
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！

気が付けば貯蓄これだけ？　
残念な夫婦の家計管理 （6月4日）

ヤ軍・田中、早くもエース級　
受け答えはジーター級 （6月5日）

3位〜10位は・・・

弊紙12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31日～ 6月6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
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Great Sax
開演日：6月28日
会場：Concert Hall, Hong Kong City Hall, Central
チケット：HKD380、HKD280、HKD180
URBTIX各店舗にて発売中
チケットに関する問い合わせ：(852)3761-6661
クレジットカード購入番号：(852)2111-5999
ウェブ：www.urbtix.hk

クオリーベイ店
住所：G/F., 30 Hoi Kwong St., Quarry Bay
電話：（852）2854-9985

セントラル店
住所：G/F., 5 Gough St., Central
電話：（852）2850-6009

ウェブ：www.shugetsu.com.hk
フェイスブック：www.facebook.com/shugetsu

フランスのサクソフォーンの名匠が香港に
Great Sax 
　世界的なサクソフォーンの名匠との評判を打ち立てた、クロード・ドゥ
ラングル(Claude Delangle)。サクソフォーンの考案者、そして製作者で
もあるベルギー人のアドルフ・サックス(Adolphe Sax)の生誕200年を記
念したプログラムとして、香港シティ管弦楽団と共演のコンサートが6月
28日に公演される。
　このプログラムでは、官能的なサクソフォーンの音色でフランス音楽
の個性、そしてタンゴの感情的な真髄を表現し、観客をパリからブエノ
スアイレスの旅へ誘う。ハイライトはジャック・イベール作曲の「アルト
サックスと11の器楽による室内小協奏曲」、ダリウス・ミヨ―作曲の｢世
界の創造｣、アンドレ・カプレ作曲の｢伝説｣。そして、プログラムの最後を
飾るのはアストル・ピアソラ作曲の「6つのタンゴのエチュード」をボリ
ス・フルロン(Boris Freulon)がドゥラングルのためにアレンジした曲。こ
の曲が香港でドゥラングルによって世界初公演される。

　また6月29日には、クロード・ドゥラングルによるマスタークラスが開
催される。こちらに関する問い合わせは電話,(852)2864-2156、または
メール(info@ccohk.com)でKarin Cho(Ms)さんまで。

新食感の冷たいラーメン!!麺鮮醤油房周月が
クオリーベイ店にて「冷やしアンガス肉そば」販売開始！
　ラーメンなのに冷たい!?ラーメンと言えばアツアツのもの、という固
定概念を良い意味で裏切ってくれた新しいスタイルのラーメンが評判
を呼んでいる。「麺鮮醤油房 周月」では、香港の長～い夏を乗り切るため
の冷たくてウマイ麺が食べたい、冷やし中華や冷麺も良いけどスープも
飲みたいといった夏の麺類に関する顧客のリクエストに応え、クオリー
ベイ店のみの夏季限定新作ラーメン「冷やしアンガス肉そば」の販売を
開始した。
　香港で開店以来、店内の製麺機で作る自家製麺の麺や食材へのこだ
わりが高い評価を受け、香港版ミシュランガイド2014にも掲載されてい
る同店。今回の限定商品では、日本から輸入する小麦粉の配合や加水率
を大きく変えることで、細麺でありながら「強いコシ」「モチモチ感」を併
せ持つ新食感の麺の開発に成功した。日本産の鰹節、昆布をたっぷり
使った和風魚介スープに合わせるラーメンダレは140年の歴史を持つ
愛媛県の醤油蔵「梶田商店」こだわりの特製生醤油ダレ。トッピングには
最高級の米国産アンガスビーフや天かす、玉葱を使い、コクがありつつ
清涼感のある一杯に仕上がっている。

　セントラル店でも新作細麺を使用した夏季限定「から揚げサラダ冷
麺」の販売を開始。氷を使ってキンキンに冷やした麺に梶田商店の生
揚げ醤油、米酢をベースにしたソースを絡め、から揚げと4種類の野菜
をたっぷりトッピングした冷麺は、サッパリと冷たく、香港の夏にピッタ
リだ。
　それぞれの店舗で違う味の新食感の麺をぜひ食べ比べてみよう。

香港トピックス
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Dandy House
ウェブ：www.dandy-house.com.hk

Miss Paris
ウェブ：www.miss-paris.com.hk

中国ビジネスを志す、悩める仕事人必見！
深圳和僑会「水野真澄氏特別講演会」開催
　一度しかない人生、起業したい、海外で仕事をしたいと思う人も多いの
ではないだろうか。深圳和僑会事務局では、7月19日(土)に「水野真澄氏
特別講演会・中国ビジネスコンサルタントができるまで～独立起業編～」
を開催する。
　水野氏は2000年代前半から既に中国をメインとしたビジネスコンサ
ルタントとして活躍され、丸紅勤務時代には「中国ビジネスコンサル
タントができるまで」という本も出版されている。今回はその本にも書か
れていない水野氏の経験から学んだことなども特別に話してくれるとの
ことで、起業したい人だけでなく、中国ビジネスで悩みを持つ駐在員や
会社生活に悩んでいる人にも参考になることだろう。
　今回の講演会は定員100名のみで、先着順で満席になり次第締め切り
となる。「一番の財産は、人の心の優しさと有難さ。」という水野氏。少し
でも興味がある方は早めに申し込もう。

第73回 深圳和僑会定例会
「水野真澄氏特別講演会・中国ビジネスコンサルタントができるまで～
独立起業編～」
日時：7月19日(土)16:30～18:30(16:00受付開始)
場所：深圳粤海酒店1階レストラン
住所：深圳市羅湖区深南東路3033号
ウェブ：www.gdhsz.com/jp/contact.aspx
懇親会：19：00より上記会場で開催
参加費：
Ａ.講演のみ参加　RMB150
Ｂ.講演会・懇親会ともに参加　RMB300
Ｃ.懇親会のみ参加　RMB200
定員：100名(先着順)
申し込み、詳細はこちらから
ウェブ：kokucheese.com/event/index/181163/

男女を問わず、美容に関する疑問・お悩みに
専門家がお答えします！
　香港ではセントラル（中環）とチムサーチョイ（尖沙咀）に店を構える
エステサロンMiss Paris and Dandy House。日本で150店以上を展開す
る、定評のあるサロンだけに、美容意識の高い香港人の間でも人気のお
店だ。こちらでは施術に使う薬剤や機器は全て日本と同じものを使用。
日本人の施術スタッフもいるので、細かな悩みも相談しやすい。
　ショップマネジャーはベテラン施術者の重森さん。美意識が非常に高
く、どんな悩みにも的確に対応してくれる豊富な知識の持ち主だ。そん
な重森さんが今回、抽選で当選された2名のPPW読者の疑問、質問に答
えてくれるという。「湿度の高い香港では日本と違うスキンケアをしたほ
うがいいのかしら？」「まだ30歳なのに、50歳のように太ってる僕、どうし
たら痩せられる？」「紫外線が強い時期に脱毛しても問題ない？」など美
容に関することならどんな小さな質問でもOK。特に普段誰に相談してい
いか分からない男性の方、この機会に専門家に聞いてみてはいかが？
　さらに、当選された方には無料コース1回がプレゼントされる。(指定
コースのみ) このチャンスをお見逃しなく！

ご応募方法：メールまたはFAXに氏名、電話番号、住所、Eメール、質問を
明記の上ご応募を。
メール：marketing@miss-paris.com
宛名：「Miss Paris重森さんに聞きます」
締め切り：6月30日
当選した質問と答えはPPW7月18日号で発表します！
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Exhibition

今週の香港ピックアップ

100歳の老人、窓から逃げて行方不明！？
　ヨナス・ヨナソンの世界的ベストセラーを映画化し、本国スウェーデンで大ヒットした
アドベンチャー・コメディ「The　Hundred-Year-Old　Man　Who　Climbed　Out　of　the 
Window　and　Disappeared」が香港での上映が決定。
　この物語は、ひとりの老人、アラン･カールソンが100歳の誕生日を機に、退屈な老人
ホームでの生活を飛び出すことから始まる。遁走したアランを待つのは、犯罪集団、殺人
犯、スーツケースいっぱいの現金、象、無能な警察官などを巻き込み、面白おかしく、予
測不能な出来事の数々。誰にとっても人生最大の冒険となるところが、アランにはごく普
通の生活となってしまう。代表的な20世紀の出来事のいくつかを目撃するだけでなく、
重要な役割を果たすことになっていく。

スウェーデン映画
老人のアドベンチャー？

7月3日公開

人形劇がミュージカルに
　あぶれ者が多く集まるニューヨークのQ番街に多くの個性的な人たち

が住んでいた。人生の目的を探す主人公を取り巻く、若者たちの青春と

恋愛模様をコメディータッチで描く。

政治や従来の子ども向けミュージカ

ルを皮肉ったような脚本が斬新で評

価された。

トニー賞受賞のミュージカル
Avenue Qついに香港上陸

11月25日～30日

出演：Robert Gustafsson、Iwar Wiklander　他
監督：Felix Herngren

Lyric Theatre, The Hong Kong Academy 
for Performing Arts, 1 Gloucester Rd., Wanchai
20:00～
(852)3128-8288
www.hkticketing.com
HKD795、HKD595、HKD495

毎日の生活に花を添えよう
　ションワン(上環)にあるレストラン「ままごはん」とフラワーアレンジ
メント教室「嘉妍教室」の道後ローズ氏が、花のある家というテーマで
コラボレーション。家にあるグラスやお皿などを用いたフラワーアレン

