
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！

子供いない夫婦、
相続の落とし穴 （5月28日）

日本車キラーの異変　
現代自に迫る内憂外患 （5月26日）

3位〜10位は・・・

弊紙18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 5月24日～30日

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

日経電子版で
毎週更新中！

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
EMAIL: zets_pp@pocketpage.com.hk
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香港

GLAMOROUS
住所：22/F., Malahon Ctr., 12 Stanley St., Central
電話：(852)2755-1888
ウェブ：glamorous-eyelash.com
フェイスブック：www.facebook.com/GlamorousXiangGang

日本人アイリスト在籍！
確かな技術力で長期持続を実現
 セントラル（中環）駅D2出口より徒歩3分。スタンレーストリートに位置
する日本人アイリスト在籍のまつげエクステンション専門店

「GLAMOROUS」は、地まつげの健康状態に合わせた、育毛を最優先とし
た施術をコンセプトとしている。客の要望にただ答えるだけでなく、十分
なカウンセリングを行い、様々なシチュエーションに合わせた完全オー
ダーメイドのサービスを提供している。敏感肌の方にも利用できるよう
に低刺激のグルーや肌質に合わせた商材を使用しているので、初めて
で、まつげエクステに不安のある方でも心配はいらない。同店は厳選し
た柔らかいエクステを使用しているので自然な仕上がりを実現。個々の
まつげに合った施術をしているので、一般的なものよりも長く維持する
ことを可能としている。まだローカルサロンでは少ない下まつげのエク
ステも提供し、色々なニーズにも応え好評を得ている。また、施術部屋は
完全個室なので、他人の目を気にすることなくリラックスして受けること
ができるのも嬉しい。

　店頭にはまつげ美容液・育毛剤など、まつげ関係の商品も充実してい
る。来店2回目以降に利用が可能となるお得なリペアシステムや、パッ
ケージなども用意されているので気軽に問合せてみよう。通常の初回お
試し価格HKD960よりさらにお得なHKD688（上まつげ付け放題）を実施
中。これから本格的な夏を迎えるにあたって、汗や水に強いまつげエク
ステはおススメだ！

プレスランゲージセンターの
キッズプログラムとサービスに注目！
　プレスランゲージセンターは、英語・日本語・普通話・広東語のキッズ
グループレッスンを開講中！子どもたちは最初に便利なフレーズ・単語・
基本的なスキルを身につけ、実生活を想定したロールプレイで知識の
定着を図る。インター入学対策や自身について説明できるようにするた
め、学校での成績アップ、お勉強モードから離れて楽しく英語を使う場と
して、習い事の一つとしてなど、様々な目的に対応している。キッズ英語
コースでは、ケンブリッジ試験、英検などの試験に合格するためのポイン

トを押さえているというから安心だ。キッズコースは約2歳から。 　
　「先生はうちの子達に合わせた話題や教材を選んで、子供達が興味を
持つように導いてくれます。子供は機嫌の良い日、悪い日があったりと色
々ですが、常に優しく暖かく見守ってくださるので、安心してお任せでき
るんです」5歳と8歳のお子さんを3年間通わせているというお母さんは、
そう言って微笑んだ。

プレスランゲージセンター
住所：5/F., On Lan Centre, 11-15 On Lan St., Central（MTRセントラル駅から徒歩3分）
電話：(852)3489-8874
メール：info@preslanguage.com
ウェブ：www.preslanguage.com
※他にもカンバセーションカフェ、オンラインレッスン、ベビーシッターサービスなど、新サービスを続々追加中！

香港トピックス
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香港&広東深圳

香港

今週の香港ピックアップ

PPW読者対象に20％OFFのキャンペーン実施
　「家系」と呼ばれる横浜発祥の豚骨醤油ベースのラーメンで人気を集める「松壱家」が
6月にリニューアルオープン。新メニューとして「餃子」（HKD35）をラインナップ、7月から
は「つけ麺」も登場する。また、新たにテイクアウトや学生20％OFF、15時から17時は
20％OFFのサービスも開始する。リフォームした居心地のいい空間を体感してもらおう
と、PPWの読者を対象に6月14日、15日、リニューアルキャンペーンを実施する。期間中
は「PPW見たよ」で20％OFFに！例えば、このキャンペーンでは、醤油豚骨ラーメン

（HKD70）がHKD56で食べられる。塩豚骨ラーメン（HKD70）、味噌豚骨ラーメン
（HKD70）、国豚骨ラーメン（HKD75）、極み鶏ラーメン（HKD75）もおすすめ。同店では豚
骨などの食材は横浜から直送し、日本と変わらぬ味を再現している。この機会にぜひ来
店して味わってみよう。

松壱家リニューアルオープン
新メニュー・サービスも登場

6月14日、15日

スイートで希望を届けよう
　世界のスイートをリードする｢PIERRE HERMÉ PARIS｣は、来る6月21日

香港で初めての「マカロン・デイ」を開催する！2005年フランス・パリで

初開催の同イベントでは、マカ

ロン1つがHKD20となる。普段味

わえない種類も選べる！当日の募

金は香港とマカオのチャリティー

団体「MAKE A WISH」へ寄付し、重

い病気にかかった児童に希望を

届ける。

Pierre Herme Paris
マカロンデイ

6月21日

29/F., Sounwill Plaza ⅡMidtown, 1-29 Tung Lung St., CWB
月～日　ランチ　12:00～15:00　ディナー18:00～22:30
金・土　ディナー18:00～23:00
(852)2970-3988
www.sushito-dining.com

www.pierreherme.com
HKD20～

4 Sun Wui Rd., CWB
11:00～24:00

（852）2433-3537

App Storeで「A Glimpse of Old Hong Kong」を検索

過去と現在、比べると一層面白くない？
　香港の歴史を勉強するなら香港歴史博物館。今回は香港高等科技教

育学院と共にスペシャルアプリ「今地旧貌(A Glimpse of Old Hong　

Kong)」を提供する。このiOSアプリをダ

ウンロードするだけで、選定された香港

島、九龍と新界の14箇所の過去と現在の

写真が同時に見える。香港をさらに勉強

したい方はぜひダウンロードしてみよう。

香港歴史博物館
スペシャルiOSアプリ

Harlan Goldstein
Sushi To

美しい絶景と共にいただく日本食
　セレブシェフである、ハーレン・ゴールドスタイン初の日本食レスト
ラン｢Sushi　To｣がオープンした。コーズウェイベイ（銅鑼湾）の｢Sound 
will Plaza Ⅱ Midtown｣の29
階に位置し、絶景が見渡せる。
経験豊富な日本人職人さんと
タッグを組み、伝統的な日本
食に加えアレンジを聞かせた
お料理を提供している。

OXY
ニキビ対策

発売中

ニキビを速攻で治したい方へ
　夏に深刻化しがちのにきび。皮脂が過剰に分泌されるので、ニキビ
が出来やすくなる。悩みたくない方は「OXY」の商品で油分を控えよう。
クリーニング、ケア、カ
バーまで幅広く用意し
ており、予防したり治療
したりそれぞれのニー
ズに応えてくれる。全て
手頃な値段で、ぜひ化
粧棚に置いておきたい
アイテムだ。

Mannings、Watsons、SASAなどの大型薬局へ
(852)2699-0078
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製造拠点としてでなく成長市場としても世界から熱い視線が注がれる中国、そしてア
ジア。多国籍の人達が行きかう活気あふれる街、香港。この街で自分のビジネスを始め
てみたいけれど、あと一歩が踏み出せないという方もいるのでは？そこで、今回は起業
特集。すでに事業を展開している方にも役立つサービス等も合わせて、「起業」をテー
マに多角的な視点で情報をお届けしよう。 ビ

ジ
ネ
ス
を
興
す

ビ
ジ
ネ
ス
を
興
す

【特集】

起業
指南

香港のビジネス環境は世界2位
　世界銀行が昨年11月に発表した年次報告書「ビジネス環境の現状（Doing 
Business） 2014」によると、ビジネスがしやすい環境が整っている場所は、トップがシン
ガポールで、2位は香港。この年次報告書は、2003年より発表しているもので、シンガ
ポールと香港は、8年連続で上位を占めているという。昨年の報告書では、ビジネス関
連の規制に焦点を当てて、「ビジネスの開始」「納税」「海外との貿易」など10の指標をも
うけて、世界189の国・地域を対象に調査を実施した。政府の施策が功を奏し、アセ
アン、中国のゲートウェイとして、シンガポールと香港が変わらぬ存在感を維持し続け
ている。

依然として高い中国ビジネスに対する期待
　一方、製造拠点だけでなく高い購買力を有する成長市場としても、世界の熱視線が
注がれる中国。外務省などの資料によると、中国へ進出している日系企業数は2011年
末時点で2万2,790社となり、国別では米国を抜いてトップに躍り出た。また、2012年末
時点で中国へ進出している日系企業数は2万3,094社となっている。
　ジェトロが昨年、在アジア・オセアニアの国・地域に進出する日系企業に対し、現地で
の活動実態に関するアンケート調査を実施している。本調査で、今後1～2年の事業展
開の方向性について聞いたところ、中国の日系企業で「拡大」と回答した割合は54.2％
で、前年の調査より1.9ポイント増加した。「現状維持」という回答は39.5％で、「縮小」は
5％、「第3国・地域へ移転・撤退」は1.2％に留まっている。今後、「拡大する理由」につい
ては、「売上の増加」（83.7％）、「成長性、潜在力の高さ」（48.8％）、「高付加価値製品へ
の高い受容性」（27.3％）をあげている。
　近年は、リスクの分散をはかるために、「中国プラス1カ国」でビジネスを展開する

「チャイナプラスワン」がクローズアップされているが、依然として中国を重視する日系
企業が多いことが伺える。タイやベトナムなどでは政治トラブルによる混乱が続いてお
り、この傾向は今後も続くのかもしれない。

地域統括機能を拡大する企業も
　ジェトロの同調査では、香港・マカオに進出する日系企業にも、今後1～2年の事業展
開の方向性について聞いている。その結果は、「現状維持」が52％、「拡大」が41.6％。

「縮小」は4.5％、「第3国・地域へ移転・撤退」が1.8％となっている。「拡大する理由」につ
いては、中国と同様、「売上の増加」（82.4％）、「成長性、潜在力の高さ」（37.4％）、「高付
加価値製品への高い受容性」（22％）をあげている。具体的にどのような機能を拡大す
るのかについて、国別で見たとき、「地域統括機能」の回答割合は、シンガポール
（29.3％）が最も高く、香港・マカオ（12.1％）、続いて、中国（11％）となっている。
　中国や香港での事業展開を「拡大」「現状維持」する日系企業の存在は、ニーズとシー
ズを探して、香港や華南地区でビジネスをしたいと考える方にとって、市場を図る指標
ともなり原動力になるのではないかと編集部では考える。

成長性・ポテンシャルが市場の魅力
香港は起業家向け環境も抜群

　「中国本土・香港経済連携緊密化取決め（中国語：内地與香港關於建立更緊密
經貿關係的安排。英語略称：CEPA）は、2003年6月29日に調印された中国本土－
香港間の取決め。香港企業による中国市場参入時の優遇政策を内容としており、
2004年1月1日から施行されている。同様の取決めは中国とマカオの間でも締結
されている（中国本土・マカオ経済連携緊密化取決め）。内容的には、自由貿易協
定（FTA。通常、主権国家間で締結）と同じだが、中国と香港は国同士ではないた
めFTAという言葉を用いず、CEPAという名称が用いられる。施行後、CEPA 1～10と
段階的に補足合意が締結され、関税ゼロ対象製品の拡大、規制緩和の拡張、規制
緩和の対象追加などが実施されてきた。CEPAのポイントは次の3つ。
1. 関税ゼロ化：施行当初、273種類の香港製品（原産地証明書が必要）の中国本
土輸入関税をゼロとした。順次ゼロ関税の適用対象を拡大し、最終的にはすべ
ての品目の関税ゼロを目指す。
2. サービス産業の開放：広告、会計、視聴、銀行、建設・不動産、会議・展覧、流
通、貨運代理、保険、法律、物流、経営コンサルティング、医療・歯科、証券、倉庫
業、通信、観光、運輸の18分野に対し、中国参入時の規制を緩和。CEPA 2ではさ
らに、弁理士、商標登録、空港サービス、文化娯楽、IT、職業紹介、人材仲介、専門
技術資格試験など新たな分野を追加。CEPA 4では、高齢者向けサービス、公共
サービスなどこれまで優遇処置のなかった11分野にも拡大。企業の場合、優遇

策の適用を受けるためには「香港企業」として認定されることが必要となる。香
港企業認定の条件は、①設立後、3～5年経過している。②法人所得税を納付し
ている。③現地従業員を50％以上雇用している。
3. 貿易の効率化：以下の7分野に関し、中国本土と香港が協力し、手続きの効率
化を図っている。①貿易・投資の促進。②通関の効率化。③商品の検査・検疫、食
品安全、品質などの標準化。④電子商取引。⑤法規則の透明性。⑥中小企業の
協力。⑦漢方医薬、医療品分野での提携。
　このように、香港原産製品が中国本土へ輸入される際の輸入関税が免除され
ること、香港のサービス業者・小売業者に対して優先的に中国本土の市場参入
を認めることのほか、中国本土住民の香港旅行（個人自由行）の解禁など、CEPA
が対象とする分野は幅広い。
　施行以来、CEPAは経済効果を発揮しており、香港の発表（2013年6月）によれ
ば、この十年、CEPAに基づく関税ゼロによる中国本土への輸出総額は524億香
港ドル（およそ67億米ドル）、中国本土住民の「個人自由行」による香港への旅行
者数は延べ1億1400万人に達しているという。その他の大きな効果として、403項
目のサービス産業の規制緩和、374項目に及ぶ香港製品の関税ゼロ輸入、香港
企業にとって36億人民元（およそ5億9500万米ドル）の節税（関税分）などをあげ
ている。

「中国本土・香港経済連携緊密化取決め」
Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement（略称: CEPA）

 1位 シンガポール 
 2位 香港 
 3位 ニュージーランド 
 4位 米国 
 5位 デンマーク 
 6位 マレーシア 
 7位 韓国 
 8位 グルジア 
 9位 ノルウェー 
 10位 英国

