屋さんの雰囲気！ホールス
タッフの花さんが笑顔で迎えてくれた。日本語が堪能で丁寧な接客をしてくれる彼
女は、客をホッとさせてくれる。
　大阪出身の社長が経営するこの店のメインは、日本風炭火焼肉、そして広島風お好
み焼きや焼きそば。食材は、日本から取り寄せているとのこと。日本料理は日本の食材
でというこだわりようだ。日本人板前の元で2年間修行した料理人がつくる料理を当店
自慢の掘りごたつ席で食べれば、中国にいるということを忘れてしまいそうだ。
　ランチはなんと定食が21種類。RMB45からと低価格なのもうれしい。おすすめは
牛焼肉にんにく定食。焼肉がメインのお店だけあり、お肉はとてもジューシー。そし
て女性に人気なのはカニクリームコロッケ定食。サクサクの衣の中には濃厚なク
リームがぎっしり詰まっている。他にも鯖や鮭の焼き魚、イカフライ、白身魚の揚げ
物、ハンバーグ、ステーキ、とんかつなどの肉料理、など種類豊富。どれを頼もうかい
つも迷ってしまうあなたは、友人や同僚と来店し、シェアをしてみてもいいかも？
　そして夜は豊富な日本酒を楽しみにやって来るのもありだ。今回は「パリパリサラ
ダ」「唐揚げねぎソースかけ」をいただいた。サラダはキャベツの千切りの上に細切
りじゃがいものフライ、そしてとびこがのっている。見た目にも鮮やかでパリパリの
食感が楽しい。「唐揚げねぎソースかけ」も柔らかい唐揚げにこだわりの自家製ねぎ
ソースがたっぷり。口の中でねぎのいい香りがふわっと広がる。どれも酒のお供に
ピッタリだ。
　同店ではランチの定食から日本料理、居酒屋まで和の全てを堪能できる。そんな
わけで日本のサラリーマンや奥様方でにぎわう。週末の夜は満席になることもある
ので予約を入れておくと確実だ。目立たない場所にあるので隠れ家的な雰囲気だ
が、地下鉄五羊邨駅のC出口から歩道橋を渡ってすぐ左に曲がると右手に見える。気
になった方は是非足を運んでみては。

本格的な和食から洋食メニューまで楽しめる
日本料理 竹馬
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深圳