ジメントレッスンと、レッスン後にランチや
ケーキが楽しめるコースを開講！受講日程が
合わない場合は振替えも可能なので、気軽
に相談してみよう。詳しくは本紙23ページを
チェック。

ままごはん&道後ローズ氏
フラワーアレンジメントでコラボ

香港文化博物館
世界中の椅子展覧会

9月15日まで

(852)9078-0875(くにの)
LINE、WhatsAppでの連絡も可
www.rose-juku.com/hk/Japanesepage.html

Hong Kong Heritage Museum, 1 Man Lam Rd., Sha Tin
月～金　10:00～18:00、土・日・祝　10:00～19:00、火曜閉館
(852)2180-8188
hk.heritage.museum
HKD20（水曜は半額）

イスで見る世界と歴史
　香港文化博物館が、希少で歴史上重要な椅子を世界中の博物館から

集めた、珍しい展覧会が開かれる。皇帝、貴族、そして庶民が使用した古

代の椅子をはじめ、使用用途によってデザ

インされた数々の椅子、結婚式などの特別な

儀式用の椅子など、あらゆる様式の椅子が展

示されている。そこには様々な歴史、文化、芸

術が隠れているのがわかるはず。

Level 7, Harbour Plaza Metropolis, 
7 Metropolis Drive, Hunghom
月～日　18:30～22:00
(852)3160-6880
月～木　　　　　　HKD548(大人)/HKD358(子供)
金～日、祝、祝前日　HKD578(大人)/HKD388(子供)
上記料金に10％のサービスチャージが加算

Harbour Plaza Metropolis
ブラジルディナービュッフェ

6月30日まで

サンバフィバー！ワールドカップを食で楽しもう
　待ちに待った「ワールドカップ」がブラジルで始まった。サッカー観戦も
良いが、開催国ブラジルの料理をここ香港で味わってみてはいかが。コ
シーニャ（ブラジル風鶏のコロッケ）や
シュラスコ鉄串に肉を刺し通し、荒塩（岩
塩）をふって、炭火でじっくり焼いた料理）
など、ブラジルの味を満喫できる。
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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。

Sichuan House
新しい四川料理レストラン

女性ファンのためのWカップ商品
　ワールドカップを楽しむのは男子のみならず、女性ファンも楽しめる
ようにと、「Nike（ナイキ）」は女性向けのアイテムを販売中。各国のユニ
フォームを始め、サッカーシューズ、「マーキュリアル・スーパーフライ」

など女性サイズで購入可能。
ワールドカップ商品を自分の
スタイルに合わせて楽しめる。

NikeのWカップユニフォーム
レディースサイズも発売

カラーで傷んだ髪を優しく修復
　アジアではカラーリングが人気だが、髪の傷みが気になる。そんな悩
みを解消してくれるシャンプーが「Leonor　Greyl（レオノールグレイル）」

から発売される。傷みを修復するだけ
でなく、艶やかで健康な髪へ。特に繊
細な髪質の人だけでなく、髪の健康を
重視する人には欠かせないものとな
るはずだ。

Leonor Greyl
Shampooing Sublime Meches

プリンスホテル
フィリピンビュッフェ提供開始

7月6日まで

フィリピンの食と芸術の祭典
　プリンスホテルではフィリピンからのゲスト・シェフの来港を記念し

て、「The Best of Philippines」を開催。フィリピンの芸術家による作品45

点がホテル内に展示される。

他にもフィリピン料理の数々、

ランチ・ディナービュッフェで

はラッキードローも開催。ま

た、セブ島から有名バーテン

ダーを招き、特別なカクテルを

提供する。

クセになる辛さがたまらない
　香港で本格的な四川料理を味わえる店がオープン。しびれる辛さだ
けでなく、様々な味わいが組み合わさる料理を提供する。風味豊かなス
パイスは四川から空輸している。そして、辛い料理に欠かせない飲み物
は、世界中から取り寄せたワイン、ビール、カクテルなど豊富に取り揃え
ている。

家族で一緒に楽しみたい
　香港のザ・フレミング・ホテルでは家族で2泊以上連泊するゲストに香
港ディズニーランドまたはオーシャンパークの１デーチケット、大人2枚
をプレゼントしている。また、このプランには毎日、アメリカン・ブレック
ファーストを2人分、ワインを一本、スナック、ドリンクが含まれている。お
得なプランで香港を満喫しよう。

The Fleming Hong Kong
期間限定宿泊プラン

9月15日まで

41 Fleming Rd., Wan Chai
(852)3607-2288
www.thefleming.com/home.php 
HKD1880　1名様/1泊

7/F., M88, 2 Wellington St., Central
月～日　11:30～15:30、17:30～23:00
(852)2521-6699
www.sichuanhouse.com.hk

Joyce Beauty、Lane Crawford、
H & Beauteなどのデパートで
(852)2104-0778
www.leonorgreyl.com.hk
HKD480/200ml

Prince Hotel, Harbour City, TST
ランチブッフェ：月～日　   12:00～14:30 
ディナービュッフェ：月～日 18:30～22:00 
(852)2113-6046、(852)2113-6044

5 Preview
新コレクション

スウェーデンのファッションがやって来た
　スウェーデンのファッションブランド「5 Preview」は遊び心のあるデ
ザインが特徴で、セレブの間でも人気上昇中。最新の「CAPSULE」コレ
クションのテーマは「Army　of　Dreamers」、夢を追いかければ、不可

能も可能になるというインスピレーションか
ら。様々な色を混ぜ合わせ、控えめだが、ス
タイリッシュなデザインは人目を引くこと間
違いなし。

G/F., 14 Moon St., Wan Chai
10:00～20:00
(852)3104-0907

2/F., 76A Fa Yuen St., Mong Kok
(852)2388-5402
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最近の中国法改正 ②

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

ビジネスマン必見！
華南エリアお役立ち情報

8 今回のテーマ

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

日本国税理士・行政書士
山本圭一郎

日本国税理士・行政書士
山本圭一郎

《重点集団における創業就業支持促進に係る税収政策を継続して実施することに関する通知》
通達番号：財税[2014]39号

　財政部、国家税務総局及び人力資源社会保障部は、2014年4月29日付けで『重点集団における
創業就業支持促進に係る税収政策を継続して実施することに関する通知』（財税[2014]39号）、以
下『39号通達』）を公布しました。
　財政部及び国家税務総局は、2010年10月22日付けで『就業支持促進に係る税収政策に関する
通知』（財税[2010]84号）、以下『84号通達』）を公布し、一定の企業が条件を満たす失業者を雇用し
た際に、各種税目の減免政策を享受することが認められておりましたが、当該優遇政策を享受する
ことができる企業の範囲および失業者の範囲が限定的なものとなっており、また当該減免政策の
期間も2010年から2013年までとなっておりました。
　当該『39号通達』により、当該減免政策の期間が2016年まで延長されたうえで、当該優遇政策を
享受することができる企業の範囲および失業者の範囲が拡大されております。

内容
　商業貿易企業、サービス型企業は、人力資源社会保障部門公共就業サービス機構に1年以上失
業登記をしている従業員を雇用し、かつ1年以上の雇用契約を締結し法に基づき社会保険料を納
付する場合、3年間にわたり実際雇用人数に基づき営業税、都市維保建設税、教育費附加、地方教
育費附加、企業所得税の順に税額控除をすることが認められます。税額控除基準額は、4,000元/
人・年となりますが、下記算式により算出される税額控除限度額が納付すべき営業税、都市維保建
設税、教育費附加、地方教育費附加、企業所得税の合計額を上回る場合には、超過額を翌年以降に
繰越控除することは認められません。なお、各地政府は税額控除基準額の30％を上限として税額
控除金額を設定することが認められます。

税額控除基準額＝4,000元/人・年
税額控除金額＝各地政府により税額控除基準額の30％を上限として設定
税額控除限度額＝Σ（各人当年就業月数÷12×税額控除金額）

　その他、『財税[2014]39号』における主な内容は下記の通りです。
(1)  税額控除の対象となる税目の拡大
地方教育費附加も税額控除の対象に含められております。
(2)  税額控除金額算定のための比率の上限の拡大
各地政府が設定する税額控除金額が、税額控除基準額の20％から30％に変更されております。
(3)  手続の簡便化
　“審査・批准”管理から“届出”管理に変更され、条件を満たす納税人は自己申告により当該優遇政
策を享受することができ、主管税務機関への届出のみ行なえば良いことになります。
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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。

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

※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。 ＊PPW440掲載分

弊誌お送り先ご住所

お申し込み期限 :2014年7月5日

（お一人様一冊限り）

差し上げます!