ビジネス環境が
整っている国　トップ10

出典：世界銀行「ビジネス環境の
現状（Doing Business） 2014」

参考資料：ジェトロ「在アジア・オセアニア日系企業実態調査（2013年度調査）」
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拡大
42%現状維持

52%

縮小5%

第３国（地域）へ
移転・撤退 1%

不明 2%

香港・マカオに進出する日系企業
今後1～2年の事業の方向性

拡大
54%現状維持

39%

縮小5%

第３国（地域）へ
移転・撤退 1%

不明 1%

中国進出する日系企業
今後1～2年の事業の方向性

右手に夢、左手に行動力！
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中国とアセアンのゲートウェイ
　簡単に申し上げると、香港は中国のゲートウェイ、シンガポールはアセ
アンのゲートウェイとなります。ビジネスをする環境を考えたとき、香港と
シンガポールと同じような機能を持っている場所は他にはありません。
　中国ビジネスに関わっていく場合は、中国で会社を作るより、まず香
港で会社を作ることをおすすめしています。香港のほうが創業も会社の
マネージメントもはるかにしやすいからです。中国には香港に対する
様々な特例があるので、中国ビジネスへのエントリーもしやすくなって
います。
　シンガポールは、「チャイナプラスワン」やアセアン地域6億人のマー
ケットが注目されるようになり、その統括拠点として脚光を浴びるように
なりました。でも、アセアンビジネスの拠点がシンガポールでなければ
いけないか、というと答えは「NO」です。香港がもうひとつの選択肢にな
ると思います。金融と情報、貿易が自由で、言語がマルチ、リーガルが整
備されています。物を売る場合、どちらの地域で売れたほうがアジア全
体のランディングにつながるかというと香港のほうがインパクトがある
と思います。

始めやすさとフォローアップ
　香港とシンガポールについて、創業のしやすさについて比べてみ
ましょう。まず、会社の作りやすさにはあまり違いはありません。どちら

も一人株主、一人役員で設立可能で、両者が同一人物でもいいので
一人で会社が作れます。但し、香港の場合は、この一人がレジデンス
でもなくてもかまいませんが、シンガポールの場合は、レジデンスで
なければいけません。ですので、創業するとき日本に住んでいるとき
は、シンガポール居住者の方に役員をお願いしなければいけなくな
ります。
　次に外国人の方が現地で仕事をしようと思ったときに出てくるのが就
業ビザの問題です。ビザの取得は、香港のほうがシンガポールより比較
にならないくらいに取りやすいですね。シンガポールは今ビザを取るの
が極めて難しい状況です。家賃はどちらも高いので、不動産の比重は大
きくなります。法人税はどちらとも低税率。トータルで比べると、スタート
アップは香港のほうがしやすいといえるでしょう。
　ですが、ユニークな特許や技術を有する技術系企業の場合は、シン
ガポールのほうがいいかもしれません。なぜかというと、シンガポール
は国をあげて、先端技術の獲得に乗り出しており、ファンドも持っている
からです。うまくすると、ファンドがその企業に出資してくれるかもしれま
せん。シンガポールが力を入れているのは、環境、特に水に関する技術、
それと宇宙航空産業です。これらに関連する技術を持っている会社であ
れば、シンガポールで創業するメリットがあると思います。

放任主義の香港、過保護のシンガポール
　香港とシンガポール、非常に似て非なるところは、香港はレッセフェー
ル、つまり完全自己責任であること。香港政府は最低限のルールを決め
て、あとは放任主義。文句もいわないけれど、手も貸さない。一方、シン
ガポール政府は厳格にルールを決めて、ことごとく口を出してくる計画
経済をポリシーとしています。真四角で融通が利かないけれど、政府が
企業をサポートするファンクションを沢山持っています。
　香港とシンガポールのビジネス環境について、甲乙をつけるのは難し
く、どんなビジネスをするかによっても違ってきます。両地域の環境を踏
まえて、自分のビジネスに合ったロケーションをみつけるといいのでは
ないでしょうか。いずれにしても、香港とシンガポールをうまく使っていく
ことが、中国、アセアンを含めたアジア全体の市場の活力を取り込んで
いく、キーとなることだけは間違いないと思います。

起業はアクションを起こすことが肝心
　夢や大志はあるのに起業できない方は、「全部道具が揃ったら起業し
よう」「会計も知らないので、私にはできない」などと考えて、やりたいけ
どできないというスパイラルに陥ることが多いですね。でも、全部揃って
からやろうと思ったら、一生かかってもできません（笑）。ポイントは全部
自分でやらないこと。オフィスが高いなら、デスク1台を借りられるところ
から始めればいいし、営業や製造も自分でやるのが難しそうなら、パー
トナーを探せばいい。文化や法慣習の異なる国でビジネスをするとき
は、現地のパートナーをみつけてやるほうがうまくいきます。たくさんの
方の協力を受けながら、事業を進めていけばいいのです。まずアク
ションを起こしてみることだと思います。

香港VSシンガポール
起業しやすさを競う
二拠点を徹底比較
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南・ア
ジ
ア
で

ビ
ジ
ネ
ス
を
興
す 　「東南アジアNo.1の人材会社」を目標に、ベトナムにて人材

サービス事業を立ち上げた「HR-Link」。海外の日系企業に対し
て、国外で働きたい意欲ある若者や、世界に日本の技術を広めた
いと考えるエンジニアなどの人材紹介を行う。社長である竹之内
さんは、2010年に東京で人材紹介会社を設立し、その翌年には
500万円を元金にベトナム法人を立ち上げた。また2013年には
フィリピン法人を開設と、№1へ向かってひた走る。
　とんとん拍子に進んできたように見えるが、最初から順風満
帆という訳ではなかったそう。「無名の会社をゼロからスタート
する点においてはマーケティングの段階からかなり苦労した。
自社以外は全てお客様。どれだけフットワーク軽く顧客開拓が
出来るか、常に自分との戦いだった。」と竹之内さん。あらゆる壁
を乗り越え、今はベトナムで起業したことに対して「日本国内に

比べ自分自身の価値を見出すことができる。人の役に立ってい
ることをより実感でき、日々の業務や自分の人生に『意味』を感
じる。」と語ってくれた。
■これから起業する方・起業された方へメッセージ
　起業に限らず、新たな環境にチャレンジしようとする方々には
必ず理由や目的があり、その目的を達成するためのプロセスに
おいて、周りに惑わされることなく着実に進歩を実感していける
か、その点が重要であると考えております。
　常日頃から現状を俯瞰し段階を踏んで取り組んでいける姿
勢が大切だと思います。

Hopewill Group (Holdings) Ltd.
代表取締役会長　堀 昭則氏
大学生だった1990年前半、中国人の知人に「若いうちに中国に入って、中
国のプロになれ。やがて、多くの日本企業が中国にやってくるようになる
から、そのノウハウを持つことは大きなビジネスチャンスになる」といわれ
る。そのアドバイスをもとに、大学を卒業後、商社に就職。中国、香港での
計7年の駐在生活を経て、2003年に起業。日本企業や個人のアジア進出を
支援するホープウィルグループを経営し、12年目を迎える。同グループは、
市場調査、法人設立、アウトソーシング業務、資金調達・M&A等を、それぞ
れ専門で手がける事業会社を有し、グループ力により企業の事業展開を
サポートしている。
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ベトナム編

HR-Link Vietnam Co.,Ltd
住所：8/F., LOD Bldg., 38 Tran Thai Tong St., Cau Giay Dist., Hanoi
電話：(84)4-3795-7037
ウェブ：hr-linkvn.com/

ネットワークもゼロからのスタートだからこそ
自身の価値をより見出せる海外起業

竹之内 雅也氏
2003年から日系人材会社にて就業し、2010年
に東京で人材紹介会社を設立。
翌年、海外の日系企業に対して日本人技術者
＆若手の人材紹介を目的として、ベトナム法人
を設立。2013年にはフィリピン法人も開設し、
展開中。
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【　　　　　         　　　　　】

❶起業する前は、日系事務機器メーカーの香港支店で、営業部長と
して、家具販売や内装工事等を担当していました。忙しい日々でした
が、香港人のワーカーさんとも一緒になってモノを作り上げていく
仕事は楽しかったです。自由で活気がありました。ところが、その会
社がある日、突然のクローズに。呆然とした中、日本帰国か香港に残
るかを考えた時、「よし！ 一丁やってみてダメなら又考えればいい
さ！」と思い、即始めました。本当に軽い気持ちでした。
❷やりたいことは何でも自由にチャレンジでき、どんな場面にも臨
機応変に対応できるので、とてもやりやすいです。でも、大手の看板
がなくなった途端に、ぷいっとそっぽを向いたお客さんも居たり、会
社としてはゼロからのスタートだったので、日本本社の了解が得ら
れず仕事が頂けなかった事も。その逆に、「竹野さんだからお願い
する」と言って下さったお客さんも多々いらっしゃいました。兎に角、

「悩まず、まずは一歩、一歩、前に進め！」でした。
❸❹最初の1～2年はビギナーズラックで順調でした。起業して2～
3年頃になって、依頼が落ち込むように。窓口となっていた駐在員の
方が立て続けに帰任されたり、などのタイミングもあったのかもしれ
ません。そこで、ゼロからやってきたことを見直すことにしました。お
客さんと「なあなあ」の関係になっていなかったか、楽しく仕事をし
ていたか、感謝をして仕事をしていたか、などを自問自答。気持ちの
持ち方を変えるだけで、事業がうまく展開していくようになりました。

❺テンプスタッフ創業者の篠原欣子さんが憧れです。篠原さんとの
出会いは母の送ってくれた一冊の本、留学時代から企業までのエピ
ソードが印象に残っていて、篠原さんのとても自然体な姿に素敵だな
と思っていました。その後、篠原さんには講演会でお会いする事がで
き、オフィスの内装もやらせて頂いたりと、とてもご縁を感じました。
❻お世話になっている香港の方々、この地に恩返しができるような
仕事をして行きたいです。香港の環境保全にも関われる仕事をした
いと思っていますし、香港人の雇用に貢献できるよう会社も頑張っ
て大きくしなければと思っています。事業では、今やっている内装
業、家具、お引越し等のお手伝いに加えて、不動産の方にも知識を
伸ばし、より幅広いサービスができればと思っています。
❼私のような者でも事業を続けてこられているので、気力と行動力
があるなら誰でもできると思います。ここ香港はどこもかしこもチャン
スがゴロゴロ。一度トライしてダメなら又出直そう！ぐらいの根性と
気力、そしてちょっと楽観的に居れれば、誰でも成功すると思います。

Space Creation Co., Ltd.・・・・・・・・・・竹野浩子さん

Space Creation Co., Ltd.
住所：Unit D, 3/F., Harvard Comm. Bldg., 
　　  105-111 Thomson Rd., Wan Chai
電話：(852)3102-1250
ウェブ：www.spacecreation-hk.com/

好きな仕事を楽しみながらイキイキと！ ・業種：インテリア、内装工事（内装業）
・起業年：2005年10月1日
・起業資金：20万香港ドル
 （オフィス、コンピューター等含む）

❶元々アパレル出身でしたが、昔から飲食業に興味を持っていまし
た。ワタミグループを創立した渡邉（美樹）さんをご存知な方がい
て、「ぜひ1回お会いさせていただきたいです」と6、7回ぐらいお願
いをして、ようやく実現しました。渡邉さんにお会いした際、色々な
お話しをしました。「香港にワタミを進出したいなら、研修に来てく
ださい」と仰られ、当時のアパレル会社を知人に任せ、妻とまだ1歳
にもなっていなかった娘と一緒に日本へ行きました。ワタミで皿洗
いから始まり（笑）、2年ほど働き、ついにワタミグループの初海外代
理権を頂きました（2001年当時）。
❷やはり1つのブランドだけでは満足できませんから、自分の会社
を立ち上げてよかったです。ワタミは日本と香港、両方で大成功を収
めましたが、個人的にはもっと様々な飲食ブランドを香港人に紹介
したいです。香港人はいつも新しい物事にチャレンジする気持ちを
持っていますから、香港マーケティングではやはり複数のブランド
を持っているほうが有利だと考えます。

❺渡邉さんでしょうか。日本で留学していた際、飲食業に興味を
持っている私は多くの飲食店を観察していました。ワタミがこんな
大規模に展開できるのはやはり理由があると思います。店の雰囲気
や店員の接客態度も、ほかの店とは何か違う気がしました。渡邉
さんに受け入れてもらい、ワタミで研修し、日本式のマネージメント
方法を勉強できたことが今に役立っていると思います。現在も西佑
定食屋や、日牛しゃぶしゃぶなど自分で立ち上げたブランドでそれ
を生かしています。
❼目標が大きいほど、決心も大きくなくてはなりません。そして、事
前に想定できるリスクは徹底的に調べておきましょう。リスクは解決
するではなく、できれば避けるほうがいいと思います。 

和心有限公司 Well Core Limited・・・・・・・デレック・リューさん

和心有限公司 Well Core Limited
ウェブ：wellcore.com.hk

目標は大きく、リスクは徹底的に避ける ・業種：日本食レストランチェーングループ。
  自身のレストランブランドや、日本のブランドを
  香港で展開している
・起業年：2001年11月
・起業資金：200万香港ドル以上（日本研修費用等含む）

❶香港の日系ヘアサロンで働いたのちに海外に行き、その後香港に
戻りましたが、慕っていた先輩もいなくなって自分が思うようなサ
ロンがありませんでした。なので自分でサロンをオープンしました。

「経営」するのは全く初めてだったので、当時は、自信がなかったです。
❷大切な仲間、信頼できる仲間がいることを起業してから知って、
ほんとうに良かったと思います。
❸❹店舗の賃料が上がること。今の場所も含めて3回引越ししまし
た。前の場所は建物が古く、水も出にくく不便があったのでこの場所
に移りました。引越しをするたびに、場所も大きくなり、お店の雰囲
気も少しずつ変えています。
❺前のヘアサロンにいた先輩です。美容師としても経営者としても尊
敬しています。今でも、たまに連絡を取っています。

❻もっとお店のスタッフを育てて、チームを強くする事です。スタッ
フの教育には時間かかりますが、とにかく些細な事でもコミュニ
ケーションを取っています。そして、美容師の仕事の素晴らしさを伝
えていきたいです。
❼会社・お店を経営することだけを考えるのではなく、自分の夢や
目標があれば、どうしたらその夢が叶うか、目標を達成できるかとい
う事を考えることが経営にも繋がると思います。そして、スタッフ一
人一人のライフスタイルを大切にすることです。