Exhibition

今週の広東ピックアップ

異彩を放つバンドの10周年ライブ
　2004年に結成した中国バンド「GALA」。これまで様々な賞を受賞し、

たくさんのファンに支持されている彼らは、10周年を機に「大放異彩

（異彩を放つ）」と命名された全国ツアー

で輝くGALAをファンに届ける。広州ライ

ブは6月14日中山記念堂に決定。定番曲

から新曲まで味わえるぞ！

GALA全国ツアー
広州ライブ

6月14日

地区それぞれの魅力を現す芸術
　「八面来風　万千意象」と名づけられた中国当代画院院長作品展が、

ただ今深圳の大型芸術館・文博宮祥山芸術館で開催中。9つの中国美術

協会で院長を務める9人の芸術家の作品を集め、中

国伝統芸術の技術と感性を展示する。さらに、今回

選ばれた作品はそれぞれの地区の魅力も見せてく

れる秀作だ。

八面来風　万千意象
中国当代画院院長作品展

6月15日まで

メキシコChilds
深圳ライブ

6月7日

深邃な紅に酔いしれよう
　唯一無二の歌声と、アンニュイ且キュートなビジュアルで、世界中の若者を魅了する

シンガー・ソングライター、ロシアン・レッド。6月にはニュー・アルバム「エージェント・

クーパー」の発売を引っ提げた待望の中国ライブを開催する。

　2008年にアルバム「I Love Your Glasses」デビューして以来、音楽活動のほか、CMや

ファッション誌のモデルなどへも起用され、本国で絶大な支持を得ている彼女は2011

年に発表したアルバム「フエルテベントゥーラより愛をこめて」でさらに人気が爆発、本

格的に世界進出。3年振りとなる今作のコンセプトは「真実の愛を探し求める旅」とのこ

と。彼女がどこまで進化したか音源で確認するのもいいが、ぜひ一度ライブで確かめて

みよう。

スペイン歌姫ロシアン・レッド
深圳ライブ開催

6月8日

花のような彩りの世界
　自然は、芸術の中の大事な存在だ。太陽、星、風、雨･･･様々な要素が

古くから芸術家にインスピレーションを与えている。科学が発達する現

代では、自然は人々に忘れられつつある。今

回「扉ギャラリー」主催の「芸術家が見る自然」

展覧会の元には中国の芸術家が集まり、絵画

なり、装置芸術なり、自分なりの表現方法で自

然と人間の関係を考える。

芸術家が見る自然
展覧会第1回

7月6日まで

深
圳

広
州

深
圳

深
圳

広
州

Exhibition

広州市越秀区中山記念堂
19:30～21:30
(86)400-880-2880
RMB480、RMB380、
RMB280、RMB180、RMB80

広州市越秀区農林下路5号億達大廈G層扉芸廊
10:00～19:00
www.feigallery.com

深圳市福田区深圳音楽庁
20:00～22:00
(86)400-185-8666
RMB380、RMB280、RMB180、RMB100

地区それぞれの魅力を現す芸術
　電子音楽とポストロックを融合する、「電子ララバイ」を自称するメキ

シコバンド「Childs」。2001年に結成されてから、数回のメンバー変更の

後、現在は5人グループだ。

2012年に初中国ツアーを果

たした彼らが、再び中国に

やってくる！斬新な音楽体験

は、6月7日深圳B10現場で体

験できる。

深圳市龍崗区細靚一路文博宮祥山芸術館
9:00～17:00
入場無料

深圳市南山区華僑城創意文化園B10現場
20:30～22:00
前売　RMB70、当日　RMB100 
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深圳

深圳深圳

日本料理 桂月　
住所：珠海市吉大水湾路368号（南油大酒店）
電話：(86)756-811-0860
営業時間：平日17:00～23:00（毎週火曜定休日）
　　　　  土日12:00～22:30

　どんなに忙しいビジネストリップ
のスケジュールに慣れていても、中
国語に不自由しなくても、ホッと一
息つけるのは美味しい日本料理と
温かいもてなしのある店。「日本料
理 桂月」はそんな癒される店だ。
　珠海の南油大酒店の敷地内にあ
るこちらのお店。1998年に開店し、
今の店舗へ移転してちょうど4年を迎える。17年前から変わらない日本の味を支え
てきた女将の桂子さん。明るく楽しい日本人女将と話すために来る方も少なくな
い。事実、珠海を離れた昔のお客さんが今でも出張などで来た際に同店を訪れて
いる。
　毎日開店4時間前には店に行き仕込みをはじめる。食材は、日本や、広州で無農
薬有機野菜を作っている興亜農園から取り寄せるというこだわり様。旬の食材の
みを使用し、食材のうまみを最大限活かした日本の昔ながらのお惣菜がカウン
ターに並ぶ。開店間近になると食欲をそそる良い香りが外に漂い始める。
　毎日20品以上のお惣菜がズラリと並び、食べたいものをカウンターで注文する
ことができる。運が良いときには、日本からのスジコや鱈子、太刀魚の干物などの
珍味がカウンターに並べられることも。中でも根強い人気は煮物。定番のおでん
盛り（RMB58）や肉じゃが（RMB38）、きんぴら（RMB30）といった日本の家庭料理！
海外で生活する日本人にとっては、高級日本料理よりもこうした家庭的な味のほ
うがはるかに贅沢に思える。白米片手にお惣菜を一つ口にすれば懐かしいおふく
ろの味が口いっぱいに広がり、箸がよく進む。カウンター越しに女将さんと話が
弾んで気がつけばこんな時間！？何てことも。日本にいるような感覚さえ感じてし
まうそんな雰囲気のお店は、お腹も心も満足させてくれることだろう。
　香港や澳門、深圳などからもアクセスの良い珠海。日本人女将が丹精込めて作
り上げる日本の味を是非一度、堪能していただきたい。

日
本
人
女
将
が
丹
精
込
め
て

          

作
り
上
げ
る
日
本
の
味

                    

【
日
本
料
理 
桂
月
】
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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

広州
なぜ虫歯が駄目なのか？

　自分でもよく覚えていないような遠い昔の
話であるが、「なぜ殺人が駄目なのか？」とい
うことが書かれた本があった。そこには、答え
の1つとして「人間の力では生き返らせる事
ができないから」というようなことが書かれて
いた。はっきり言ってさほど共感はもてなかっ
たが、歯科の仕事に関わるようになって、とき
どきこの本のことを思い出す。虫歯を治療し
ても歯がもとに戻る事がないからである。
　歯科医は虫歯に対して、歯を金属や樹脂
に置き換える「置換治療」を行うが、本来の歯
を人工物に置き換えていくため、体にはよく
ない。歯科材料や治療法も改善されてきてい
るが、自然の歯にまさるものはないのだ。一
般的に歯を削ると歯の寿命は約10年短くな