2014-15 ぽけっとページ電話帳 香港・華南版
14年のご愛読、ありがとうございます！
ぽけっとページ電話帳、今年も無事発行致しました。
充実した30ページの読み物でさらにボリュームアップした
14～15年度版は、下記の場所で配布されています。

将軍澳
麺屋一平安（将軍澳店）

荃湾
間口運輸（香港）有限公司

新界

金鐘
なだ万日本料理店
四季

中環
PRES LANGUAGE CENTER
Sagrantino
RGF
Tempstaff 中環オフィス
AGEHAN
日本国総領事館
GEOS（中環校）

跑馬地
帝京香港幼稚園

銅鑼湾
Kapas By D'Note
SAPPORO Japanese Restaurant
TO・KIO HAIR DESIGNING
麺屋一平安 (銅鑼湾店)
Vegi DINING KITCHEN
BEE (CURRY)SOGO地下B2店
写楽堂 (日本語書店)
旭屋書店 (SOGO)
日本人倶楽部
CARICY hair Salon
焼肉 伊呂波
AEON MaxValu Prime
神屋流　博多道場
AUBE hair Design

湾仔
日本貿易振興会 (JETRO)
Language World Hong Kong

クオーリーベイ
FUJI書店(UNY店)(Apita)
AEON   お問い合わせセンター
Apita (B1/F   お問い合わせセンター)

太古
大戸屋(太古店)
PARIS MIKI OPTICAL
丼丼屋(太古店)

香港島

尖沙咀
丼丼屋（Elements店）
EN
京笹
大戸屋（尖沙咀店）
Tomato Books
八海山
焼肉 伊呂波
博多道場
元気一杯
H.I.S. HK
豆富・健康美食 白木屋
Carte Blanche
Gateway Apartments
麺屋一平安（Elements店）
麺屋一平安（Miramar店）

Pasona Asia Co. Ltd
王子飯店（尖沙咀店）
王子飯店（Elements店）
niji bistro
Tempstaff 尖沙咀オフィス
Intelligence Ltd.
Panda Travel Agency
HOKAHOKA酒処
麺屋一平安（Energy Plaza店）

紅磡
華御結
UCC Vienna Café
恒隆白洋舎有限公司
竹乃里
稲庭養助

GEOS（紅磡校）
東京堂（AEON内）
AEON   お問い合わせセンター
REBEAUX

佐敦
Stream of Wisdom Language Center
Ramen Champion
Madera

九龍湾
麺屋一平安（九龍湾店）
白木屋

九龍

赤文字は大型配布店となります。

あなたの職業を
教えてください

□ 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

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。

早めに
ゲットしよう！

配布リスト

香港＆広東

香港＆広東

PPW紙面に隠れる
          「サトちゃん」を探せ！
PPW紙面に隠れる
          「サトちゃん」を探せ！

4週連続のＰＰＷスペシャル企画！
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」が紙面の

どこかに隠れんぼしている。

長い鼻を目印に!?

どこかに隠れているサトちゃんを探してみよう。

（★先週号のヒント：サトちゃんはサッカーが大好き♪）

第３回



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

RGF 香港専門職/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 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 20K～25K

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

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 キングスウェイ～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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 ～23K
細かい作業が得意な方。受注の取りまとめな
どのオペレーション作業。配送手配。土日を含
むシフト勤務。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/九龍 ～42Ｋ キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

8年以上の物流経験。ロジスティックオペレー
ションの見直し。現状分析、プロジェクト管理、
予算管理。3～4名からなるスタッフのチーム
マネジメント。ビジネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイ営業・販売系/営業・販売系 香港/九龍 応相談
経験、語学不問。フォトショップ等の画像処理
ソフトを使用できる方尚可。企画営業（デザ
インは不要）、提案営業、プレゼン、市場調査。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 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。

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通 23K～30K香港/九龍

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

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

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。

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。事務所
運営全般（総務・経理業務）、小売業務管理、
営業業務、貿易業務。

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

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

23K～28K香港/香港島

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

RGF 香港金融/金融・保険 20K～25K香港/香港島

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

RGF 香港金融/金融・保険 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 香港金融/金融・保険 香港/香港島 15K～25K大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ナーを募集。若手歓迎。1年契約。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 30K～40K

大手金融機関のクレジットアナリスト、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 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 ～45K

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

香港/香港島
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香港＆広東 香港＆広東

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

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 19K～21K

（応相談）

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

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）。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 JAC 香港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を求めます。

会計経理・経営管理/
コンサルタント 香港/香港島 JAC 香港～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）/
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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 ～25K
金融関連企業にてカスタマーサービス職を中心
としての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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 ～20K
会計事務所にてコーディネーター職。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。

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

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

香港 ～20K程度日系物流企業でのカスタマーサポート職。顧客
からの問い合わせ対応。出荷コーディネート。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB15K
～20K深圳

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/メーカー
（機械・電気・電子）

応相談その他
華南地域

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

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB30K深圳

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

インテリジェンス
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。要コ
ミュニケーションレベルの英語。

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 応相談香港/香港島

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。
要コミュニケーションレベルの英語あるいは
広東語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～20K香港/香港島 医療関連サービスのフォローアップ営業および

新規開拓営業業務。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（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
開拓と既存顧客のフォローアップ。日本への
出張有。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務。伝票起票から月次決算までを担当。
会計事務所及び本社の窓口業務。要3年程度
の経理実務経験とコミュニケーションレベル
の北京語。

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

広州 RMB15K
+住宅手当

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

インテリジェンス
広州

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・
公的機関など

RMB22K
+住宅手当

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

広州

ビジネス（香港・広東共通）
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●統合へのいきさつと体制について
PPW：香港でのブランド統合へのいきさつをお教えください。
本多：思いっきり競合してましたから、正直びっくりしまし
たよね。
黒崎：日本では派遣のテンプスタッフ、メディアと人材紹介
のインテリジェンスと良いマッチングなのですが、さすがに
香港では人材紹介で真正面からぶつかってましたからね。
本多：それでも日本が統合していくので、こうなるのは必
然かなと思ってもいました。テンプグループはアジアNO.1
の人材ビジネスを目指すと宣言しました。成長・変化ス
ピードの速いアジア地域でお客様層・サービスラインや事
業規模のさらなる拡大を実現するためには、テンプスタッ
フ・インテリジェンス両グループが統合し、資産・ノウハウ
を共有し、一貫した経営方針・管理のもとで事業拡大を目
指すことが不可欠だ、となったわけです。
黒崎：テンプグループのアジア戦略上、香港とシンガポー
ルにそれぞれ地域統括会社(RHQ)を置くことになりまし
た。その統轄下では今回の統合で9か国/地域、39拠点従
業員約600名となります。北アジアは韓国・中国・台湾・香
港の地域を統括します。私は2012年から中国を兼務して
ますが、香港の人材紹介は本多さんに任せ、私は中国・香
港地域統括を担当していきます。
本多：これで中国・香港で300人規模になるんです。
黒崎：香港だけでも紹介で31名、インテリジェンスSMC
コンサルティング(以下SMC)が14名で50名弱ですね。こ
れはかなり大きい組織だと思います。
本多：もともとテンプ香港が一番従業員数が多かったと思
いますが、日系の紹介会社では最大規模でしょうね。責任
重大です。より人材の供給力を上げられると思っています。
飯泉：SMCは22年目に突入しましたが、過去最大規模で
す。これはインテリジェンスの研修部門をSMCへ移管したこ
ともありますが、人事労務だけでも日本人コンサル4名・韓
国人コンサル1名・香港人コンサル4名と拡大しています。
本多：テンプスタッフ香港(以下テンプ)にこれまでにな
かったSMCのサービスをお客様にご紹介できるようにな
ることも今回の統合のメリットです。

●統合によるお客様へのメリット
PPW：その統合メリットのことをもう少しお聞かせください。
黒崎：競合してましたから、そりゃお互い文句は言って
たんですけどね(笑)。
本多：ふたを開けてみると、それぞれの良いところが見え
てきて面白くなってきました。まず先程も言いましたが
インテリジェンス香港(以下インテ)にはコンサルや研修と
いったテンプにないサービスがある。
黒崎：テンプにはフットワークの良さやスピードがありまし
た。金融にも強い。日本人紹介も強く、インテの倍以上やっ
てましたね。インテは日本人には「敷居が高い」と言われ
ていたようなんですよ。どうも私のせいらしく…。
本多：黒崎さんは前面に出ないのでもう大丈夫です(笑)。
黒崎：冗談はさておき、インテにない派遣サービスなど、統
合することで企業向けにご提供できるサービスラインナッ
プが拡充されることはメリットですね。

本多：私は第一に人材紹介
供給力が上がることだと思っ
ています。転職希望者にとっ
ても企業紹介供給力が上が
ること。採用・転職が成功する
ことがなによりです。そのため
の案件・人材供給力。そして
これだけの規模になれば、日
系企業だけでなく営業展開
できる。日系企業・日本語人
材に強いだけでなく、香港の
全ての企業に対してサービス
を展開していきたいですね。
黒崎：その意味ではアメリカ大手人材ビジネス企業のケ
リーサービスとの協働も話さねばなりませんね。ケリー香
港のボスのAlanも呼べば良かった。
本多：そうですね。テンプ香港は2012年にアメリカ人材ビ
ジネス大手のケリーと合弁しており、今年またインテリ
ジェンスとで激変しています。
黒崎：欧米系企業・人材とのネットワーク拡大は、日系のお
客様にも転職希望者にも可能性増大が見込めますよね。
飯泉：SMCは年間1万件以上のお問い合わせがあります
が、欧米系企業の情報もさらに取り込めるようになれば、
もっとお役にたてるようになりますね。