DATA hair make・・・・・・・・アニータさん

DATA hair make
住所：22/F., Cubus, 1-3 Hoi Ping Rd., CWB
時間：10:30～20:00
電話：(852)2891-9925(日本語可)
ウェブ：www.datahairmake.com.hk

お店ではなく、夢を経営している ・社名：DATA hair make
・業種：ヘアサロン
・起業年：2003年7月28日
・起業資金：30万～40万香港ドル

 起業家の方々に伺いました。
「チャンスのつかみ方、活かし方」
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❶電子部品アッセンブリー会社で会社員として働いていた34歳くら
いから漠然と独立したいと思うようになり、39歳に独立。当時、意気
込み自体はまったくなく、単に「できる事からはじめてみよう」という
思いだけでした。だた、起業して1年後に、工場立ち上げ等で、意気
込みみたいなものが徐々に出始めてきたという感じ。
❷自分の思いが仕事の全てに反映でき、自分で全て責任が取れる点。
❸中国人パートナーとの考えの相違（とりわけ品質管理に関して）
があり、経営方針が定まらず、製品開発が滞ったこと。
❹大同小異でもって事に望み、それでも問題がある場合はパート
ナー関係を解消した。
❺「成功の法則92か条」―――三木谷浩史
　「プロ経営者の条件」――――折口雅博
基本的に０から会社を立ち上げ、会社を大きくした人に憧れているから。

❻今の会社を今後4年で高付加価値を生めるグローバル企業に育
て上げ、幅広いお客さんに愛されるようになることを目指してます。
❼起業するにあたって向き不向きがあると思いますが、基本的に仕
事が大好きで、大好きでたまらない人は起業に向いていると思いま
す。ですので、そういう人は自分に能力が有る無しを問わず、挑戦し
てみたほうがいいと思います。

（ちなみに自分も仕事が大好きで、徹夜も苦になりませんが、頑張れ
ています。ただ、かみさんには文句言われっぱなしですが･･････）

Bright Bridge Group Co.,Ltd・・・・・・・大橋由享さん

❶以前は大阪府の役人として香港に駐在していました。大阪も商売
の街でかなり盛んですが、香港はもっとスピードが早いと感じてい
ましたね。どんな仕事でも日本だと決断までにかなりの時間を要し
ますが、それがこちらでは相手が面白いと思ったら即決！そんなとこ
ろに少し惹かれていました。ちょうどタイミングもあり自分で自由に
やってみようと思い起業することを決意しました。
❷お客様との距離が近いところですね。企業にいたら解決できな
いこと、お客様のために何かしたいけどできない、そんなこと多々あ
ると思うんですが、自分でやっていると必ず結論を出し解決させな
ければならない。それはプレッシャーでもありますが、成功した時は
本当にやりがいを感じます。
❸❹昔、従業員に騙されたことがあります。ある機械の製造販売を
していたんですが急にコストが20%も上がって、調べた結果、従業
員が不正をしていることが発覚しました。その頃から、どうしたら不
正を無くすことができるか考えるようになりました。不正ができない
システムを構築し、従業員も余計なことを考えず仕事に打ち込める、
会社も損をしない方法を自分のお客様にも提供したいと思うように
なりました。

❺やはり、松下幸之助ですね。私も起業する際、会社の為、社員の
為、社会の為に何ができるか考えました。それは今でも同じです。中
国にいるからには、中国にも貢献しないとと思います。
❻2つあります。1つは、企業コンサルタントとしての立場から社員が
不正することなくお客様に利益を出してもらう、また社員の方にも
気持よく働いてもらえるシステムを構築しお客様に貢献すること。
もうひとつは、中国人の看護師を育て、日本で活躍してもらうことで
す。人手不足で深刻なのでそうすることで日本社会にも貢献したい
と思います。
❼やりたいことを持つこと！自分でなんとかやる！目的がなければダ
メです。はっきりとした目的を見つかれば、精神もついていくはずで
す。頑張ってください。

KGC 関西広東貿易投資有限公司・・・・・・・片山勉さん
従業員も会社も損しない方法を、お客様に提供したい ・業務内容：企業コンサルタント、

  LEDの製造販売、日本語学校の運営
・起業年：2001年3月

KGC関西広東貿易投資有限公司
住所：Rm.1506, 15/F., Golden Era Plaza, Sai Yee St., Mongkok
電話：(852)2525-7166

能力の有無を問わず、大きなチャレンジを ・業種：PVC、TPU  インフラタブルグッツ、
  ネブライザー生産、輸出
  （エアーマットレス、エアープール等のユニット品）
・起業年：2010年
・起業資金：100万人民元

❶日本で製パン店に勤務。当初は起業する気はなかったのですが、
珠海に住む日本人と知り合い、声をかけられました。日本と中国の
現状を比較し、起業するなら中国と決めました。2004年8月に中国を
旅行した際に、若者が多く、街が活気であふれることにすごく驚きま
した。そんな中国の街を見て、自分が学生だった頃の昔を思い出し、
ここなら商売が成功するかも、と思ったからです。
❷起業しても1～2年でダメになる会社が多い中、軌道に乗って営
業を続けていられることです。知り合いの中国人が一昨年の秋口
に、日本人シェフを雇ってパン屋をオープンしたのですが、つい最近
閉店してしまいました。そういう状況を目の当たりにするので、起業
しても続けることはもっと大変なことだと思います。
❸苦労はずっと今でも続いています。世界の常識は中国の非常識、
自分自身の言動に気を使い続ける苦労もあります。他には起業当初
は今のように流通もよくなく材料の調達にも苦労しました。
❹材料調達の件ですが、手に入るものを使い、自分なりに工夫しま
した。例えば、自分で必要に応じて小麦粉を配合するなど。この頃の
苦労が今につながっているのは確かですね。

❻現在2店舗を経営、新店舗を6月に1店舗、7月にもう1店舗、オー
プン予定です。ですので、とりあえずの目標はこれらの店舗を軌道に
乗せること、それ以降は今後の成り行きを見てからですね。
❼これからは東南アジアの方が起業するには良いかと思います。親
日な国、思想が似た国の方が楽だと思います。継続していく体力も
必要ですね。

小麦の家 BACKERI・・・・・・・・・鋤本雄一郎さん

小麦の家　BACKERI
住所：珠海吉大石花東路28棟115號（海湾花園大門左側） 
電話：(86)756-323-2139 
営業時間：6:00～20:00(定休日なし)

その頃の苦労が今に繋がっている ・社名：小麦の家食品有限公司
・業種：パン・ケーキの製造・販売、喫茶
・起業年：2005年11月1日
・起業資金：30万人民元（会社申請時）

❶現在の会社を起業される前の「前職」と、起業に至るまでの経緯、当時の意気込み等をお聞かせ下さい。
❷起業されて「良かったな」と思われる点と、その理由をお聞かせください。
❸起業されてご苦労された点や時期を、その理由も含めてお聞かせください。
❹そのご苦労をどのように乗り越えられましたか？
❺ビジネスに於いて影響を受けた「人物」「書籍」「映画」「出来事」等を教えてください。
❻ビジネスに於ける「今後の目標、ビジョン」をお聞かせください。
❼これから起業しようと考えている方に助言等、何か一言お願いします。

「起業」という大きなハードルを乗り越えて、自分たちのビジ
ネスを展開する方たちに話を聞いてみよう。ここでは、起業の
きっかけやメリット、苦労など、アンケートを通して、起業家の
実態に迫ってみた。そこには起業に関するヒントがいっぱい。
一歩踏み出す勇気をもらえるのでは？ 】

以下のアンケートに答えていただきました。

【特集】

起業
指南

Bright Bridge Group Co.,Ltd
電話：(86)769-8538-2429
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　香港・中国での会社設立をはじめ、口座開設、記帳代行、
会計監査、税務申告代行からビザ申請、組織再編やIPO
コンサルなど多岐に渡ったサービスを提供する

「CWCC」。1986年に設立以来、その顧客数は2,000を超え、
その質の高い仕事で信頼を築いて来た。
　同社の拠点は香港を中心に中国本土にも数多く
進出し、今では合計7ヶ所。従事するスタッフ数は実に200名強に及ぶ。
　また、早くから日本市場にも着目しており、日系顧客専門の窓口「ジャパンデスク」を94年にオー
プンした。これによって日系企業が求める木目の細かいサービスを、同社の日本人スタッフや日本語
堪能なローカルスタッフから受けられる事は、顧客にとって見逃せない大きな魅力のひとつとなる。
■これから起業する方・起業された方へメッセージ
　香港・中国と言う市場は、今後も世界中の起業家たちを魅了する場所であると捉えています。その
理由は、規制面でのハードルが低い香港と、内需拡大による更なる成長が期待出来る中国が、絶妙に
融合している市場だからです。また、香港・中国を基点としたアセアン諸国への足掛かりを付ける意味
でもこのマーケットは立地・商習慣的に近似面が多く、起業家にとって有用なものになると考えます。

CWCC

〈Shenzhen Office〉
住所：Rm. 7, 13A/F., Tower A, Haisong Bldg., Terra 9 Rd.,
　　  Chegongmiao, Futian District, Shenzhen, 518040, China
電話：(86)755-8213-5633

〈Hong Kong Office〉 
住所：Suites 1201-4, 12/F., Tower 2, The Gateway,
　　  25-27 Canton Rd., TST, Kowloon, Hong Kong        
電話：(852)2956-3333

　日系企業向けの教育研修を専門に扱う「Yashan」。研修対象は日系企業に在籍する中国人ス
タッフだ。階層別研修や日中異文化研修、営業スキル研修、ストレス管理研修など内容は幅広く、日
系企業の抱える課題に焦点を当てた研修を実施している。
　同社は2009年に中国人と日本人がタッグを組んで設立された日中合弁会社。日本人講師は全
て中国語での講義を行い、中国人講師とセットで理解度と応用力を高める内容になっている。又、
研修後の効果を可視化できるアセスメントも各種用意している。今年3月に実施されたリーダー
シップ公開講座には、50名の申し込みがあったといい、現地化の加速と現地社員育成の期待が高
まっていることが伺える。
■これから起業する方・起業された方へメッセージ
　中国での成功の鍵は、自身の考えと理念を共有できる現地社員あるいはパートナーに巡り合える
かどうかに掛かっています。「日本の考え」を「日本式」で遂行することは大変骨の折れる作業であり、
現地化を遠ざける重要な要因となります。弊社は中
国人社員が理解し、活用が出来る仕組みのご提案
も含めて実施しておりますので、従業員教育の件で
お困りの事があればお気軽にご相談を頂ければと
思います。

日系企業の強み
社員教育のあり方
日系企業の強み
社員教育のあり方
深圳雅山企業管理咨詢有限公司

深圳雅山企業管理咨詢有限公司
住所：深圳市龍華街道和平路青年城邦園3棟306室
電話：(86)755-2344-7568
ウェブ：yasansz.com/default.html

　日本人の感覚では通用しないことも多く、日本とはまた
違った苦労のある海外起業。ITセキュリティに関しても起
業当初から徹底する必要があると教えてくれたのは、ソフ
トバンクの現地法人「軟銀通信科技（上海）有限公司」だ。
　中国は転職率が高く、社員の多くが2～3年で転職する。
その時に気を付けたいのが、情報漏洩だ。日本では、会社
で自分が作った資料は「会社のもの」と考えるのが一般的
だが、中国では、私が作った資料だから「私のもの」と考え
る人が少なくない。よってセキュリティのルールは、できるだけオフィス開設の段階で設定しておい
たほうがいいという。理由は2つ。1つは、法人立ち上げ時からセキュリティポリシーに基づいてシス
テムの構築を行うことで、どの脅威に対してどこまで対策しているかが分かり、後々の改修や追加が
しやすくなる点。もう1つは、現地では後からセキュリティレベルを上げることが難しいという点だ。
元金を抑えたいがために開設当初にセキュリティシステムを入れず、後になって導入しようとする
と、現地スタッフからは「今までOKだったのだから必要ない」と理解を得られないケースもあるとい
う。ついつい後回しにしがちなITセキュリティ。十分注意しよう。

起業時に考慮すべき
ITセキュリティ
起業時に考慮すべき
ITセキュリティ
軟銀通信科技（上海）有限公司（ソフトバンクテレコム）

軟銀通信科技（上海）有限公司 広州分公司
SOFTBANK TELECOM CHINA CO.,LTD.GUANGZHOU BRANCH
住所：広州市林和西路９号耀中広場B座2812室
電話：(86)20-3839-6407
ファクス：(86)20-3839-6416

CWCC
ウェブ：www.cwcccpa.com/jp/About.aspx

会社の設立・会計監査・
税務支援を一貫サポート
会社の設立・会計監査・
税務支援を一貫サポート

　中国進出を成功させるには税制、法律、商習慣などを深く理解し、的確
に対応する必要がある。中国へ進出したいが何から始めていいか分から
ない、現地法人の会計内容が分からない、財務諸表を日本語で見たい…。
こんな問題をお持ちの事業主、海外事業担当の方はいないだろうか。「Tri-Pros」は、香港、中国進
出をスムーズに行い、かつ確実な経営管理を行えるよう、特に中小企業の事業主を中心に各種
サービスを提供するコンサルティング会社。法人の設立や会社秘書業務、決算処理、輸出入業務の
代行など様々なコンサルティング業務を行う。広東省に工場、香港に事務所があるという企業のク
ライアントに強く、製造業を中心に、商社なども多く利用しているという。
　中国ビジネスの成果を把握するため、財務面の管理は重要な課題のひとつだ。特に香港の人件
費は日本並みの水準で、管理コストも無視できない。同社はリーズナブルな価格で、日々の仕訳処
理から決算、税務申告までを日本語でサポートしてくれる。
　20年の実績を持つ同社が長年支持される理由は、ローカルの会計事務所との結びつきが強い
こと。クライアントに合わせた柔軟な対応が可能なので、力強い手助けになってくれることだろう。

ローカル企業との結びつきで
幅広い対応が可能
Tri-Pros Management Consultants Limited

〈広州事務所〉
  住所：廣州市天河區體育東路140-148號
　　    南方證券大廈28樓2803-2810A29房
  電話：(86)20-2881-0561