るといわれる。いかにして治療の回数を減ら
し、虫歯になったときのダメージをいかに軽
減するかが肝要なのである。
　欧米では歯科医院のイメージは「虫歯や
歯周病予防のため、日頃の歯の手入れをす
るところ」。一方、日本では、「虫歯になったら
行くところ」。国際的にみて日本の歯科治療費
が安いことや保険制度の影響もあるが、自然
の歯に勝るものがない、という観点からすれ
ば個々人の意識を欧米の予防先進国並に高
めて行く必要を感じる。
　もっとも、私自身は自然の歯が1本もないよ
うな状態である。あまり偉そうなことをいえる
立場ではない。

筆者紹介 林原 祐一
大学卒業後、世界最大手の
医療法人に勤務。各国の総
合病院や福祉施設の運営に
携わる。8年前に中国へ。
2012年9月より、しろもとデン
タルクリニック事務局長。
プライベートで香港や日本
のトレイルランやマラソン大
会に出場し、表彰台の常連選
手に。「白眼鏡」と言われてい
るらしいが、広東語が全くわ
からない。  

深圳市南山区南山大道1122号鵬愛医療美容医院二階
(86)755-8650-0166、(86)135-3090-3900（日本語専用ダイヤル）
paiyake@pengai.com.cn

深圳

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

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

体育西路
B出口

天河城
体
育
西
路

天河南一路

体育西路
H出口

CYNERGI

　皆さんこんにちは。濱島です。皆さんとのお付き合いも長くなりましたネ。
髪と肌と健康の事を色々書いてきましたが、私が学んだ事がすべてとは思っ
ていませんし、新しい発見もあり、皆さんが色々な所から情報を得て、正しい
知識を持っていただければうれしいです。
　さて今回も紫外線の事をお話ししていきましょう。皆さんが気にしているシ
ミとはどんな事でしょう？
　シミとは一般的に色素沈着と思われていますが、医学的にシミとは「肝斑」
と呼ばれているもので内因性肝斑と外因性肝斑と2種類のものがあります。
　人間とは物を食べて各器官に必要な栄養とエネルギーを送ります。老人に
なったり病気になったりすると（特に肝臓病・婦人科病）この代謝エネルギー
が減ったり、送る事が出来なくなります。生命に必要な心臓とか脳とか生命維
持に必要な各器官には行き渡りますが、皮膚などにはどうしても少なくなっ
てきます。皮膚はこの代謝エネルギーが少なくなってくると、新しい細胞を正
常に作ることができなくなります。外界からの刺激を防ぐ力が弱くなってきま
す。そこで皮膚は自ら補強するためにメラニンを生成して身体を刺激から守
ろうとします。特に弱くなった所に多く生成しますのでシミが出来ます。これが
内因性肝斑と言われています。老人斑はこの典型です。
　すごい皮膚の機能ですネ。
　それともう1つは外因性肝斑と呼ばれているものですが、40代ぐらいの女
性までに非常に多く見られるシミです。
　何かの刺激でバリアゾーンが壊れたとします。ひどい場合は新しい細胞を
作る娘細胞を破壊してしまうことがあります。そうすると、皮膚は補強するた
めにメラニンを多く生成して身体を守ろうとします。これが多くのシミ（外因
性肝斑）の原因です。
　要因はいろいろあると思いますが（これ1つが原因という訳ではなく）、一般
的に皆さんが思われている生活紫外線はあまり影響は無いと言われています。
　強い紫外線を長い間浴びていたり、粗悪な化粧品を毎日使用したりする
事、健康を害する事をしないように注意していきましょう。
　特に毎日使用する化粧品は、肌の事（皮膚の事）をもっと勉強して、自分に
合うものを見つけて下さい。美容部員と相談する時も、少しイジワルな質問
をして、その人が本当に肌の健康の事を考えているかどうかを見きわめて購
入すると良いでしょう。
　今回は二週間続けましたが、次回からはまた月一回のペースで。またお楽
しみに～。

知っているようで知らない髪と肌のこと㉓
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