●組織統合について
PPW：組織統合はどのようにしていくのですか。
本多：人材紹介事業としての旧テンプ・旧インテは新しい
インテリジェンスとして6月からオフィスも各拠点も統合し
ています。看板も差し替わっていきます。急な展開だった
ので、オフィスはこれまでのセントラル(中環)・チムサー
チョイ(尖沙咀)のゲートウエイとミラマー・東九龍の4拠点
のままですが。
黒崎：経営統合は昨今我々のお客様でも多いテーマで
す。PMI=Post Merge Integrationといいますが、大手企
業を中心にこれからもお問い合わせが多くなるものだと
思っています。
飯泉：幸運なことに、我々はこのテーマを人事労務のプロ
としてアドバイスしてきたものですので、大変ですが経験
済みです。
黒崎：それでも組織文化統合は我々にとって最大のテー
マになるでしょうね。内向きになるのではなく、お客様志向
でありつづけること。我々自身が良い組織統合のモデルに
ならなければなりません。PMIのタスクリストが多くてなか
なか大変です。
本多：その点、企業と転職希望者の双方に真摯にサービ
スを提供しようというスタンスが一緒だったのが、スタート
をうまく切れるのではないかという自信に繋がってると思
います。
PPW：しかし、実際は統合にはいろいろな葛藤があったの
ではないですか？
本多：テンプ香港は今年で創業20周年。インテ香港より歴
史があります。それでもテンプスタッフの名前が消え、ブ

ランドカラーのピンクからブルーに変わっていくことには
正直抵抗がありました。が、北アジアでは韓国・台湾など
インテがない地域でさえ目的のためにブランド統合しま
す。今では、色々できるようになるため、わくわくしてい
るんです。
黒崎：様々な人が様々な想いでいることは確かです。しか
し本多さんがおっしゃったように、前を向いて未来と機会
にフォーカスする。お客様への価値の増大を目指して行く
べきだと思うんです。
飯泉：お客様がどう思っていらっしゃるか？こちら側だけの
都合を押しつけていないか。我々経営陣から自問自答し
て、従業員たちとも話していきたいと思います。お客様の
為になることを目指して、あるいは従業員達の未来も考え
て香港の統合を決断しました。お客様のお声をぜひとも
聞かせていただきたいと思っております。
本多：それはぜひとも。至らないことも多々あると思います
が、何卒よろしくお願い申し上げます。

人材紹介・人事労務コンサル共に香港20年の実績
アジア600名体制、最大級の人材会社へ

ADD : 11/F., Kailey Tower, 16 Staney St., Central
TEL : (852)2525-8121
Web : インテリジェンス香港  www.inte.com.hk
            テンプスタッフ香港  www.tempstaff.com.hk

香港のテンプスタッフとインテリジェンスが経営統合へ

【経営陣プロフィール】

飯泉雅明氏
外資系保険会社を経て、1980年より日系保険ブ
ローカーで香港法人社長。1993年にStaff 
Management Consultancy Ltd.を設立して代表
に就任。2011年7月インテリジェンス中国グルー
プとの経営統合により、インテリジェンスSMC
コンサルティング董事長に就任。香港在住34年。

本多真由美氏
英国の大学を卒業後、新卒で入社した大手人材
派遣会社で外資系クライアント向け営業を担
当。1994年に香港の日系銀行にて勤務後、2000
年テンプスタッフ香港へ入社。2004年テンプス
タッフ香港総経理に就任。香港在住20年。

黒崎幸良氏
1986年大手人材ビジネス会社に入社し、1991年
より同社中国プロジェクトのリーダー。2002年
Anchor HRM Consulting Ltd.を香港に立上げ、
同社C.E.O.に就任。2011年7月インテリジェンス
中国との経営統合により、Intelligence Hong 
Kong Ltd.董事長に就任、2012年11月インテリ
ジェンス中国総経理を兼任。香港在住12年。

左から飯泉氏、本多氏、黒崎氏

昨年4月、日本でテンプホールディングス株式会社による 
株式会社インテリジェンスホールディングスの買収が行われた。

1年を経て、香港においての事業再編成と拡大を進め、
今年6月からインテリジェンスにブランド統合する経営陣、

新しくインテリジェンス香港の代表になるテンプスタッフ香港の本多真由美氏、
インテリジェンスSMCコンサルティングの飯泉雅明氏、

インテリジェンス中国・香港事業責任者の黒崎幸良氏の3名にお話しを伺った。



中国全土

香港

深圳

広東

香港

香港＆深圳

香港



香港&広東

読まれた記事ランキング
5月31日～6月6日 

　今回の 1 位は、お互いに貯蓄していると思い込んでほとんど蓄えがなかったという残念な夫婦
の家計見直しについての記事。お金に関する話題は総じて読者の関心が高く、7 位に「家族控除」、
19 位には「親の隠れ借金」の相続についての記事も入りました。大リーグ関連も根強い人気で、2
位に田中将大投手、8 位にメジャーの芝、20 位にもイチローについての記事がランクインしまし
た。5 月31日から6 月6日に読まれた記事を紹介します。

気が付けば貯蓄これだけ？　残念な夫婦の家計管理 （6月4日）

ヤ軍・田中、早くもエース級　受け答えはジーター級 （6月5日）

（3）新型iPhoneへ準備着々、見えたアップルの狙い （6月3日）
 
（4）3度目の正直で「普通のOS」に　Win8.1アップデート （6月4日）
 
（5）詳しくは電子版をご覧ください。
 
（6）STAP主論文撤回へ　小保方氏同意、研究白紙に （6月4日）
 
（7）働く妻、控除の重複が俎上に　「家族控除」の意味 （6月5日）
 
（8）メジャーの芝には蛇が出る？　ポストゲームショー （6月3日）
 
（9）空に浮かんだ2600トンのアーチ橋、隅田川河口に架設 （6月5日）
 
（10）失速タブレットどこへ行く　スマホとPCの板挟み （6月3日）
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香港

深圳

深圳

　6月12日に開幕したサッカーのW杯。
地球の裏側での開催の為、試合と自身の生
活の時間帯とが折り合わず、「なかなか観
る機会が持てないのでは？！」と頭を悩ます
サッカーファンも多いのでは。そんな悩み
を見事に解決したサッカーファンがいるというので話を伺ってみた。
 
PPW：まず、簡単にご自身の自己紹介とサッカー観戦歴を教えてください。
Y氏：はい。今、深圳在住で、部品関係の商社で駐在員として勤めております。
学生時代はテニス部に所属していました。サッカーはプレーをするより観戦
派。J-リーグが発足してからサッカー観戦のとりこになりました。日本にいる時
は特に浦和レッズのファンでしたね～。
 
PPW：サッカーW杯が開幕しましたが、今回は日本は、史上最強の代表チーム
を送り込めたのではないでしょうか?
Y氏：そうですね。本田とか香川とか、観ていてワクワクしますね。11月の欧州
遠征時のオランダ戦やベルギー戦のように細かいパスが上手く回れば、結構
良い成績を残せるのではないでしょうか。
 
PPW：今回、ブラジルでの開催で昼夜がこちらと逆転する為、試合時間が微妙
ですよね？まともに観戦すると仕事に影響が出るのではないでしょうか？
Y氏：確かにスポーツBARやTV中継などで生観戦していたら、日本代表はいい
成績が残せても、私の仕事の成績はガタ落ちになりそうです。(笑)
 
PPW：そんなＹさんのW杯観戦における裏ワザがあるとお聞きしました。
Y氏：はい。これもサッカー好きな友人からの紹介だったのですが、

『J-WorldTV』という会社の機器を購入して、W杯を観戦しています。この機器
の一番優れているところは、過去の番組がサーバーに30日間分も残っている
ので、遡って試合を観られることなんです。 

 
PPW：30日間もですか？！　ということはノーマークだったけど、途中で気に
なったチームが出現したら、そのチームの初戦から観戦できるわけですね。
Y氏：そういうことになりますね。なので、これから加入しても十分間に合うん
です。好きな時間に、好きな試合を楽しむことができますし、途中で止めても
次の日の夜またそこから続けて観ることができます。これなら仕事にも支障が
ありませんし、週末にまとめて「W杯三昧」もできますね。
 
PPW：なるほど。なかなか快適な観戦ライフですね。具体的にその機器のお
値段を教えてください。
Y氏：はい。初めの半年間がHKD2300で、その後半年ごとの視聴料がHKD 
1550です。でも、7月末までは『ワールドカップキャンペーン』とのことで、視聴
期間が1ヵ月サービスされ、初めの7か月でHKD2300でした。機器の返却は不
要で、申し込み時はパス
ポートのコピーも必要あり
ません。引っ越してもその
まま使え、また接続も自分
ですぐにできるので便利で
すね。
 
PPW：これでW杯を思う存
分楽しめますね！ ご協力あ
りがとうございました。

J-worldTV
担当：荒井理恵
メール：jworldtv@outlook.jp
電話：(86)188-9865-6921（香港では通じません）
　　   Eddie (852)9228-4448
価格：初めの半年＝HKD2300（RMB1800）
　　　その後の半年ずつ＝HKD1550（RMB1200）
※7月末までに申し込めばワールドカップキャンペーンで視聴期間1か月サービス!!