〈深圳事務所〉
  住所：深圳市羅湖區和平路1199號
　　    金田大廈1101-02室
  電話：(86)755-2559-9506

〈香港本社〉
  住所：Flat C, 20/F., Young Ya Industrial Bldg., 
　　    381-389 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan
  電話：(852)2493-0175

Tri-Pros Management Consultants Limited

　賃料の高い香港では、事務所運営のコストをいかに改善していくかも課題となる。その解決策と
して、「明正（香港）」が提供しているバーチャルオフィスサービスをご紹介しよう。このサービスは、
貿易書類の作成や郵便物の管理、支払手続きなどのオフィスワークをすべて代行してくれるという
もの。最小のコストで香港における法人事務所の運営
が可能となる大変有用なサービスのため、近年では中
国に工場があるメーカーや駐在員を置かない日本企
業の利用も増えているという。
　同社は日本から中国まで一貫輸送を行うために、日
本国内に多くの事業所を持つ「明正」の海外拠点として
設立された企業。日本のみならず、第三国への輸出業
務も可能で、ベトナム、シンガポール、マレーシア、イン
ド、タイなどへの物流拠点ともなっており、香港法人の
設立代行から物流まで一貫して任せることもできる。
　小規模でも対応してくれるので、起業を目指す方に
は強い味方になることだろう。一度相談してみてはい
かがだろうか。

バーチャルオフィスサービスで
最小コストの事務所運営
バーチャルオフィスサービスで
最小コストの事務所運営
明正（香港）有限公司

明正（香港）有限公司
（Meisei Hong Kong Limited）
住所：Suite 809-810, Shatin Galleria, 18-24, 
　　  Shan Mei St., For Tan, Shatin, N.T. 
電話：(852)2690-5202
ウェブ：www.meiseihk.com/

ビジネスの強い味方！
「起業」を安心サポート
専門知識を持ち、市場を十分に理解している「プロ」達が様々
にサポートしてくれるなら起業に関する不安も解消。コーチン
グ、IT、バーチャルオフィス、会計サポート、秘書役など、起業家
の活躍を支えてくれるサポーターたちを紹介しよう。

　生まれつきの起業家はいないが、成功す
る起業家には共通の特徴があるといえる。内
面的な要素が特に大事だ。そして、個別の要
素ではなく、複数の要素を兼ね備えることが
起業家の要件であると考えよう。そこで、世界
4大会計事務所（Big4）の一角を占める

「アーンスト・アンド・ヤング」が提案する「起
業家に共通する特徴」モデルを紹介しよう。
　「内的統制感」-好機を見出す能力、さらに
その好機をつかむためにリスクを選好する
姿勢が中核的要素となっている。中心部を
取り巻くのは、起業家が日々実践している6
つの行動指針だ。そして外周部は、過去の
調査で明らかにされた優良企業のリーダー
が持つ特質を 示している。

起業したい方は要チェック！起業したい方は要チェック！
起業家には

共通の特徴がある！

番外編

柔
軟
性
　　

ビジ
ョン　

　回復力　　チームワーク　
　
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
　
　
情
熱
　　リーダーシップ　　誠実性

　　
品質

　
　
顧
客
重
視

内的統制感

自己主張と
チームワークの共存

意欲、忍耐心、
粘り強さ

独自の
ビジョン設計―
熱意と明確な

焦点

資金、人材、
ノウハウの

エコシステム構築
ニッチと

市場ギャップの探求

信念を貫く―
成功、文化、

価値観の構築

リスクや失敗を
恐れない態度

好機に敏感な
姿勢

参考資料：<天性か育成か　起業家のDNAを解析する> 
2011 Ernst & Young ShinNihon LLC.
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　中国でおそらく初となるメイドカフェをオープンした中国
人の月下見さんは、自他共に認めるオタク。子供時代から日
本のアニメと漫画が好きで、趣味が高じてビジネスにしたと
語る。そんな月下見さんは苦労人で、幼い頃は家が貧しかっ
たので、十代からいろんな仕事をやってきたという。幸い不
動産景気に乗り、忙しいながらも、生活に少し余裕が出てき
た頃、「オタク文化は周りの人にはなかなか理解してもらえ
ない。話の合う友達もいないし、ただ金を稼ぐだけの日々。
このまま一生を終えてしまって本当にいいのか…」とふと考
えた。そこで、仕事を辞めて、貯めたお金で大学に入って人
生をやり直そうと決心する。そして大学に入って2年目、再び
考えた。「やはり、日本のアニメや漫画が好き！オタク文化に
は人を引きつけるものがあるんだ。この世界には同じ趣味
を持っている人がたくさんいるはず。それこそ市場じゃない
か！と思ったんです。」それで大学を辞め、手作りのコスプレ
グッズやコスチュームを扱う小さなお店を始めた。

　ちょうど9年前、中国では映画「電車男」が大人気となり、
メイドカフェもこの文化の一部として認識されるようになっ
た。月下見さんは「中国初のメイドカフェを作れるのはメイ
ド好きな私以外にはいない！」と思い、メイドカフェを開い
た。「私自身、同じ趣味を持つ人たちが自由に語り合えるよ
うな場所が欲しかった」と振り返る。
　月下見さんはオタク文化に関連したビジネスを始めて10
数年になるが、「この仕事をこれからもずっとやっていくつ
もり」と微笑む。これまでの自分の経験を生かして、オタク文
化のファンや仕事にしたいと考える方のために情報提供も
行っている。時々新聞や雑誌に寄稿したり、イベントでス
ピーチすることも。日本のオタク業界と組んで、中国でのオ
タク文化普及にも注力する。アニメはもちろん、最近は日本
の携帯ゲームの輸入も計画しているそうだ。

香
港
か
ら
ひ
ろ
が
る

和
僑
の
つ
な
が
り

香港和僑会

　―具体的に何をするか決まってないけど、心の中に漠然
と「起業」という二文字が浮かんでいる、起業したいけど何
から手をつけていいか分からない、すでに起業したがなか
なかうまくいかない―
　これから起業を志すに人も、すでに起業した人にも悩み
は尽きない。まして異国の地での起業となればその苦労も
ひとしおだろう。そんな悩み多きあなたに朗報がある。ビジ
ネスの街・香港には、起業に関する様々な不安や疑問に応
えてくれる場がある。それが「起業塾」。今回はその活動を取
材した。
　起業塾は、香港和僑会会長も兼任する荻野正明塾長が起
業におけるノウハウを講演する入門塾だ。参加者は、学生
から主婦、会社員と職種も年齢も幅広く、約20名の塾生”た
ちは塾長の経験から放たれる生きた言葉に真剣な表情で
聞き入っていた。

 
－「誠実であること」－
　第3回目となる今回のテーマは、「自分にあった起業の
形、目指す方向性」、「事業を始めるにあたっての基本的な
心構え」。講演のなかで“誠実であること”、“Be Innovative
(革新的)であること”を塾長は強調した。
　初期段階は「泥道のぬかるみの中を30Kgの荷物を背負
うようなもの」で、いかにして食いつなぐか、小さな成功の
積み重ねこそ最も重要であり、泥道を脱するには“誠実さ”
が大切であると語る。

－「他人のやってないことをやる」－
　起業プランについて“Be Innovativeであること”と聞くと
少し後ずさりしてしまうかもしれないが、それほど難しいこ
とではなく身の回りにあるビジネスを見渡し、そこに“ちょっ
とひとひねり”を加えることでそのビジネスはそれまでの市
場になかったものへと変化するという。常に起業を念頭に
おいた視点で物事を眺めてみることで私たちの日常も少し
ずつ変化し、他にはないときめきに満ちたアイデアが浮か
ぶかもしれない。

　同塾は会員以外にも幅広く門戸を開いている。未来の起
業家への道はここからはじまる！

香港和僑会 (NPO HONG KONG WAKYOKAI LTD)
住所：36F., Tower 2, The Gateway, 25 Canton Rd., TST
電話：(852)6850-9300
ファクス：(852)2956-0768
メールアドレス：jimu@wa-kyo.org
ホームページ： www.wa-kyo.org
フェイスブック：www.facebook.com/hkwakyo

豊富な経験から様々な質問にも丁寧に回答する荻野氏  

香港和僑会が今年2月に開講した「起業塾」。香港で活躍する筋金
入りの“和僑” 荻野塾長に学ぶ起業、そして人生のヒント。香港での
成功のカギが見つかるかもしれない！

　香港和僑会(荻野正明会長)は、海外で起業を志す人または企業でリーダーを目
指す人を育成・支援することを目的に2004年8月に設立されたNPO法人だ。会員の
共通理念に「自助をベースとした互助」を掲げ、皆が助け合うコミュニティーを目指
し活動している。“互助会”ともいえる同会の活動内容は多岐に渡る。
 
●月1回の定例会・・起業家や香港で活躍する人物を講師に招いての講演会
●分科会・・カテゴリー別のワークショップ
 ・フィナンシャル分科会・・保険、投資、資産運用に関する勉強会
 ・ＰＲ分科会・・プロモーションやマーケティングなどを学ぶ勉強会
 ・ＩＴ分科会・・インターネットの仕組み、PCの使用方法、SNSの勉強会
 ・教育分科会・・子育て情報、情報交換の場

　この他にも同会では、香港を拠点にビジネスを展開する人のために、「論語の会」
や「y.n.club (やまとなでしこ会) 」などを行っている。 
　会長の荻野氏は、香港の有名企業フェニックスグループホールディングスの会長

でもある、経験豊かな起業人。日本人らしく50年間海外で勝負をしてきた同氏は、異
国の地で起業することの大変さを痛いほど知っている。だからこそ自身が培ってき
たノウハウを後輩たちに伝えていく場が必要と考え、2013年に荻野氏とマンツー
マンで話し合うことのできる「起業分科会」等を立ちあげた。
 ・起業分科会
　①起業塾・・・これから起業を考えている人を対象に、基本的な心構えなどについ
　　ての勉強会を行っている。
　②起業相談室・・これから起業予定の人を対象にビジネスプラン、モデル等の相
　　談に応えている。
　③経営相談室・・ すでに起業している人を対象に、事業拡大や経営戦略等につい
　　ての実際的な相談に応えている。
　こうした活動からもわかるように、香港和僑会の掲げる「互助の精神」はここ香港
でも着実に根を張っているように思える。そして今年、企業に関心を持つ幅広い人
たちを対象に「起業塾」を開講した。これらの積極的な活動からすでに数件の事業
が進行、設立から10年目の香港和僑会から目が離せない。

起業塾“ちょっとひとひねり”から生まれる起業家への第一歩“ちょっとひとひねり”から生まれる起業家への第一歩

何をするにも不安がまとう海外での生活。
そんな心許ない環境に身をおくからこそ耳を傾けておきたい先人たちの言葉がある。
香港に住む“和僑”には頼れる相談役がいる。

彼の最新情報はここでチェックしよう！
Weibo：weibo.com/inodopalace
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　様々な種類のシングルモルトやジャパニーズ、ス
コッチウイスキー、リキュール類や上質なワイン、さ
らには葉巻も揃えるエレガントなバー「Goshen」。ロ
ケーションもコーズウェイベイ(銅鑼湾)のクラウンプ
ラザの向かいで使い勝手が良い。リラックスできる
オープンな雰囲気の店内で大人のお酒を味わう事ができる。2つのVIPカラオケルームも完備
していて、大人数にも対応している。主な客としては金融や貿易などに就く日本人、欧米人の
ビジネスマンが多い。男性も女性も関係なく来店し、スタッフと気軽に会話を楽しんでいる。
落ち着いた時間を過ごしたいならぜひ訪れてみよう。

Goshen
　忙しい毎日を送る大人たちがホッと一息つけるよ
うな場所といえば、都会の喧騒から少しだけエス
ケープできて、ちょっと大人の遊び心を刺激してくれ
るところ。「逵園1922 Gallery & Cafe」はそんな要望に
ピッタリのエスケープスポットだ。
　1922年に建造された「逵園芸術館」は、「東山洋
房」と呼ばれる洋館の建ち並ぶ閑静なエリア、越秀区恤孤院路にある。2階にあるカフェは、歴
史ある洋館の魅力を十分に感じさせるデザイン。レリーフの施された柱、アイアンアートの窓、
フローリングなど、90年以上の歴史が作り上げた美しさを感じさせる。その空間に芸術家たち
による作品が、見事に調和していてる。このカフェで一息つけば、窓の外に見える「老東山」の
閑静な風景と木々の緑に安らぎを
感じられる。
　素敵な画廊とカフェは大人たちの
骨休みには理想的。友人と訪れるも
よし、一人静かに心を休めるもよし、
楽しみ方はそれぞれだ。

逵園1922 Gallery & Cafe

起業家たちがホッと一息つける空間
歴史ある洋館に癒される

オープン1周年  大人の時間を楽しむバー
明日への英気はここで養う

逵園1922 Gallery & Cafe
住所：広州市越秀区恤孤院路9号（「中共三大会址」の真向い）
電話：(86)20-8765-9746
時間：10:00～24:00
ウェブ：weibo.com/kuiyuangallery
メール：kuiyuan1922@gmail.com

Goshen
住所：9/F., First Comm. Bldg., 33-35 Leighton Rd., 
　　  CWB (MTR銅鑼湾A出口徒歩5分)
電話：(852)2577-1881
ミニマムチャージ：HKD200
PPWの読者は初回に限りお会計から10%オフ！
6月23日～27日はオープン1周年記念イベントも開催予定。

人生のリスタートで趣味を仕事に！

【特集】

起業
指南

香港 広州

戦う起業家の「オフ」は？　自分だけのリフレッシュ空間で新たな活力を。
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香港＆広東香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30

香港＆広東

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

香港WORKS会計経理・経営管理/
マスコミ・広告・デザイン 香港/新界 25K～50K

既存クライアント営業(merchant relationship 
manager)。既存クライアントの課題把握、
提案書の作成、単価交渉、既存顧客へ全国的
な新業務、サービスの提案。

香港WORKS営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 香港/九龍 25K～35K企画のスケジューリング、トラッキングとレ

ポート作成。技術サポート書類。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート 香港/香港島 キングスウェイ～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。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 キングスウェイ～30Ｋ

IT関連、通信サービスの営業経験。日系既存
顧客担当窓口業務全般、コンサルティング含
めた新規提案営業。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/
物流・倉庫

香港/九龍 ～20K

3年以上の物流経験者。客先ニーズのヒアリン
グ、ロジスティックスサポートの提案。オペレー
ションの構築、アジア関連支店との連絡、調整。
ビジネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 ～25K

3年以上の営業事務経験。総務、経理業務、店舗
販売。新規店舗開店、既存店舗管理。検品業務、
購買など。ビジネスレベルの英語、中国語。

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 ～30Ｋ

経理（日々の仕訳入力から決算までのフルセット）
経験者。支払、入金処理、給与の計算と振り
込み、勤怠管理、就労ビザの管理。ビジネス
レベルの英語。

香港/香港島

要相談（日本、
米国、英国、
香港会計士などの
有資格者優遇）

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

コーディネーター：既存のお客様と社内ローカ
ルスタッフとの間のコーディネート業務。ポジ
ティブな方。日本のビジネスセンスをお持ちの方。
論理立てる説明が得意な方。

華南WORKS技術系/外食・フード 香港/香港島

18K×25ヵ月
（応相談）
13カ月または
12カ月＋ボーナス
（業績による）

香港で大人気の日系ラーメン店。調理（ラーメン、
おつまみ）。飲食業での調理経験。就労ビザ
所持者。

香港WORKS営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 香港/九龍 16K～20K+

ボーナス

金融セミナー開催の段取り、翻訳・通訳。既存客
及び取引先とのコーディネート及びサポート。
事務処理、マネジャーのサポート全般。

RGF 香港

RGF 香港

金融/金融・保険 20K～35K香港/香港島

大手日系銀行のコンプライアンス部門にて
Deputy Managerを募集。リスクマネジメント、
信用分析、コンサルティング、企業の経営統合など
のサポート。

RGF 香港

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）

25K香港/九龍
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。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 25K香港/九龍

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
開拓も含まれる。営業経験者、新規開拓経験者
歓迎。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 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。

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。

RGF 香港専門職/金融・保険 20K～25K香港/香港島

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。

RGF 香港専門職/コンサルタント 20K～25K香港/香港島
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
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 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/新界 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。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 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
営業経験者必須。

香港/九龍
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香港＆広東

香港

香港

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
広州

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 広州 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。

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 RMB20K

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。

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 インテリジェンス

香港応相談
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。

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

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。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） 香港/新界 25K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 香港/新界 20K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。

深圳 RMB15K
～20K

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

SE。自動化装置のメンテナンス/電気・機械
有識者/基板装置メーカーで営業または技術
担当経験/プリント基板・フラットパネルメー
カーに勤務経験。北京語できれば尚可。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・
購買/物流・倉庫 深圳 RMB15K～

倉庫管理マネジャー。生産管理・購買・営業、
品質管理などの経験が有れば尚良い。北京語
日常会話レベル。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

東莞 25K

営業（経理）。出来る事出来ない事を正直に報告
できる人。何故中国（香港）で働きたいかを正直
に報告できる人。ISOについて理解している人。
英語ビジネスレベル必須。

JAC 香港

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
業務に従事していた方。

JAC 香港営業・販売系/物流・倉庫 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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

～20K香港/香港島
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。

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。

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 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 香港/香港島 ～35K

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。

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～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。香港
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香港 香港＆広東

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

自分年金の王道、長期積立ファンドの仕組み（1）　

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は18年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

個別相談
随時受付中
（無料）

　公的年金の支給開始年齢の引き上げや支給額の減額など
で今の40代以下の人たちは老後の生活資金の不足が心配さ
れている。その解決策として注目を浴びているのが「自分年
金」としての長期積立ファンド（Saving Plan）だ。
　マン島や香港などのオフショアで長期積立ファンドを運営
している会社には、スタンダードライフ、フレンズプロビデン
ト、アジアス、ハンサード、RL360°等々複数あるが、細かい条
件に違いはあれど運用のスキームはだいたい同じである。
　契約時に決定することは「月々の積立金額」と「積立の年
数」である。
　例えば、「US$500/月X25年」というような形で積立投資プ
ランを決定する。
　長期積立ファンドには「初期口座（Initial Account）」と「貯
蓄口座（Accumulated Account）」という二つの口座が備わっ
ており、積立開始後18～24ヶ月の積立金は初期口座に蓄積
されることになる。
　初期口座の積立期間は運営会社によって違うが、だいたい
はプランの契約年数によって定められている。

例えば、
　　契約期間が  5～10年：初期積立期間18ヶ月
　　契約期間が11～15年：初期積立期間20ヶ月
　　契約期間が16～20年：初期積立期間22ヶ月
　　契約期間が21～25年：初期積立期間24ヶ月
というように、だ。

　初期口座積立期間は必ず積み立てを継続しなければなら
ない。この初期口座に積み立てた資金からは途中引き出しが
できないか、できたとしても特別な手数料がかかるように
なっている。要するに初期口座は基本的に満期まで動かすこ
とのできない口座ということになる。
　初期口座の積立期間が終了すれば、それ以降の資金は貯
蓄口座に入ることになる。
　そして初期口座内の資金と貯蓄口座内の資金はともに最
多10種類までの複数のファンド（投資信託）で運用される。
　貯蓄口座内の資金は初期口座と比較して柔軟に取り扱うこ
とができ、この口座からは必要に応じて出金が可能である。ま
た貯蓄口座の積立期間には「積立の一時停止」や「積立金の
減額」などが自由におこなえる。
　長期積立ファンドの手数料は初期口座に対して一定のパー

センテージでかかる「初期口座手数料」（"Administration 
Charge"あるいは"Initial Charge"）と貯蓄口座に定額でかかる

「ポリシー手数料」（Policy Fee）などがある。
　例えば、初期口座手数料は「初期口座内の資産に対して一
年当たり6%」とか、ポリシー手数料は「US$7.5/月」という形で
設定されているのだ。
　これらの手数料を支払えば、契約期間を通して口座内の資
金を運用するファンドの入れ替え、つまり「スイッチング」を自
由におこなうことができる。※ごく一部、スイッチング手数料
のかかる商品もある。

海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保
険、減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立
投資についてわかりやすく解説します。

2014 年 6 月28日（土）香港　14:30-16:30 定員 5 名 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※参加費無料

講師：玉利将彦（Borderless Management & Investment Ltd. 代表）

参加ご希望の方は
メール：info@borderlessworks.com  まで。

「中国・香港で働く人のための個人年金・生命保険勉強会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

中国全土

広東

深圳

読まれた記事ランキング
5月24日～30日 

　1 位は子供がいない夫婦の相続についての記事でした。おひとりさまなど家族の形態が多様化
するなかで、関心のある読者が多かったようです。他にも6 位に副業、9 位に資産についての記事
が入るなど、お金に関する記事がよく読まれました。3 位に入ったのは「就活探偵団」。2016 年卒と
なる大学 3 年生の就職活動が早くもスタート、意外な体育会系競技が人事の興味を引くようです。
５月24日から30日に読まれた記事を紹介します。

子供いない夫婦、相続の落とし穴 （5月28日）

日本車キラーの異変　現代自に迫る内憂外患 （5月26日）

（3）体育会系、意外な「最強」競技（就活探偵） （5月28日）
 
（4）「量子コンピューター」 突然登場 （5月26日）
 
（5）インド・モディ氏圧勝で最大の敗者となる中国(Forbes) （5月29日）
 
（6）副業は会社にわかる？　住民税の不思議 （5月29日）
 
（7）米は高校投手も肘にメス　靱帯手術、日本と意識差 （5月26日）
 
（8）中国不動産バブル崩壊の足音、相場の波乱要因に （5月26日）
 
（9）「資産5000万円」が見えてくる条件（澤上篤人） （5月25日）
 
（10）軽スポーツ車試乗「かっ飛び感」　馬力に不満も （5月25日）
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Timbee Lo
住所：Shop 106, 1/F., Causeway Place, 2-10 Great George Rd., CWB
時間：13:00～23:00
電話：(852)2803-4444
ウェブ：www.timbeelo.com

　ここ最近、香港の若手デザイナーが手掛けたファッションが世界で脚光を
浴びているのをご存じだろうか。今回はその中の1人、ティンビー・ロー
(Timbee Lo)を紹介しよう。2005年にブランドを創立し、2007年に自身
のお店をコーズウェイベイ(銅鑼湾)にオープンした。不揃いで独特な
デザインを発表することで有名。すべて販売数限定、または一点もの
で、希少価値の高い作品だ。そんな彼の最新作をチェックしてみた。

　「バラの襟のベスト(Rose Collar Vest)」は特別な素材を
使用し、襟を自由な形にねじって着用できるデザインに
なっている。袖口も肩までめくりあげて着たり、パフスリー
ブにしたりと変形する。様々なスタイルにアレンジでき、自
分流の着こなしが楽しめる、ユニークな作品だ。素材は
綿、花柄、ドット柄、ヒョウ柄と様々な模様から選べる。
　「ケープティー/スカート（Cape　Tee/Skirt）」、こちらは綿
100％の白とブルーのストライプ、赤のパッチワーク模様の
2枚の違った生地が1枚に縫い合わされている。1枚で、T
シャツ、スカートに、2通りに着用できる優れものだ。Tシャ
ツはスマートに、そしてスカートはキュートに着こなせる。

　服だけでなく、アクセサリーのデザインも手掛ける彼。中でも人気があるのが「猫の
ブレスレット(鬆毛小貓咪手鍊)」だ。猫を中心に、金の鍵、花、クリスタルなどたくさん
の飾りがついたカラフルで魅力的なデザイン。他には「ビンテージ風の付け襟（Fake 
Collar）」もデザインしている。それぞれ違うデザインの襟はすべて一点もの。様々な種
類のレース、レーザーで切断された花、刺繍など細部にこだわったデザインとなって
いる。
　洋服やアクセサリーをデザインする際に実験的な概念を忘れずに、様々な要素を追
求しているロー。そんな彼の店では、多くのうれしい驚きを発見することができるだろう。

［ Timbee Lo ］

不揃いこそ美しい
ユニークな作品で香港ファッションを世界へ発信
不揃いこそ美しい
ユニークな作品で香港ファッションを世界へ発信

ユニークなデザインの
「ローズカラーベスト
（Rose Collar Vest）」

スカートとスタイルの
「ケープティー/スカート

（Cape Tee/Skirt）」

Tシャツとして着用した
「ケープティー/スカート

(Cape Tee/Skirt)」

        大ぶりなデコレーションが印象的な
「猫のブレスレット（鬆毛小貓咪手鍊）」

タッソルの飾りが印象的な
「ビンテージ風の付け襟

（Fake Collar）」

タッソルの飾りが印象的な
「ビンテージ風の付け襟

（Fake Collar）」
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花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.52 ＜大家好＞
　福山雅治、来港。今回はコンサートです。香港に来る日本の芸
能人は広東語で「大家好！」（みなさんこんにちは）とあいさつす
るのが恒例となっています。通訳やコーディネーターの発音を耳
で聞いたとおり覚えて言っているものと思われ、みんな上手な
発音で「ターイカーホウ」と言います。これが、自分で広東語の教
本などを買って読んだりすると、「ダーイガーホウ」と、濁音で覚
えてしまうことがあります。多くの本に「Daai6 ga1 hou2.」のよう
に書いてあるからです。
　広東語をカナ表記する場合、濁点を付けるか付けないかの問
題は厄介です。どちらでもよく、かつ、どちらでもダメだからです。
日本語は有声音（濁音）か無声音（清音）かの違いが言葉の意味
を区別しますが、広東語はそうではなく、有気音か無気音かの違
いが意味を分けます。「音声と音素」の問題であり、言語学では
基礎の基礎の基礎の基礎…なのですが、一般大衆にはなかな
か理解してもらえない、とてつもなくハードルの高い基礎なので
す。日本では1990年代前半の香港ブームのときに雨後のタケノ
コの如く多くの香港関連書籍が出版され、広東語の学習書もた
くさん出ています。まさに玉石混交、これ1冊で事足れりというも
のはありませんが、秀作もいくつかあります。
　『広東語の通になるための-香港・広東語会話「決まり文句」
600』（1991、高木百合子）には、こうあります。便宜上“b”と書いて
いるが、「無気音」は濁音ではないので[bo]も[ボ]とは言わず、息
をできるだけ出さないようにして[ポ]と言う。…濁音に近く聞こ
えるものにはあえて濁音のルビをふったが、実際には濁音では
ないということを覚えておいてほしい。この本の表記で「大家」

（みなさん）は「ターイカー」。『教養のための広東語』（1992、辻
伸久）では、広東語の無気音を表すb-、d-、g-、j-のアルファベット
は、日本語ローマ字や英語では有声音（濁音）に用いられます
が、それと混同しないよう注意して下さい。この本は無気音の表

記に濁音の「カタカナ補助記号」を使っていますが、前述のごと
く、広東語にはこれらの有声音（濁音）は存在しません！と、「！」付
きで念を押しています。香港人の書いたものでは『日広辞典』

（1992、賴玉華）に、無気音の場合は、その音が日本語の濁音と
は異なるため、発音する際に声帯の振動が伴わないので、…注
意して下さい。
　サウンド・スペクトログラフなどの装置を使って音響分析をす
ると言語音の周波数などがわかり、広東語の無気音がいかに濁
音と違うか（すなわち声帯の振動の程度）が客観的に確認でき
ます。しかしそれより重要なのは、フォノ・ラリンゴグラフなどで
測定した日本語の清音の｢息」の量。語頭の「か」（菓子の「か」な
ど）の場合、なんと800ml/sを優に超える数値であり、日本人は清
音を発音するとき無意識のうちにすさまじい量の空気を放出し
ていることがわかります。これが広東語の話者には有気音に聞こ
えます。「大家」を「ダーイガー」だとする理由のひとつは、日本人
が「ターイカー」と言うと有気音の「太卡」のように聞こえてしまう
からです。『日語發音』（1992、李活雄）にも、我 （々香港人）は清
音・濁音を聞き分ける能力が低い。無意識のうちに「息の放出の
有無」（有気・無気）を区別の基準にしている。我々の母語である
広東語の世界では、pとbの違いは、有気か無気かにあるのだ。
そして、香港人が「広東語の耳」で日本語を聞いたり、日本人が