30日
前の

試合
も

観ら
れる！

サッカーファンに聞いた
W杯観戦の裏ワザ
サッカーファンに聞いた
W杯観戦の裏ワザ
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広州

香港

　6月7日に「船上でタイ料理を喰らうの会」と題し
てPPW主催の第1回ボートトリップが行われた。香
港在住者はもちろんのこと今回は日本からの参加
者も多く、総勢27名の船旅となった。
　午前11:00に尖沙咀を出発し、約2時間の船旅の
後、西貢(サイクン)沖付近に停泊。船上でタイ料理
に舌鼓を打ちながら都会の喧騒を離れ、沖合いで
冷えたワインを傾けたり、バナナボートやウェイク
ボードでアクティブな時間を思い思いに過ごした。
　ほぼ初対面に近い参加者たちであったが、西貢
の雄大な自然と美味しい料理、そしてお酒も手伝っ
て話もはずみ、仕事から趣味、将来の夢などを語り
合う宴は18:00の寄港まで続いた。
　職種も年齢も様々な方々との出逢いにあふれた
今回のボートトリップ。日本から参加した会社員A
さんは、「思いがけずこんな贅沢なパーティーに参
加できて楽しかった。東京ではなかなかできない
体験をさせてもらいました。」と嬉しそうに語った。

　PPW主催 次回イベントも乞うご期待！

第1回ボートトリップ開催！第1回ボートトリップ開催！
PPW
主催

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S　1,245sqf. （実用面積)  バルコニー付き
 （中層階　Flat B）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送
（環　境） MTR太古駅・AEON近接、豪華クラブハウス完備
（備　考） 新築ハイグレードマンション。6月完成入居開始！緑に恵まれな

がら、MTR太古駅まで徒歩5分という好立地。
（月　額） HKD75,000 （管理費、税金込み）

マウントパーカーレジデンス　都会軒　Mount Parker Residences

（所在地） サイワンホー（西湾河）
（間取り） 2LDK　756sqf. （実用564sqf.)
 （Tower 2　中層階  Flat B）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、山景、
 マンション無料ブロードバンド
（環　境） MTR西湾河駅近接、太古のAPITAまで徒歩約１０分、
 クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！海沿いの遊歩道を歩いて
 日系スーパーへも行けるのでお買物が便利。
（月　額） HKD24,500 （管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸華園　The Orchards

香港

ラ・セゾン　逸濤湾　Les Saisons

（所在地） タイクー（太古）
（間取り） 3LDK+S　1,137sqf.（実用897sqf.)　バルコニー付き
 （Tower 1  高層階　Flat E）
（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送
（環　境） MTR太古駅・AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） 太古で一番人気。コーンヒルに隣接して立地する高層ツイン

タワーのハイグレードマンション。比較的静かで、日本人も多
く居住する。日系スーパーも近くて便利。ペット可マンション。
2003年築。

（月　額） HKD40,000 （管理費、税金込み）
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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. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's 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号三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,

68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.
(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

ライフ（香港・広東共通）
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深圳 香港&広東

広州広州

香港

香港ビジターはっちのプロフィール
香港在住歴1年未満。初めての海外暮らしをここ香港で始めることになったものの、
日本とのギャップにいまだ驚く毎日。最近はやっと香港人の友人も増え始め、
香港ライフをもっと楽しみたいと意気込み中。

　ホンハムとチムトンを繋ぐ歩道橋で毎日のようにバイオリンを弾いて
いるおじさまをご存知でしょうか。歩道橋の上のバイオリン弾き。響きだ
けは素敵です。ええ、素敵なのは響きだけ。その音色を聴いたことの
ある方はお分かりでしょうが、とにかくヘタクソなんです！ 恐らく3日くら
い練習したら私の方が上手くなるのではなかろうか、と思わせるくら
いヘタなんです。
　普段はイッツ・ア・スモー
ルワールドを半音はずしで
奏でていることが殆どです
が、12月になるとクリスマス
ソングをエンドレスで弾い
ていたりして、道行く人に
聴かせるため一応工夫はしているよう。そのかいもあってか（？）チップ
を入れてあげる人が結構いるんです。慈善活動の一端かな…。バイ
オリンを弾くのに疲れると時々歌も歌っちゃいます。おそらく中国の歌
謡曲なんですが、これもまた決して上手いとは言えない単調さ。楽しく
も悲しくもない、何とも言いがたい表情で歌う彼の姿は哀愁さえ漂い
ます。しかもご丁寧なことにそのおじさま、できるだけ多くの人に聴いて
もらおうとスピーカーを使います。ずーっと昔から使っているのか、どこ
かで拾ってきたのか、かなりアンティークなスピーカー。そこから出る音
はいつもガッビガビ。特に風の強い日は最悪で、マイクがバイオリンの
音色以上に風の音を拾うためガゥアガゥアととにかくただの騒音でし

かない…。「チップ渡すからもう止め
て～」と言いたくなるくらいです。
　しかし最近になってそのおじさまに
ライバルが現れたんです！彼と恐らく同
年代。しかもクラシックギターとハーモ
ニカを同時に使って器用に演奏し、比
べ物にならないくらい上手いんです。
その人がいる日はやはり肩身が狭い
のか、いつもの定位置から少し離れた
場所に座るバイオリンおじさま。ライバ
ル出現で彼の腕は上がるのか？気に
なるところです。
　歩道橋を通るたび、ほぼ毎回目に
するバイオリンのおじさま。そのガビガ
ビ音が聴こえないと、いつの間にか彼
を探している自分がいたりして。実は
私、はまってる！？

Vol. 04ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」

香港ビジターはっちの
「ホンコンあたふた記」
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香港＆広東 香港

　夏はまだまだ先だと思っていませんか？でも油断し
ていると、あっという間に始まってしまうのが夏休み。
長い休みを子供たちが退屈せずに過ごすにはどうしよ
う？こんな悩みを持つ親御さんも多いはず。
　九龍にあるWホテルでは、夏休み期間中に子供向け
のプログラム「W　Academy」が開催される。本の読み
聞かせ、スポーツ、絵画など、幅広いプログラムが、年
齢別に用意されている。1歳半から3歳向けには「B

フィット（B　Fit）」と「B　クリエイティ
ブ（B　Creative）」の2種類のクラス。
「B フィット」では体を動かすことに
より、感覚を刺激。「B クリエイティ
ブ」では、読み聞かせや絵画を通して
自己表現を発達させる。
　3歳から5歳のクラスには「ピカ
ソ・キッズ（Kiddy　Picasso）」と「世
界探検家（World　Explorer）」、「未
来の俳優（Future　Actor）」の3種
類。各コースとも子供たちが十分に
楽しめるように、経験豊かな教師陣
がサポートする。
　そして、6歳から10歳向けのコー
スは4種類。ホテルのシェフに料理

を教わる、「ジュニア・シェフ（Junior　Chef）」。「ニュー
ス・キャスター（Star　Anchor）」では、自らニュースを
取材、そのニュースを発表する。「小さな芸術家

（Little　Artist）」では数々の工作教室を開催。そして、
「マナー教室（Manners　Master）」では、小さな紳士・
淑女になるためのテーブルマナーを学べる。
　プログラムの最後を飾るのは「才能のある子供たち
のパーティー（Kids　Got　Talent　Party）」。8月10日に
開催されるこのパーティーでは、子供たちがプログラ
ムで学習、制作したことを発表する。この他にもバウン
シー・キャッスル、フェイス・ペインティングなど様々な
体験が楽しめる。
　プログラムの開催期間は8月9日までとなり、5クラ
ス、または10クラスのパッケージを申し込むことが可
能。クラスを終えると終了証書ももらえる。クラスのスケ
ジュール、料金等の詳細はホテルのウェブに掲載。申し
込みは電話またはメールで。
　未来のピカソ、カリスマ・シェフへの第一歩になるか
も（？）しれない、このプログラム。夏休み、まだ予定が
決まっていない親御さんはウェブを覗いてみては？

W Hong Kong
住所：1 Austin Rd. West, Kowloon Station, Kowloon
申し込み受付電話番号：(852)3717-2927
申し込み受付メールアドレス：events.whk@whotels.com
プログラム詳細ウェブ：www.w-hongkong.com/en/wacademy

もうすぐ長～い夏休み
普段はできない経験をしてみよう！

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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香港クラシファイド

仕事に役立つ術を香港で！
1)日商簿記3級取得講座
日本の就職・転職に役立つ資格として多
くの方が身に付けたい日商簿記3級。営
業、管理部門に必要な知識として企業に
評価されています。経験豊かな日本の公
認会計士が合格レベルまで丁寧に指導
します。
ビジネスの基礎知識として習得し、仕事
に活かしましょう。
●日程:2014年6月～9月(8月休講)
各クラス全10回
① 水曜日午前クラス　9:45～12:00
② 水曜日午後クラス　13:45～16:00
③ 土曜日午前クラス　9:45～12:00
●定員:各クラス6名
●受講料:HKD3,500(教材費込み)
2)決算書読み方講座
会社の数字を読み解き、取引先・投資先
の収益性・安全性を知る術を身につけ
ましょう。実践的に読み解いていきます。
●各クラス全4回(6月・7月・9月)
土曜日午後クラス　14:00～15:30
●募集人数:各クラス6名
●受講料:HKD1,600(教材費込み)
3)相続税早わかり基礎講座
ご家族、御一族の相続税の節税になる
術を、ケース別に学びます。相続は事前
準備が大切です。
●各クラス全4回(6月・7月・9月)
日曜日午前クラス　10:00～11:30
●募集人数:各クラス6名
●受講料:HKD1,600(教材費込み)
場所:MTR太古駅すぐ
お問合せ:会計・税務の寺子屋
fieldedge.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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＆広東

CLASSIFIED CLASSIFIED

香港&広東



香港 香港

香港 香港

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

18 Pocket Page Weekly 20 June 2014 No. 440
B

香港スクール



香港

香港

香港



香港

香港

香港

［sayakoさん プロフィール］
香港生活5年目。チムサーチョイでジュエリーサロン
を経営しています。日本では歯科医として働いてい
ましたが、結婚後、香港に移住。GIAで宝石鑑定士の
資格を取得しジュエリーサロンをオープンしました。
香港で安心してジュエリーを買ってもらいたい、日本
のアコヤ真珠を香港の人にもっと知ってもらいたい
という思いで、パール、ダイアモンドを中心とした
ジュエリーを取り扱っております。今月からFOUR 
SEASONS HOTELのブティックにも出店しています。
おしゃれと、おいしいお酒と食事、関西ローカル番組
をこよなく愛する関西人です。