「日本語の耳」で広東語を聞いたりしたら、混乱を免れない。これ
すなわち、全ての結論となりますね。ごもっとも。
　広東語話者とは逆に、日本人は有気音・無気音を聞き分ける
能力が低くて、特に、無気音の発音が困難です。『教養の～』の中
で辻博士も、音声がご専門だけあって、息・空気を止めることは、
出すことよりも難しいとして、無気音の説明に多くの文字を費や
しておられます。声門を閉じることも暗に指摘していてすばらし
いですが、声門を閉じろと言われて「はい、閉じます」と対応でき

る人はそうそういませんから。尚、この問題は基本的には北京語
とも共通していて、カナ表記については、習近平国家主席のふり
がなを朝日新聞は「シーチンピン」とし、読売は「シージンピン」
です。（毎日は「しゅうきんぺい」、産経と日経はふりがな無し。）無
理に統一しなくてもいい問題のようで、幸いです。
　英米人にとっても、広東語のb-、d-、g-･･･の認知は非常に困
難（『広東語文法』1994、スティーブン・マシューズ他）で、béi「与
える」のｂ-は英語話者にとっては、p-にもb-にも認識されるので
す。その証拠が、イギリス人の定めた、香港の地名等の英語表記
に残っています。「大埔」は「Tai Po」、隣の駅名「太和」は「Tai 
Wo」。聞き分けられないものは書き分けもせず。「大」も「太」も
共に「Tai」。日本人が「light」も「right」も「ライト」とするのと同じ
ことです。
　　　　　
　　　　　　　  大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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第143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

「やせやすいからだ」をつくるための理想的な水の飲み方
一日に必要な水分量は約1.8リットル。
それを朝起きてごくごくと一気に飲むのは苦痛でしょうし、精神的な負担
もおおきくなってしまいます。苦痛や負担がかかるダイエットは長続きし
ませんし、必ず失敗します。だから、何回かに分けて、少しづつ飲むような
習慣をつけるのが成功の秘訣です。
わたしは、朝起きてから、朝食、昼食、夕食の前、入浴前、後、そして寝る前
あとは、出勤退勤など歩いた後に飲むようにしています。

「朝起きた時の水」の効能
朝の食欲不振や便秘には、「起き抜けのコップ一杯の水」が良いことは聞
いたことがあるでしょう。これは迷信ではなく科学的にメカニズムが解明
されています。目覚めた時には交感神経が胃腸の働きを抑制させる方向
に向かおうとします。そこで一杯の水を飲むと、胃が刺激を受け、一時的
に副交感神経が興奮して胃腸の働きが活発(食欲増進)になります。さら
に、水が胃に程良い刺激を与え、さらには胃腸の働き(蠕動運動)をひき
おこします。この蠕動によって停滞している便を直腸まで進ませて便意を
促すのです。便秘は顔色がさえなくなるだけでなく、シミ、そばかす、吹き
出物、湿疹などの原因にもなり、表面的な肌の美しさの追求だけでは補
いきれない、「美容の大敵」です。

「食前の水」で食べ過ぎを防ぐ
太りの原因は一言でいえば、「食べ過ぎ」か「運動不足」。どちらかだけで
も太る原因になるのですが、ほとんどの場合は両方とも日常生活に取り
入れているようです。「たくさん食べて動かない」のですから当然の結果
ともいえます。「食前の水」は、食事前のからっぽの胃袋に前もってノンカ
ロリーの「水」を流し込み、胃液を薄めておくことにより食欲はある程度お
さえられます。食事の回数を減らして「食べ過ぎ」を解消するのでは無く、
1回の食事の量を減らす工夫です。

「入浴前後の水」でからだの中をキレイにする
入浴前に水を飲むことにより、入浴時の発汗が促進され、からだのなか
の老廃物が出やすくなります。そこで、汗として排出した水分を補うため
に、入浴後に水を飲みます。

「寝る前の水」
睡眠中に肌の新陳代謝が活発になるのでそれを促進する。たるみを気
にするひとにはもってこいの水。

「歩いた後の水」
歩いた後は、水分が不足しているのでそれを補う。　　　

　

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４

「ビジュアル自慢のからだを目指す」を確実に成功させるポイントは、
「今の自分がどれだけ自分の理想とかけ離れているかという現状認識」をいつもすることです。

◆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。
※ちなみに水を飲む時には常温以上のものをおすすめします。
コップ1杯分を噛むようにゆっくり飲むのです。わたしは、この方法で、痩せやすいからだを手に入れました。
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　日本ではあちこちで見かける岩盤浴サロン。岩盤の遠赤効果で、じわじわと体を温
め、体の奥深くに蓄積された老廃物を排泄することで注目されている。「お湯の要らない
お風呂」とも言われており、低温で温められた天然石や岩石のベッドの上に横になるこ
とで、体の芯をじっくり温め心地良い汗をかくことができる。体への負担は少なく、効率
的に新陳代謝を上げられるのでデトックス効果が高い。香港でもあるが、日本のように1

人1人分かれて利用できる岩盤浴ではなく、大きな天然石の上に
数人が横たわるスタイルがほとんどなのだとか。そんな中、香港
で健康サプリメントや自然派化粧品を扱う｢YAMADA MIYURA｣
が、岩盤浴スパをコーズウェベイ（銅鑼湾）のタイムズスクエア
前、サウンドウィルプラザ(Soundwill Plaza)5階にオープン。
　綺麗な佇まいの店内は、清潔感があり癒しを感じられる空間で
日本と同様に安心して利用できる。まずは問診表を記入。館内の
説明を受けたあとロッカー室で着替えを済ませる。バスローブ、
使い捨てパンツ、タオル、そして水1本はサービス。メイク落とし、
岩盤浴後のお肌のお手入れ、化粧直しなどには、同サロンのス
キンケア商品や化粧品が使えるので手ぶらでも問題ない。
　岩盤浴ルームには全部で6つの岩石ベッドが並ぶ。仰向けとう
つ伏せを5～10分おきに繰り返し、30分経ったら休憩室で休む。

これを3セット行いトータルで90分。ベッド脇には5分時間を計れる砂時計が備え付けつ
けられているので、うっかり時間を忘れてしまっても安心だ。天然石や岩石は遠赤外線
を放出するので体の奥深くまで熱が伝わり、じわじわと内面から温まっていくのが分か
る。またサウナのような息苦しさを感じることなく、驚くほどの汗をかく。同サロンの岩石
は日本でも高い評価を受けているミネラルたっぷりの富士山の石を使用。横になるだ
けで不足したミネラルを体内に取り入れることができるという。
　水が足りなくなったら休憩室の給水機でこまめに水分補給を。たくさん汗をかいた後
は汗を洗い流したくなるが、岩盤浴後3時間はシャワーは浴びないほうがいい。通常の
汗と異なり岩盤浴でかいた汗はさらさら。またミネラル分が多く含まれているため、最
高の美容液になるのだそう。暑い香港の夏にちょっとそれは…と躊躇してしまうだろう
が美肌のためには我慢しよう。

YAMADA MIYURA STONE SPA　金朝陽店
住所：Rm. 506, Soundwill Plaza, 38 Russel St., CWB
電話：（852）3122-3144
ウェブ：www.ym-japan.com

日本同様の岩盤浴が楽しめるサロン
美肌と癒しを一緒にゲット
YAMADA MIYURA
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

エレガントなロビー

心も体も癒してくれる

休憩室の設備が一通り揃っている
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デブショウ夫人のプロフィール
海外駐在９年、香港は３年。色々試したい気持ちがあるが、出不精の性格が災いし、アクティブな香港
生活には程遠い。しかし、趣味の食べ・飲み歩きだけは例外。酒税のない事に深く感謝の毎日を過ごし
ている。

ワク♥
 ドキッ！
ワク♥
 ドキッ！

ミニ

Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

　そろそろ、お稽古ごとのネタも尽きてきた。出不精の私は、用事がないと外へ出ないので、家
に籠りがち。やっぱり、もう少し外の世界とつながる努力が必要だな。
さて、どうすればいいか？これが一番の問題。お仕事するのが手っ取り早いけど、休職期間が
予想外に長くなっているので、職場復帰するにはまずはリハビリが必要！？それに、時間に縛ら
れるのもできれば避けたい。
　世の為人の為になること・・・そうだ、ボランティアなんてどうだろう？これだったら、自分の予定
に合わせて参加できるはず。継続でも単発でも、色々形式あるだろうから。
　早速PCに向かい検索、「ボランティア」。広東語のサイトが多いので、こちらはパス。英語の
サイトに絞って、再検索。企業、組織が個別に募集しているサイトがほとんど。一つのサイトでい
くつものボランティア団体や募集をしているサイトはとても少ない。検索に時間を費やしたところ
で、社会貢献には全くならないと、今回見つかった団体のひとつを詳しく調べることにした。
　今回選んだのは「Hands on Hong Kong」。選択理由は、多くの有名企業がパートナーとし
て掲載され、ウェブサイトの内容もしっかりしているため。ここでは色 な々種類、組織に対しての
ボランティア活動を展開している模様。登録されているボランティアを必要に応じて派遣する
形式のようだ。活動も1人で行くことはなく、何人
かのグループで派遣されるらしい。
　参加するにはまずオンライン登録が必要。そ
の後、参加したい活動を決め、申し込む手順ら
しい。出不精だけでなく、優柔不断でもあるの
で、登録するのは一晩寝て考えよう。
　無事に登録を終えるのか？ボランティアに参
加できるのか？

　次回をお楽しみに。

香港でボランティア！？
無謀な挑戦のはじまり

デブショウ夫人の
  「ボランティア奮闘記」

日本でもお馴染みの救世軍。ここへ不要な衣料
品等を寄付するのもボランティアへの第一歩??

Vol. 1

香港

香港＆広東

adidas battlefield AT HYSAN PLACE & LEE THEATRE
<Hysan Place>
500 Hennessy Rd., CWB
<Lee Gardens One>
33 Hysan Avenue, CWB
<Lee Gardens Two>
28 Yun Ping Rd., CWB

　アディダス（adidas）と言えば、様々なスポーツ用品を販売する会社として有名だ。その
中でも、サッカーでは、各国代表のユニフォームや公式ボールなどを製造し、多くの有名
サッカー選手のスポンサーでもある。日本のサムライブルーのユニフォームもアディダ
スのものだ。
　今回、そのアディダスがワールドカップにちなんで、「アディダス・バトルフィールド＠ハ
イサンプレイス＆リーシアター（adidas battlefield AT HYSAN PLACE & LEE　THEATRE）」
をコーズウェイベイ（銅鑼湾）で開催する。日本の人気コミック「キャプテン翼」を通して、
アディダスの新ブランドメッセージ「All-in（すべてをかける）」の精神、友情、情熱を描き、
革新的でインタラクティブなワールドカップ展覧会となっている。
　「キャプテン翼」の登場人物、日向小次郎、若林源三、岬太郎、そして大空翼の4人が、5
メートルもの高さの巨大な姿で登場する。アディダスのサッカーユニフォーム、そして最
新のサッカーシューズ、アディダス・バトルパック（adidas Battle Pack）を着用した彼らは
ハイサンプレイスとリーシアター界隈に出没予定だ。日向小次郎はすでに、コーズウェイ
ベイに到着、残る3人も6月中に登場予定だ。
　6月初めには岬太郎と大空翼が啟超道(Kai Chiu Road)側のハイサンプレイスに登場す
る。そして、若林源三はリーガーデンで観客を待ち受ける。ハイサンプレイスのアトリウム
で開催される「アディダス・バトルフィールド」、その中には「バトルパック・スタジオ

（Battlepack Studio）」 があり、五角形の展示会場内では今までになかった様々な経験が
楽しめる。
　展示場の屋根には巨大なワールドカップで使われる公式ボールが置かれている。様々
なLEDのスクリーンも設置され、アディダスがスポンサーの選手がワールドカップに関連
するニュースを紹介、サッカーファンにはたまらない「All-in」の経験ができる内容だ。

アディダスとの夢のコラボ
キャプテン翼がコーズウェイベイにやって来た!

25Pocket Page Weekly 13 June 2014 No. 439
B

ライフ（香港・広東共通）



香港香港 香港

◆パワースポットにある緑◆
　日本のパワースポットの1つである「日光東照宮」は栃木県の
日光山内という小高い地にあり、緑に囲まれた場所にあります。
　江戸幕府を開き、その後長年に渡る徳川家の繁栄を築いた徳
川家康公が祀られている霊廟として有名な地です。今の季節は、
大自然の成す広い空間に生育している木 と々、他の地域とは明ら
かに違うフレッシュな新緑の香りが楽しめ、とてもすがすがしい
気持ちになれるところです。実際にこの場所に行けば、樹齢600
年のご神木（しんぼく）から芽生えたばかりの草やシダや苔にい
たるまで、とても生き生きと生育しているのが分かります。植物の
みならず、そこに生育している動物や虫にとっても生活しやすい
環境をもたらしています。
　我々人間にとっても、この「生き生き」が実はとても大切です。生
命力のないモノに囲まれて生活している都会の人々にとって生命
力を持ったみどりのエネルギーはなくてはならない存在です。
 　
◆緑を五行で分析すると◆　　　
　風水の世界で緑は五行の「木エネルギー」を持ち、「甲」は陽
木、「乙」は陰木を表します。
　「甲」は天に向かってまっすぐに伸びて行く大木を表し、「乙」は
みずみずしさと柔軟性を持った優しい草花を表しています。甲乙

いずれも太陽の光と暖かさ（＝火エネルギー）と天からの恵みで
ある雨水（＝水エネルギー）がなければ生育できません。そして、
土（＝土エネルギー）を通じて地面から養分を吸収しなければ安
定できず栄養を得る事もできません。木は水が多すぎれば腐っ
てしまいますし、水分が足りなくなればからからに乾いてしまい
花や実を結ぶことができません。植物として成長することすら危
うくなります。
　実際に大木を活用するためには、カットしたり表面を磨いた
り、材木を加工する必要があります。草花も余分な枝葉をカットし
なければその美しさが磨かれず、人々の心を和ませることができ
ません。木にとって怖い存在である金エネルギーは、木を磨いた
り活用するという意味では重要な役割を担います。
　つまり、木エネルギーは水だけで生育しているわけではなく、
火も水も土も金も全て必要なエネルギーなのです。

◆久美子的風水で緑を活用する奥義◆  　
　植物にはネガティブなエネルギーを吸収してくれる働きを持
つものと、ポジティブな力を更にアップしてくれる効果のあるも
のがあります。
　周囲が工事中であったり、長い道路や鎌のような形の道路が
室内に向かって圧迫感をもたらす等、ネガティブなエネルギーが
存在する場所には細長く尖った葉を持つ観葉植物が有効です。
　また、香港は狭い地域に多くの人が働き、仕事や生活面でもプ
レッシャーが強いところです。地面のほとんどがアスファルトで、
住まいや事務所も鉄筋コンクリートでできていています。高層ビ
ルのため窓の開閉がままならない環境も少なくありません。海に
囲まれ山や緑が多いものの、実際にはその恩恵を受けにくい環
境の中もあるでしょう。
　お住まいの玄関に花を飾ったり、デスクに観葉植物を飾ってみ
ましょう。植物を必要な場所に必要なだけ配置し、植物の持つ生
き生きとした生命力を活用してみる、これはとても自然でそして
活用すれば明らかに違いが出てくる方法なのです。
　前述の日光東照宮では、そこに生育している大木や草花はのび

のびと生育していました。それぞれが力強くピンと張りつめて行き
ているのではなく、自分の置かれた環境で安心して育ち、それが証
拠であるかのように穏やかなエネルギーを放っていました。
　この穏やかなエネルギーの波動に人々が呼応し、それを「癒さ
れる」と表現したり、「心地が
良い」と感じる。たったこれだ
けのことを風水の世界では重
視しています。科学の世界で
解明されていない目に見え
ない事を随分昔から活用して
いるのです。

風水の奥義を行く！ 第26回　緑のパワーを活用しよう！
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

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

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

久美子顧問
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

ライフ（香港・広東共通）

26 Pocket Page Weekly 13 June 2014 No. 439
B



深圳 香港&広東

香港深圳 広州
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（所在地） マーオンサン（馬鞍山）
（間取り） ３LDK 　実用831sq. ft.
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） 静かな環境、シービュー。公園やサイクリングロード

が近くにあり、「大水坑」駅からすぐと、徒歩圏内。
（備　考） 豪華クラブハウス、室内&室外プール、ジムなど完備。

馬鞍山駅まで5分新港城階下の大型ショッピングモー
ルで行けるので買物・通勤にも便利、中国深圳までの
出張も便利。

（月　額） お問合せください

嵐岸　サウサリート　Sausalito

（所在地） マーオンサン（馬鞍山）
（間取り） ３LDK　実用550sq. ft.
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） トローハーバー見える。公園、公衆プールやサ

イクリングロードが近くにある。マーオンサン
MTR駅と連接。

（備　考） 1995年築成。ガーデン、豪華クラブハウス、
カラオケ、室内&室外プール、ジムなど完備。

（月　額） お問合せください

名城　フェスティバルシティ　Festival City

香港

Century 21Century 21Century 21 www.century21-goodwin.comwww.century21-goodwin.com

海柏花園　ベイショールタワーズ　Bayshore Towers

（所在地） ダイワイ（大囲）
（間取り） ３LDK　実用785sq. ft.
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） 緑に恵まれて、空気が綺麗。ダイワイMTR駅

からすぐ。
（備　考） ダイワイMTR駅の上。テーマ別・超高級クラ

ブハウスが3つ付き。43万フィート広さのカリ
フォルニア州をコンセプトとしてデザインされ
たガーデンが注目。

（月　額） お問合せください
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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

ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港

　友人たちとおしゃべりができる寛いだ空間を提供し
たいという思いでオープンした、コーズウェイベイ(銅
鑼湾)の「Sun　Palace」。インテリアデザインに6百万ド
ルをかけ、バカラのクリスタルのランプ、モザイクのタ
イルなどで装飾された内装は“グルメの宮殿”にふさわ
しい。
　メニューは西洋料理がメイン。おススメのアペタイ
ザーは「キノコと黒トリュフのメレンゲ」。バルサミコ酢
のかかったイエローフリッセ(レタスの一種)の上にソ
テーされたキノコとポーチドエッグが乗せられ、その
上からトリュフ風味のオランデーズソースがかかって
いる。もう1つは「フォアグラのソテー」。黄金色にソ
テーされたフォアグラにグレープフルーツとオレンジの果実、リンゴのピューレが添えら
れている。果物の酸味がフォアグラの脂によく合い、口に入れた途端、フォアグラがとろ
ける最高の食感だ。
　ここの「ブイヤベース」は少し変わった盛り付けだ。エビ、カニ、スズキ、野菜で2時間か
けて作られたスープがガラスのティーポットから、ムール貝、エビ、ホタテが乗ったお皿
に注ぎ入れられる。スープと魚介を口にすると、食材が最適な方法で調理されているこ
とが分かる。
　そして、メインのおススメは「ボストンロブスターのスパゲッティ」。アスパラガス、バジ
ル、ドライチェリートマトのソースに入っているロブスターは、店が産地から直接輸入し
た新鮮なものを使用する。殻も外されているので、食べやすい。スパゲッティもアルデン
テに仕上げられている。
　デザートには「オペラケーキ」を。スポンジとコーヒークリームの層でできたケーキは
チョコレートでコーティングされ、ピスタチオとラズベリーのマカロンでエレガントにデ
コレーションされている。チョコレートとクリームのなめらかな食感は、まさに絶妙。
　仲間と美味しい料理を優雅な空間で楽しみたい、そんな時はこの店を試してみては？

ブイヤベース（Seafood Bouilabaisse）

豪華なインテリア

オペラケーキ（French Opera Cake）

Sun PalaceSun Palace

Sun Palace
住所：6/F., Big Foot Centre, 38 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2907-1168
時間：月～日12:00～14:30、18:00～24:00

モダンなグルメの宮殿
仲間と集まって楽しめる場所
モダンなグルメの宮殿
仲間と集まって楽しめる場所

ボストンロブスターのスパゲッティー
（Boston Lobster Spaghetti）

キノコと黒トリュフのメレンゲ
（Melange of Seasonal Mushroom 
with Black Truffle）
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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。）

イベント告知

香港 香港



香港

香港

香港

香港

　「アジアのベストレストラン50」、「インドネシアのベストレストラン2014」にも選ばれ
た｢MAMA　San｣は、バリ在住者はもちろんバリを訪れる世界中の人からも大きな支持
を受けている。この度、待望の香港店がセントラル（中環）にオープンした。
　店内は1920年代の上海を思わせる、コロニアル調の洒落でアンティークな雰囲気。天
井は倉庫のようにコンクリートの打ちっぱなしで、壁には歴史を感じさせる古き時代の
白黒の写真が飾られている。

　中央の壁にはバリの店と同じく、トレードマークであるエレガントな女
性の肖像画が、訪れる人たちを見守っているかのよう飾られている。
　同店のエグゼクティブシェフでオーナーのウィルさんは、ロンドンとシ

ドニーで人気のレストランをオープン。その後アジア料理に情熱を傾け、インド、マレー
シア、シンガポール、タイ、カンボジア、そしてインドネシアなどのアジアの各国を旅し、
最終的にはバリに移住するまでに。この間、各地の伝統的な香辛料や伝統的な調理法
を学んできだ。
　店名の｢MAMA San｣はそれぞれの国や地域を越えて“おふくろの味”、そしてそんな女
性に対する尊敬の意味を表したものだという。伝統的だけど、どこか新鮮で新しさも加
わった彼のこだわり料理をぜひ味わってみて。
　まずは、アツイ夏にぴったりなカクテル｢ココナッツモヒート｣で乾杯。ほのかにココ
ナッツの甘さが加わりミントの爽やかさが体を涼めてくれる。外はクリスピー、中は半焼
きのサーモンのグリーンマンゴサラダはマンゴーの酸味とサーモンが絶妙にマッチ。新

鮮な生牡蠣にインドネシアのチリソース、パクチーと焦がし
オニオンを加えた｢インドネシア風生牡蠣｣は必食。
　｢ピリ辛海老の揚げにんにのくレタスとレモンを添え｣は、
クリスピーに揚げた海老とにんにくに、レタスとレモンを加え
て口当たりあっさりに仕上げた。冷たいビールとの相性ばっ
ちり。メインにはアサリと旬の野菜のグリーンカレーを。お肉
派の人にはビルマ風のチキンカレーを、長時間じっくり煮
込んだ柔らかいチキンがカレールーとマッチ。スパイスが効
いててついついご飯がほしくなる。
　さあ、早速足を運んでみよう。人気店なので、予約はお早
めに。

インドネシア風生牡蠣
(Oyster Nahm Jihm with Coriander and Crispy Sharrot)

アサリのグリーンカレー
(Green Curry of Claim with Baby Corn lolng bean 
coconut and thai basil)

ビルマ風チキンカレー

ピリ辛海老の揚げにんにくレタスとレモンを添え
(Chili Harbour Prawn with deep fried Garlic iceberg lettuce and lemon)

MAMA SanMAMA San

MAMA San
住所：1/F., 46 Wyndham St., Central
電話：(852)2881-8901
ウェブ：www.diningconcepts.com

40年代のアメリカを感じられる店内

バ
ー
エ
リ
ア
の

上
部を走る子供に

人気

の
機
関
車
模
型

待望の香港店オープン！
バリで予約が取れないほど人気店
待望の香港店オープン！
バリで予約が取れないほど人気店

エレガントでシックな女性の肖像画が印象の店内

クリスピーサーモンの
グリーンマンゴサラダ
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東莞

深圳 深圳

広州には珍しい日本スタイルホテル
広州櫻花小筑酒店（Sanflowery Hotel）広

州

“私に惚れられたらご用心”―オペラ「カルメン」
広州オペラハウスで上演広

州

　広州オペラハウスと英国ロイヤル・オペラ・ハウス（The Royal Opera 
Covent Garden、英国科文特花園皇家歌劇院）による「カルメン」が、6月
27日から三日間、広州オペラハウスで上演される。
　舞台は南スペインのアンダルシア地方セヴィリア。一輪の美しいバ
ラ――カルメンは周りの男たちを魅了する美貌の持ち主、ところが衛兵
ドン・ホセは彼女に見向きもしない。カルメンに誘惑され、「お前なんか
に惹かれない」と言いつつ、ドン・ホセはその小悪魔的な魅力に取りつ
かれてしまい、彼女のために幸福な生活を捨ててしまう。彼女に近づく
ものは必ずやそのトゲにやられてしまうのに……。文明は進歩し時代は
変わっても、男女間の物語は大して進歩していないことを感じさせるス
トーリー。
　今回上演される、広州オペラハウス2014年度オペラ「カルメン」では、
広州オペラハウス総監ダニエル・オーレン（Daniel Oren）が指揮をとる。

主演カルメン（メゾ・ソプラノ）を演じるのは、イタリア・オペラの女神
アンナ・カテリーナ・アントナッチ（Anna Caterina Antonacci）。幅広いレ
パートリーを持ち、メゾ・ソプラノのオペラ歌手としてよく知られてた彼
女の歌う「ハバネラ」（「恋は野の鳥」 L'amour est un oiseau）も注目の1
つだ。

　2007年に開業した「サンフラワリーホテル」は、このエリアでは珍しい
日本スタイルの客室がある豪華ホテルだ。日本人利用者にとってはうれ
しい、日本の風情を感じられる造りとなっている。もちろん日本人でなく
とも、日本の雰囲気を味わいたい方にはお薦めだ。
　ホテルは、広州の「南肺」と呼ばれている「万畝果園」に位置している。
万畝果園は、海珠区南東部にある、1200ヘクタールを占めるエリア。
2000年もの歴史を持ち、「河涌縦横」（小さな川が縦横に走る）、「緑樹婆
娑」（緑が美しくそよぐ）、「百果飄香」（果物の香りが漂う）と称えられてき
た。美しい景色ときれいな空気が滞在する者を爽やかにしてくれる。万
畝果園のほか、周囲には、「瀛洲生態公園」、「龍潭果樹公園」、「国際生物
島」など自然に関係したスポットがたくさんあるので、環境は抜群だ。ホ
テルへのアクセスも、最寄り地下鉄駅や琵洲展館までの無料のシャトル
バスサービスがあるので安心。

　ホテル内の中華料理レストラン「佰味庄園」は、朝食、ランチ、ディ
ナー、週末のブランチを彩る。周囲の恵まれた環境と、日本スタイルの居
心地の良い空間で、滞在する者を癒してくれる。

広州櫻花小筑酒店
住所：広州市海珠区華洲町土華路1号
電話：(86)20-8396-9111
ファクス：(86)20-8988-6096
ウェブ：www.sanflowery-hotel.com

広州大劇院（Guangzhou Opera House）
住所：広州市天河区珠江新城珠江西路1号
日時：6月27日20:00、28日20:00、29日19:00
ウェブ：www.gzdjy.org/perform/show.aspx?id=2505323884
料金：RMB880/RMB1280/RMB2280/RMB2880
上演時間：第1・2幕約100分、休憩30分、第3・4幕約65分
フランス語上演、中国語・英語字幕表示
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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

楽しい大阪人交流会深圳
大阪人あつまれ！大阪出身、大阪好きな
方も、飲み会へ参加ください。大阪人じゃ
ない方、始めての方多数。7月15日19:00か
ら羅湖ユエハイ周辺の日本料理
(86)136-7000-4201 永島
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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深圳