 La Saison by Jacques Barnachon

こんにちは。【香港 TST ジュエリーサロン Le Houx】のブ
ログを書いているサロンオーナーのsayakoです。【ぽけっ
とグルメ】さんとのコラボでチムサーチョイ東にあるおすす
めのお店を４店ご紹介します。九龍サイドを代表する都市
であるチムサーチョイは、観光客も多く、昔ながらの有名店
と新しくできたお店が所狭しと並ぶまさに美食の宝石箱。

今回は、サロンのあるチムサーチョイの東、チム東と呼ば
れるエリアに絞っておすすめのお店を４店ご紹介します。
みんなでゆっくり飲茶ランチなら【香宮】、サロンの帰りに
お茶をするなら【BRICK LANE GALLERY】、おいしい
フレンチを食べたいなら【La Saison】、お買い物帰りの手
土産には【Cookies Quartet】です。

　チムサーチョイ東に最近できたフレンチ「La Saison」はフ
ランスでミシュラン星つきレストランのシェフJacques 
Barnachonが手掛けるレストランだそうです。インテリアも素
敵で、テラスは開放感があって暑い季節でなければぜひテラ
ス席も利用してみたいところです。盛り付けもとても綺麗。写
真のお料理はランチコースの前菜で、コンソメゼリーのフェン
ネルソース。コースは前菜、メインの２コースメニューか、デ
ザートまでついた３コースが選べます。スタッフのサービスも
よく、チムサーチョイの街の賑やかさを忘れてしまう居心地の
良さで、ついつい長居してしまいます。シグニチャーメニュー
は、フォアグラのソテー・ローストしたリンゴとジュラソース添
えだそうです。ローカル店や観光客向けの中華料理店の多い
チムサーチョイ東ですが、最近お洒落なカフェやレストランが
増えてきてとてもうれしいです。こちらのレストランも新しくで
きたお勧めのお店の1つです。ぜひ一度お試しください。

La Saison by Jacques Barnachon
●住所：2/F., The Cameron, 33 Cameron Rd., TST
●電話：(852)2789-8000

from 「香港 TST ジュエリーサロン Le Houx」のsayakoさん

www.pocketgourmet.com.hk

今すぐアクセス！で特集中！

sayakoさんの

香港
美食歩き

香港在住

人気ブロ
ガーが

おすすめ
！

ジュエリーサロンLe Houx のオーナーが選ぶ
チムサーチョイ東のおすすめのお店

と人気ブロガーsayakoさんのコラボが実現！コラボが実現！
香港  TST  ジュエリーサロン  Le Houx

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！

ジュエリーの新作情報、イベントのご案内、
オーダーメイドジュエリーのご紹介などを中心に更新しています。

食べ歩きが好きなので、グルメ記事も多数掲載中。

ameblo.jp/bijou228ameblo.jp/bijou228

続きは
コチラ！
続きは
コチラ！
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日本語 (852)2366-1078　G/F., 7-9 Minden Avenue, TST

夏
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け
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す
。

料理長お任せ（HKD700~）も承ります。
日曜日も平常営業。

香港

The King’s Singers
香港シティ室内管弦楽団との素晴らしいコラボ
　1968年に結成された｢ザ・キングス・シンガース｣、アルバム総数は150以上を超え、2009年度グラ
ミー賞を含む、数々の賞を受賞している。
　同グループが5月23日・24日に香港でコンサートを開催。2部で構成されたコンサート、第1部は香
港シティ室内管楽団と共演、第2部はアカペラで数々の曲を披露した。
　第1部はイギリスの有名な児童文学「The Window in the Willows (邦題：たのしい川べ)」を基にし
た、音楽劇。管弦楽器を使った効果音、各シンガーが登場する動物のセリフをリズム軽やかに朗読。
話の内容を知らなくても思わず引き込まれてしまう。
　第2部はグループの魅力が最大に引き出された。10曲以
上をアカペラで熱唱、
幅広い声域を披露し
た。アンコールでは広
東語でも合唱。会場中
が熱狂し、盛大な声援
が送られた。

City Chamber Orchestra of Hong Kong
常に多彩な音楽イベントを届ける
ウェブ：www.ccohk.com

香港

　「日常の食事こそが良薬」とは、中国人の古来から
の思想だ。そこでヘルシーな生活を心がけたいと考
える人にぜひ紹介したいのが、プリンスエドワード
（太子）にある「養生（Life　nurturing）」をテーマにす
る中華スイーツ専門店「227甜棧」だ。
　香港では定番のフルーツ、マンゴー。同店人気の
マンゴースイーツをいくつか紹介しよう。「マンゴー
のもち米巻（香芒糯米卷）」は蒸したもち米の生地（糯
米皮）にマンゴーを包んだ一品。柔らかなもち米生地
とマンゴーを一緒にほおばると、口いっぱいに甘さ
が広がる。トッピングされたドライココナッツも良い
アクセントになっている。こちらは脾臓（ひぞう：最大
のリンパ系器官）と胃に良いそうだ。「魚の浮き袋と
マンゴープリン（花膠芒果布甸）」は香港の他の店で
もあまり見かけない珍しいスイーツ。浮き袋にはタンパク質やコラーゲンが豊富に含ま
れており肌に栄養を与えてくれるので、女性にはうれしい食材だ。魚のにおいは全く感
じない。マンゴープリンは濃厚で、添えられたタピオカも嬉しい。
　マンゴースイーツの他には、ジャスミン、ゼリー、バジルシード、タピオカなど色々な食
材の入った「ゼリーとタピオカ（愛玉凍花釀）」がおすすめ。バジルシードは毒素を一掃
してくれるため、体内を健康に保つ働きがある。また食物繊維を豊富に含むのでダイ
エット食品としても有名だ。ゼリーは体内の熱を放出するので、これからの暑い季節に
ピッタリだ。このスイーツをより美味しくいただくには、食べる前によく混ぜること。ジャ
スミンと桂花の風味がさらに豊かに味わえる。
　最後に紹介するのは「養生ミルクプリン（養生牛奶布甸）」。このミルクプリン、紅豆、緑
豆、蓮の種、バジルシードなど体に良い食材と共に提供される。この中のひとつ、蓮の種
は血圧を下げる働きがある。意外に思われるかもしれないが、ミルクプリンとマメの相
性はピッタリだ。
　美味しいスイーツを食べて綺麗になれるなんて、夢のよう。興味のある方は訪ねて
みては。

見るからに柔らかそうな
「マンゴーのもち米巻(香芒糯米卷)」

暑い季節を涼しくしてくれそうな
「ゼリーとタピオカ(愛玉凍花釀)」

浮き袋入り！？
「魚の浮き袋とマンゴープリン（花膠芒果布甸）」

美しく健康になれる
「養生ミルクプリン(養生牛奶布甸)」

中国風のインテリア

227甜棧227甜棧

227甜棧
住所：Shop B, G/F., 246 Fa Yuen St., Prince Edward
電話：(852)3117-1223
時間：月～日15:00～24:30

食べるだけで美しくなれる！？
大満足の中華スイーツ専門店
食べるだけで美しくなれる！？
大満足の中華スイーツ専門店
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　新たに注目のモダンレストランがコーズウェイベイ（銅鑼湾）に仲間入りした。タイム
ズスクエア前、ユニクロや居酒屋の和民などが店を構えるリーシアタービルの6階にあ
るカジュアル中華レストラン｢Paradise Dynasty(パラダイス・ダイナスティー)｣だ。同店は
シンガポールにある本店を始め、上海、北京、タイ、マレーシアそして日本と、6カ国で50

店舗を展開している。昨年オー
プンした銀座店は、日本のバラ
エティ番組｢ぐるぐるナインティ
ナイン｣の人気コーナー「ゴチ

になります！｣で取り上げられたこともあり、今話題のお店だ。
　コーズウェイベイの喧騒とは裏腹に、照明が落とされた広い店内は落ち着きのある
優雅な雰囲気。あちこちに飾られた中国王朝風のオブジェや家具は全て手作りだそう。
半年かけて手作業で仕上げたという、店の中央を流れる川には蓮の花のオブジェが飾
られ、忙しい毎日の中でひと時の癒しを与えてくれる。キッチンはオープンスタイル。シェ
フの華麗な動きによって次々と小龍包が包まれていく様子を楽しむことができる。高級
感漂う空間ながら料金設定が良心的なところも人気の秘密だ。
　看板メニューは何と言っても大人気の「8色ダイナスティー小龍包（Dynasty　Xiao 
Long　Bao）」。伝統的な小龍包に革新的なアレンジを施したこの一品は、経験豊富な
シェフが試行錯誤を繰り返して作り上げた同店の力作だ。具材だけでなく、生地の着色
にも全て新鮮な食材を使用。安心していただくことができる。オレンジは蟹の卵、黄色は
チーズ、グレイはガーリック、緑は高麗人参、赤は唐辛子で四川風、そして茶色はフォア
グラ、黒はブラックトリュフと、食材の王様も贅沢に使用。これにオリジナルの白い小龍
包がついて全8色。この一皿だけで食卓がカラフルで華やかになる。それぞれ個性のあ
る味だが、中でもオリジナルは特にオススメ。オリジナルの小龍包は生地が薄めでスー
プたっぷり。脂っこくなくお腹に重くないのも嬉しい。
　今ならオープンを記念して、8色小龍包の写真をインスタグラムまたはフェイスブッ
クにアップロードしたものを提示すると、香港店限定のドリアン小龍包のデザート(6個
入り)をサービス。さあ、早速足を運んで新感覚の8色の小龍包と絶品料理を味わってみ
ては。