今週の広東ピックアップ

フランスと中華、どちらをワインと？
　美酒とグルメは共同体と言っても過言ではない。広州市猟徳大道に

位置する「ラリヴェ・オー・ブリオン」はフランス料理と中華料理を提供

しながら、それぞれの料理にあったワインもいただける。気になるワ

インは小売コーナー

で家に持ち帰っても

い い 。さら に パ ー

ティー、宴会、ビュッ

フェ、結婚式も承って

おり、なんと100人以

上の利用も可能！

ラリヴェ・オー・ブリオン
ワインが主役

体験クラスでも始めてみよう！
　とにかく運動したいと思っている人。ほかのスポーツと一味違うエア

リアルアートを試してみては？優れた筋力と技術も要求され、近年エク

ササイズとして認められている。この新しいトレン

ドを発信しようとする、広州の美娜国際ダンス学

校ではポールダンス教室をスタート！体験クラス

は事前予約値段でたったRMB100。

広州の美娜
国際ダンス学校

The Best Pessimist
初深圳公演

6月21日

モナコ公妃が演じた一世一代の大芝居
　フランス人映画監督のオリヴィエ・ダアン監督、アメリカ人女優のニコール・キッド

マン主演の新作伝記ドラマ映画。

　人気絶頂でハリウッドを去り、モナコ公妃となったグレース・ケリー。いまだに宮殿の

しきたりに馴染めずにいた。社交の場で女性が政治に意見するのは「アメリカ流」だと皮

肉られ、多くの人からも公の場では美しいだけの人形でいることを望まれる。彼女が名

監督ヒッチコックからのハリウッド復帰の誘いに心を動かされたとき、夫は過去最大の

危機に直面する。フランスのシャルル・ド・ゴール大統領が過酷な課税をモナコに強要、

承諾しなければ「モナコをフランス領にする」という声明を出したのだ。グレースは国を

救うために、生涯一の難役を演じきろうとしていた。

Grace of Monaco
女性を謳う感動作

6月17日上映

中華の神様と一緒に遊ぼう！
　香港有名芸術家、二犬十一咪の作品展覧会がただ今開催中。詩的な

作品風格とエコへの執着で知られ、スペイン、スイス、フランス、日本な

ど世界中の国々で展示されたのが、彼

女の実力が伺えるだろう。今回は嫦娥、

福祿寿など様々な中国人の馴染みのあ

る神様を創作のテーマにして、不思議

な世界を展開している。

二犬十一咪
作品展覧会

6月22日まで

深
圳

広
州

広
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広
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Exhibition

広州市天河区猟徳大道26号珠江道商業広場
(86)20-8520-7058、(86)20-8520-7038

広州市越秀区北京路225号歌莉婭225
11:00～23:00
入場無料

監督：オリヴィエ・ダアン
主演：ニコール・キッドマン、ティム・ロス、フランク・ランジェラ、パス・ヴェガ

ウクライナからのワンマンバンド
　2009年にし結成た「The Best Pessimist」。メンバーはウクライナ出身

のアーティストSergey　Lunev1人だけれども、優秀なピアノスキルで生

まれる暖かいメロディーは一度聴いてみると

きっと酔いしれるはず。これまで、既に4枚のアル

バムを発売した彼は、サウンドグレイトに招か

れ、初中国公演を果たす。

広州市越秀区五羊新城寺右新馬路匯景大厦405室
(86)20-8763-1226
edu.21cn.com/jg/gzmnhl.htm
体験クラス　RMB100～

深圳市南山区華僑城創意文化園北区B10棟北側
20:30～22:00
item.taobao.com/item.htm?id=37542375942
前売RMB70、当日RMB100
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Q. どうして当校を選ばれたのですか？
　会社の先輩が通っていたので紹介されて、体験授業を受けた
のですが、その時の先生がすごく丁寧で、分かり易く教えて下
さったので、ここにしようと決めました。

Q. 実際当校で学習してみてどうですか？
　会社から1年間の研修中にHSK6級を取得するよう言われて
いたので、先生に無茶をお願いして、ハイペースでHSK試験対
策を中心に学習進めていました。中国に来る前に全く中国語を
勉強したことがない私にも、先生方は辛抱強く教えて下さり、結
果的に3ヶ月半でHSK6級に合格することが出来ました。

Q. これからの目標は？
　現在はHSKK高級の合格を目標とした学習をしています。今後
仕事で中国語を喋る機会が増えてくると思うので、会話能力を向
上させていきたいです。

佐藤さん、ありがとうございます！

夥伴国際言語学校
ウェブ：huobancn.com
メール：partner_gz@hotmail.com

んでます！んでます！学学私は、
ココで
私は、
ココで

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し、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは夥伴国際言語学校に通っている佐藤さんです！

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し、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは夥伴国際言語学校に通っている佐藤さんです！

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。

広州

深圳 深圳

深圳深圳

佐藤拓哉さん
中国語歴は8ヶ月。去年の9月から会社の研
修で中国に来ています。一年間限定の研修
で、中国語の習得とOJTを通じて中国の商習
慣等を学ぶことを目的としています。



　「倫教糕」（別名「白糖糕」）は嶺南伝統のお菓子だ。名前の由来は、広東・順徳の「倫
教」という場所が発祥なのだ。しっかりした味わい、独特の風味が人々の舌に愛されて
おり、広州では点心の1つとしてよく知られている。見た目の涼しさと、さっぱりした甘
さから、広州の暑い夏には特に好んで食される。倫教糕の歴史は古く、一説によれば、
1855年（清の時代）、倫教でお粥・菓子の店を構えていた梁という露天商が偶然発明
して広東各地に広まったという。見た目以上に手のかかる調理工程なので、手軽なお
菓子ではなかっただろうが、現在では広東・香港で広く親しまれている。
　主な材料は上質の米と砂糖――至ってシンプルだ。「倫教糕」の特徴「白い輝き」の
理由はこの材料にある。材料がシンプルなだけに、出来栄えは料理人の腕次第で大
きく変わる。味も見た目も満足な倫教糕を作るにはセンスと熟練が求められる。おお
まかなプロセスは、お米の汁に砂糖を加えて時間をかけて発酵させたものを蒸すと
いう流れだ。発酵具合や蒸すタイミングが味、食感、表面の輝きを大きく左右する。発
酵しすぎると酸味が出るし、発酵が足りないと食感や弾力に影響するのだ。発酵のタ
イミングを極めるのが重要なポイントということになる。こうしてできた上等の「倫教
糕」の表面は、「鏡」や「美人の白い肌」に例えられるほど真っ白できれいに輝く。軽く弾

ける独特の弾力と控えめな甘さが絶妙な1品に仕上がる。
　広東・香港にお住まいの方であれば見たことはあるかも
しれない……でもそのシンプルな見た目から積極的に食
べてみたいとは思わなかったのでは？ではぜひ、一度試し
てみよう！食べてみると意外なおいしさに虜になってしまう
かもしれない。

広州の暑い夏におすすめの素朴な点心
　   嶺南伝統菓子「倫教糕」

（lun-jiao-gao）

広州の暑い夏におすすめの素朴な点心
　   嶺南伝統菓子「倫教糕」

（lun-jiao-gao）

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

広州繊維摂取で年間127億ドルの医療費削減効果」ケロッグ社が
米国での新たな研究結果を発表

　米国ではこの20年間に、便通や消化に関する問題が原因で医師の診
察を受ける回数が著しく増加し、医療費増加の一因となっています。
　毎日の食事のなかで食物繊維の摂取量を増やすという実に簡単な試
みが、その解決策の1つになりそうです。
　医療経済分野における新たな研究※により、米国の成人が食物繊維の
一日の摂取量を約25グラムまで増やせば、　医療費を年間127億ドル節約
できるという試算が示されました。食物繊維25グラムは、医療専門家が成
人に推奨する一日の最低基準の摂取量です。現状では、毎日必要な食物繊
維の摂取量を満たしている米国人は10%未満と　なっています。
※Cost savings of reduced constipation rates attributed to increased 
dietary fiber intakes: a decision-analytic model (BMC Public Health 
2014, 14:374)
　「医療費が高騰するなか、この研究は、食事についてシンプルかつ現実
的な変化を起こすことの大切さを浮き彫りにしています。食物繊維の摂
取量を増やせば、大幅な医療費削減に貢献できるかもしれないのです」
と、この研究の実施チームを統括した、主任疫学者のドミニク・アレク
サンダー博士 [Ph.D., MSPH（公衆衛生科学修士）]は述べています。

　この調査は、エクスポーネント社ヘルスサイエンス（Exponent, Inc. 
Health Sciences）所属の栄養科学、疫学、医療経済の研究者から成る独
立したチームが、ケロッグ社の委託により実施し、便通の問題に伴い米国
の成人が費やす直接医療費について評価しました。研究チームは、生活
習慣と結びついた予防策、今回の場合は食物繊維の摂取量を増やすと
いう対策によって節約が可能な金額を測定するためのモデルを開発し
ました。
　さらに、この研究によれば、米国の人口の半数が食物繊維の毎日の摂
取量をわずか3グラム増やすだけでも、20億ドルを超える医療費を節約
できる可能性があります。
　「この目標は、食習慣をほんの少し変えるだけで簡単に達成することが
できます」と、ケロッグ社のグローバルニュートリション・アンド・サイエン
ティフィック・アフェアーズ部門ディレクター、リサ・サンダーズは述べてい
ます。「食物繊維を多く含むシリアルを朝食に選び、その日のうちに果物
を一切れ、または食物繊維の多いスナックバーを食べれば、3グラム以上
の食物繊維が得られます。

広州
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こんな症状の時どうしたらいい？ 海外生活では不安も倍増！
ここでは、海外でもなりうる病気、その予防法、治療法を紹介します。
今回登場した深圳三九歯科の厳慶先生は
デンタルインプラント治療に関する豊かな経験を有している。
そんな彼はデンタルインプラントについて解説してくれた。

■デンタルインプラントとは？
デンタルインプラントは、現在の歯科修復治療の中でも最も優れた修復法の1つと言われています。
主な構造は、人工歯根と人工歯からなっており、人工歯根は歯槽骨（顎骨の中で歯を支えている部
分）にしっかりと埋め込まれるため、人工歯の固定性が増し、咀嚼力の回復に目覚ましい効果が得ら
れます。インプラントシステムにも幾つかの手法があり、それぞれ効果は異なります。

■デンタルインプラントにかかる費用（費用に影響する要素）
1. 歯科医院、インプラントメーカー：最も費用に影響する要素はインプラントメーカーの違いです。多
くのメーカーがあり、価格の違いも大きくなります。
2. 歯科医の技術レベル：同じ歯科医院であったとしても、医師の技術レベルによって治療費が異なり
ます。経験実績と豊富な知識に裏打ちされた医師の技術力は、治療を選択する上での重要な要素と
なっています。
3. 人工歯根と人工歯の種類：人工歯根と人工歯にも様々な種類があり価格も異なります。どのような
種類が適しているかは口の状態や価値観によって違います。

■デンタルインプラントのメリット
1. 安定性：デンタルインプラントは、差し歯や入れ歯のように物を食べている時や話している最中に
抜け落ちて気管や食道に詰まらせてしまう心配はありません。
2. 安全性：人工歯根は歯槽骨内に埋め込まれるため、歯槽骨に効果的な刺激が伝わり、歯槽骨との
結合状態を保ってくれます。
3. 健康な歯を保全：となりの健康な歯を削ったりする必要がないので、健康な歯を傷つけることもあ

りません。
4. 固定性：人工歯は歯根部の固定装置に人工歯をしっかりと固
定、歯の位置の安定性に優れ、違和感のない咀嚼を可能にしてく
れます。
5. 耐久性：人工歯の寿命はたいへん長く、外観も美しくなります。
元の自分の歯のようで、話をする時の顔の表情も以前と変わらな
い自然なものとなります。外見や表情の変化を気にしなくて良い
ので、自分に自信を持たせてくれます。

デンタルインプラント

私の近くの
お医者さん
私の近くの
お医者さん

三九歯科
住所：深圳市羅湖区人民南路佳寧娜広場D座１階
電話：（0755）2519-9933
時間：9：30～17：30

厳慶 院長
1991年 山東医科大学卒業
2011年 昭和大学卒業
テュービンゲン大学を訪問
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バーカウンターもある店内で、
職人が調理してくれる姿を楽しめる

日本料理　桜井
住所：広州市天河区林和西横路89号景星酒店２楼
電話：(86)20-8758-8939
時間：10:30～14:00、17:00～23:00

　「おいしい揚げ物が食べたい！でも、どこに行けばいいかわ
からない･･･」そんなあなたに朗報！広州東駅と林和西地下鉄
駅のちょうど真ん中に位置する「日本料理 桜井」は、とんかつ
をはじめとするおいしい揚げ物が食べられるお店だ。
　店内に入ると「いらっしゃいませ」とスタッフの明るい声。そ
して和服姿のホール責任者、コウレイさんが案内してくれる。
10人用個室と6人用個室のほか、テーブル席も充実しており、
会食や家族での来店にもピッタリだ。2009年に揚げ物料理店

としてオープンした同店は、今や焼
き魚、刺身、蕎麦、鰻丼なども提供
している。
　来店する大半は日本人だが、皆
がよくオーダーするのがとんかつ
とメンチカツ。とんかつは鹿児島産
の黒豚を使用しているという。どう
りで豚肉の旨みがしっかりつまって

いるわけだ。またメンチカツはミンチにしっかりと下味が付け
られており、牛ミンチ肉の旨みを最大限引き出すために試行
錯誤されている。料理長、曰く「とんかつは当然うまい、でも
メンチカツもうちの自慢」と。詳しい作り方はやっぱり秘密だ
そう。とにかく中のミンチが、とても柔らかくジューシー、衣も
サックサク、ご飯が進む一品だ。もちろん、揚げ物以外の料理
も舌をうならせる。「イシモチの一夜干し」は自家製で干物にし

て提供している。干物といえば保存食という印象が強いが、一
夜干しの場合は日に照らされることなく干物にできるため、旨
みを凝縮していながら、身はふっくらと柔らかい仕上がり。焼
き加減も料理長がしっかりと管理しているため、納得の味。こ
れまたご飯が進む一品だ。
　今回、同店にお伺いして感じたのは、サービスがとてもいい
ということ。なんと来店したゲストにビール一杯無料のサービ
スがあるのだ。耳を疑い2回ほど確認したが、間違いない。以
前は名刺にも「お一人様、ビール一杯サービス」と書いていた
という。知る人ぞ知るこのサービス、ありがたい限りだ。またレ
ジには、「日本円を中国元に両替できます。逆もOK！」と書かれ
てあり、両替をうっかり忘れても問題ない。サービスがよく、
チームワークもよい同店。ぜひ自慢の揚げ物と自家製の魚の
干物を、ビールとともに楽しんでほしい。

同
店
自
慢
の
メ
ン
チ
カ
ツ

「イシモチの一夜干し」も見逃せない

美味いとんかつが食べたくなったらココ！
揚げ物が自慢の「日本料理 桜井」
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