甘酸っぱい味付けの｢海鮮入りくらげの冷菜｣

とろとろの角煮が口の中でとろける
｢豚角煮麺｣

人気メニュー｢8色ダイナスティー小龍包｣

優雅な中国王朝風の内装

面白いネーミングの｢酔っ払い鶏｣

Paradise DynastyParadise Dynasty

Paradise Dynasty
住所：6/F., Lee Theatre Plaza, 99 Percival St., CWB 
電話：(852)2177-0903
営業時間：11：30～22：30
ウェブ：www.paradisegp.com

あなたは選べる？
シンガポール発！話題の8色小龍包が香港初上陸
あなたは選べる？
シンガポール発！話題の8色小龍包が香港初上陸
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香港 香港＆広東

香港

Riedel
ウェブ：www.riedel.com (英語)
　　　www.riedel.co.jp/about-riedel(日本語)

Town House
ウェブ: www.townhouse.com.hk

 種類豊富なワインが揃う香港。そんな香港で、様々なワインを試さないのはもったい
ない。ワインをさらに美味しく楽しむために、グラスにもこだわってみてはどうだろう。
　ワイン通の間では有名なオーストリアの「Riedel（リーデル）」、創業250年の名門ワ
イングラスのブランドだ。同じワインでも形状の異なるグラスで飲むと香りや味わいが
変化するという事実に着目、世界で最初にブドウ品種ごとに理想的な形状を開発した。
世界で最も影響力のあるワイン評論家と言われる、ロバート・M・パーカー・Jrも「機能
的に、かつワインを楽しむための最高のグラス」と同ブランドのグラスを絶賛している。
　いくらグラスが違うと味わいも変わると言われても、実感できないのが正直なところ
だ。そこで、今回その体験ができると言うことで、リーデル・テイスティングにお邪魔した。
　会場のテーブルには、2種のリーデル製グラス(赤・白)そして普通のグラスが準備さ
れていた。今回は白ワインのソーヴィニヨン・ブラン、赤ワインのカルベネ・ソーヴィニ
オンの2種類のワインをリーデルグラスと普通のグラスで飲み比べた。グラスが違うだ
けで、同じワインのはずなのに、香りと味わいが大きく変化することに驚いた。さらに、
リーデルグラスを使っても、正しいブドウ品種のグラスを選ばないと、ワインも台なし
になることも体験。たかがグラスと思っていたが、ワインを楽しむには非常に大切なも
のだと納得。
　テイスティングはセミナー形式で行われ、ワインの味わい方、テイスティング方法を
丁寧に教えてくれ、ワインの基礎知識も学ぶことができる。ワインが分からない人でも
安心だ。
　リーデルグラスのテイスティングは「Town House」の店舗で不定期的に行われてい
る。この先予定されているテイスティングの情報はお店のウェブに掲載される。また、要
望があればプライベート・テイスティングも行ってくれるので興味のある人は店までお
問い合わせを。

［ Riedel ］

創業250年の名門グラス
ワインの魅力を最大に引き出す
創業250年の名門グラス
ワインの魅力を最大に引き出す

Town House店の外観

Town Houseコーズウェイベイ店の店内

テイスティング用のグラスとワイン

セミナー方式なので、
グラスだけでなく、
ワインの基礎知識も学べる

ワインもリーデルのデカンタから注がれる

コカ・コーラ用グラス。
昔のコーラ瓶を思い出させるフォルム

24 Pocket Page Weekly 20 June 2014 No. 440
B

 ショッピング（香港・広東共通）



香港

香港

香港

香港

文化屋雑貨店
フェイスブック：www.facebook.com/bunkayazakkaten

　1974年より裏原宿でショップを構える「文化屋雑
貨店」が、今年で40周年を迎えた！香港でもコーズ
ウェイベイ（銅鑼湾）とチムサーチョイ（尖沙咀）に店

舗を構える同店は、今回ローカルのアパレルブランド「CHARCOAL」協力のもと、去る5
月29日から6月6日までの期間、特別展覧会「BUNKAYA 40th Anniversary×MIKITI」を
開催した。
　40年前に長谷川義太郎氏により創立された同ブランド。量産化によって世界中のカ
ルチャーが類似的になっていることを危惧した彼は、古いカメラ、ぼろぼろのランニン
グシューズ、理科室に貼られている心臓解剖図など、私たちの生活のあちこちで自然に
目にしてきた要素を集め、それらに独特の感性でアレンジを加えることで新たな命を
吹き込んできた。今や唯一無二の彼独自の表現は、日本だけでなく香港の若者からも
共感を得ている。その独創性にイギリスの名デザイナー、ポール・スミス(Paul Smith)も
一目置き、長谷川氏とは国境を越えた友人となったという美談も。
　各年代の代表的な作品を鑑賞できるこの展覧会では、創業してから今日に至るまで
の同店の歴史に触れられるだけでなく、人気スタイリスト・相澤樹氏とコラボした最新
コレクションの展示もされた。色使いが大胆でトレンディな彼女のデザインは、文化屋
雑貨店のレトロ感に上手く溶け込み今までにない作品に仕上がった。今回の展覧会で
はその限定商品も販売されたため、ファンたちは大喜びだったよう。また一般のファン
だけでなく香港のファッション業界からも注目を集めた。
　世界中に裏原宿のカルチャーを発信し続ける同店から今後も目が離せない！

［ BUNKAYA 40th Anniversary×MIKITI ］

40周年記念展開催
裏原宿の代表的ブランド「文化屋雑貨店」

ブランドを象徴する定番の椅子も多数展示

長谷川義太郎氏、ご来港！

相
澤
樹
氏
と
コ
ラ
ボ
し
た
限
定
バ
ッ
チ

マリアシリーズ、ヒョウ柄など代表的な食器も
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ニキビには4タイプあるって知ってた？
　一口にニキビといっても、実は4タイプもある。初期段階のニキビで白ニ

キビと呼ばれるものは、毛穴周辺の角質が厚くなって、毛穴を狭め皮脂を上

手く排泄できずにぽつんと白くできてしまったもの。白ニキビができてから

毛穴に溜まった皮脂が外気に触れて汚れがついたり皮脂が酸化して黒っぽ

くなった状態は黒ニキビという。赤ニキビはさらに毛穴がふさがってアクネ

菌などの細菌が増え炎症を起こしている状態で、皮膚には赤く盛り上がった

部分ができる。さらに赤ニキビからもっと様々な細菌が増えウミをもった最

悪の状態が黄ニキビだ。

大人になってもできてしまうニキビ。その原因は？
　ニキビはホルモンバランスの乱れや日々のストレス、偏った食事から来

るものもあれば、皮膚の汚れや過剰な皮脂分泌、日焼けや紫外線が原因と

なることもある。紫外線から肌を守ることは、ニキビ対策にとっても大切なこ

となのだ。

大嫌いなニキビを予防するポイント！
　まずは丁寧な洗顔をまめに行い、常に肌を清潔にすること。また洗顔後

の顔を拭くタオルなど、顔に触れるものはいつも清潔にしておこう。そして

十分な睡眠を取り、ストレスをためないことも重要。暴飲暴食を避けて胃腸

に負担をかけないことや油っぽい食事や甘い食事、ナッツ類、もち米類は控

えることも大切だ。さらに便秘もニキビの原因となるため、適度な運動をし

て新陳代謝を上げよう。髪が顔にかかることでニキビになることもあるた

め、特に気になる人はヘアスタイルにも気をつけよう。さらに前述した通り、

紫外線ケアも忘れてはいけない。

ニキビケアのおすすめアイテムをご紹介
　ロート製薬のアクネス（Acnes）は、日本におけるアクネ用スキンケアカテ

ゴリー累計販売個数第1位のニキビケア商品だ。その実績と効果から、香港

でも多くの愛用者がいる。

　そんなアクネスのニキビ予防グッズをいくつか紹介しよう。まずはニキビ

予防のできる日焼け止め「薬用UVクリアミルク」。白残りしないので化粧下

地としても使用可能。SPF50＋、PA＋＋の強力紫外線ブロックでニキビを防

ぐだけでなく、肌に潤いを与えてくれる。また「薬用アクネジェル」もおすす

め。これはオイルフリーのニキビ予防ジェルで、肌を引き締め、皮膚を清潔

に保つことができる。透明なので塗った後目立たないのも嬉しい。もちろん

洗顔料も皮膚の洗浄、殺菌、消毒の効果があり、ニキビを防いでくれる。な

かでも特におすすめの洗顔料は「薬用ふわふわ泡洗顔」。優しいフォームが

お肌をしっとり洗い上げる。泡状で出てくるので忙しい朝にも大活躍だ。

　皮脂の過剰分泌が気になる季節。紫外線ブロックと同時にニキビ対策も

徹底しよう！

同
店
ス

タッフによるヘアセ
ッテ
ィン

グ

ニキビ予防のできる
日焼け止め

「薬用UVクリアミルク」

オイルフリーのニキビ予防
「薬用アクネジェル」

皮膚の洗浄、殺菌、
消毒効果がある

「薬用ふわふわ泡洗顔」

 インフォメーション
ロート製薬株式会社Acnes
お求めはsasa等お近くのドラッグストアにて

正
し
い
ス
キ
ン
ケ
ア
で

ニ
キ
ビ
予
防

大人ニキビも
やっつけろ！
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日本女性のお悩みに
香港「美の伝道師」がお答えします！
日本女性のお悩みに
香港「美の伝道師」がお答えします！

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

美容環境においても、日本とは違う香港。気温や湿度が非常に高
く、がんがんに効いた夏の冷房は肌の乾燥を引き起こす。また香
港の紫外線は日本の２倍とも言われている。
今回は香港で生活する日本人が気をつけるべき美容法を、ビュー
ティークリニック「Ting House」のオーナーTingさんに伺った。

Ting House
住所：1-4/F., Grand View Commercial Centre, 29-31 Sugar St., CWB
電話：（852）2576-7227
時間：10：00～22：00/土10:00～19:00/日11:00～19:00
ウェブ：www.tinghouse.com

食事は美味しくていいのですが、
太ってしまうのが心配です。

　確かに香港の食事は炭水化物が多く、脂っこいものが多いですよ
ね。でも食文化は変えようがありません。私はほとんど外食はしません
し、ヘルシーな日本食をよく食べます。食事での調整が難しければ運動
を心がけましょう。運動といっても毎日でなくてもいいんです。1週間に
2日、1時間半程度走るなど有酸素運動をするようにしましょう。

地元サロンも気になるんですが、
店を選ぶ時に気をつける点はありますか？

　日本と違い、香港は医療機関でなくても針やレーザーの施術を受け
ることができます。効果のある施術が気軽に受けられるという意味では
いい点ですが、評判が良いかをしっかり調べた上で、信頼できるサロン
を選びましょう。

香港に来てから老けたねなんて日本の友人に言わせないよう、
徹底したケアを心がけよう！

Catherine Ting
ビューティークリニック「Ting House」のオーナー。日本で美容を学び、1982年に
同店をオープン。女性専用サロン、男性専用サロン、全身マッサージ、フットスパ、
ネイルと、トータルで施術が受けられる。Tingさんが自らスタッフを育てたいとい
う思いで、店舗はコーズウェイベイ（銅鑼湾）のこの1店舗のみ。日本式の丁寧な
サービスと高い技術を受けることができ、また日本語を話せるスタッフも在籍し
ていることから、香港在住の日本人の間で口コミで広まり日本人顧客も多く通う。

紫外線対策を徹底的にしたいんです！
どうすればいいですか？

　紫外線はシワやシミの原因になります。帽子や日焼け止めなど日常
のケアは鉄則ですが、どんなに気をつけていても浴びてしまうもの。
しっかりとした専門的なケアもお肌の為には欠かせません。日本の方
はホームケアに重点を置きますが、香港人にとってエステサロンは身
近な存在。ホームケア感覚で通う方や、にきび1つで来店する方もいま
す。早めに専門家の処置を受ける
ことで5年後、10年後の肌質が断然
変わりますよ。

左：EXTREME PROTECT SPF30 日常使い
できる肌に優しい日焼け止め乳液。コ
ラーゲンの再生を促す効果も
右：ABIDERM FOTOPROTECTOR DERMICO
（ABIDIS） SPF50＋の強力日焼け止め乳液。
肌に負担をかけずしっかりと紫外線を
ブロック

これからの季節はエアコンがないと過ごせませんが、
肌の乾燥が気になります…

　エアコンの風は確かに肌の乾燥をもたらします。できるだけエア
コンは使わない方がいいですが、それではこの香港の暑い夏は過ご
せませんよね。家では寝苦しい夜にだけエアコンを使うようにし、朝は
除湿機で湿度の調整をするということをおすすめします。

左：Moisture-Supplying Radiance Mask
(Guinot)乾燥肌用の美容マスク。しっと
り、いきいきとした肌に導く
右：Anti-Wrinkle Mask(Guinot)アンチエ
イジングマスク。顔や首の輪郭を整え、輝
く若 し々い肌に
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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

むだ毛の処理と歯並びの優先順位
　欧米人が歯の審美性に気を使っていると
いう話は枚挙に暇がない。
　実際、歯並びが悪い人は少ない。逆に日
本人の歯並びはよくない。以前、本コラムで
歯と植毛の優先順位で歯が苦戦していると
いう話を書いたが、今回はむだ毛の処理と
の対戦である。
　歯の価値にはあまり重きをおいていない
ようにみえる日本人だが「むだ毛の処理」は
入念におこなっている。プライオリティという
ことでいうと「歯」は「むだ毛処理」にも負けて
いるのか？
　歯科に携わる者としては、「歯」が「むだ毛」
に負けている感じで、釈然としないが、その
他にも「足の裏のかかとの角質やひび割れ」
「背中のニキビ」など、普段は見えない所に
ついてもかなり意識している。
　外国人だと、オリンピックの女子砲丸投げ

の選手のように「むだ毛」をあまり気にしない
人が多いが、その分、歯を矯正したり、セラ
ミッククラウンをはめてきれいにしたりする。
　日本人は比較的「歯」をかなり軽視してい
るのか？歯の場合、口を閉じていれば見えな
いので後回しにしてしまいがちとの見方もあ
る。確かに口を閉じていれば歯はみえない。
　その一方で、他人の外見で気になる部位
というアンケートでは、「肌の荒れ（91.3％）」
「髪の乱れ（89.5％）」を抜いて「歯の汚れ」が
95.3％で1位というデータもある。他人の歯
に対しては割と厳しい目を持っている。しか
し、自分の歯に対して他人の視線が気になっ
たことがある人はわずかに55.4％。「他人の
歯の汚れは気になるが、自分のものについ
てはそうでもない」というのが日本人の歯に
対する意識なのか？

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

中国一の飛瀑「白水寨」観光に最適！
広州香江健康山谷(Heungkong Wellness Valley)広

州

衝撃のストーリー展開と迫力の最先端VFX！
「トランスフォーマー/ロストエイジ」6月27日上映広
東

　映画「トランスフォーマー」シリーズの第4弾、「トランスフォーマー/ロ
ストエイジ」が6月27日より中国内で劇場公開される予定。今作では、
キャストを一新、人気キャラクターの「オプティマス」や「バンブルビー」
のデザインもリニューアルしている。
　「トランスフォーマー」は1984年に変形ロボットのおもちゃとして登場
した。テレビアニメ化などを経て2007年からは実写化され、これまでに
なかった視覚効果を用いて全世界を驚かせた。2011年の第3作「トラン
スフォーマー/ダークサイド・ムーン」では世界興行収入歴代6位を記録
した。今作の監督は、第3作に引き続きCG映像を得意とするマイケル・ベ
イが担当している。
　金属生命体が瞬時に「トランスフォーム」するトランスフォーマー。第4
作は、人類がこのトランスフォーマーの謎を解明し、人工トランスフォー
マー製造に成功するところからはじまる。トランスフォーマーたちは不要

な存在として回収される。娘のテッサと暮らす発明家のケイドは、偶然仕
入れた古いトラックがトランスフォーマー（オプティマス）だと知る。人類
滅亡を目論むロックダウンや謎の第三勢力ダイナボットも登場し、事態
は思いもよらない展開を見せる。これまで以上のスケールで描かれる今
作に早くも注目が集まっている。最先端のVFXの迫力を劇場で感じてみ
よう！

　広州市内から車で約2時間、「白水寨省級風景名勝」の中に位置する
「広州香江健康山谷」は、南昆山国家森公園のすばらしい景色を独り占
めできる、贅沢なホテルだ。「白水寨省級風景名勝」といえば、中国大陸
で最大の落差(428.5m)を誇る飛瀑「白水寨」があることで有名。山々に
囲まれたこのホテルは、緑と自然を愛する人々にはたまらない、開放感
と心地よさを味わわせてくれる。自然の湧き水が集まった池や湖、そして
「白水寨」が目当てならば、このホテルに滞在するのがベストな選択だ。
　「広州香江健康山谷」は、面積約20万平方メートル、ヨーロピアンスタ
イルと現代的なシンプルスタイルを融合したデザイン。ホテル内の中華

「山水軒中餐廳」では、主に地元「増城」の郷土料理や伝統的な広東料理
を味わえる。アワビ・ナマコ・ツバメ・フカヒレなど選りすぐりの高級食材

や南昆山の天然食材をふんだんに使用した料理が提供される。また、皇
室園林温泉、温水プールもあり、心と身体のリフレッシュのためのあらゆ
る施設が整っている。
　普段の街中での生活ではなかなか触れ合えない自然を間近に感じな
がらも、快適な滞在を実現するこちらのホテル、夏休みに利用してみて
はいかがだろう！

広州香江健康山谷
住所：広州市白水寨風景区錦繡香江温泉城
電話：(86)20-6228-6888

「トランスフォーマー/ロストエイジ」
監督：マイケル・ベイ
製作総指揮：スティーブン・スピルバーグ
キャスト：マーク・ウォールバーグ、ニコラ・ペルツ、ジャック・レイナー他
時間：157分
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深圳

今週の広東ピックアップ

30年のあとに、また会おう
　1981年結成された民謡バンド「Mercury」。様々な賞を受賞した彼ら

は、カントリー、フォークとラテンの3つの音楽ジャンルが得意で、ア

コースティックな楽器で奏でるメロ

ディーが特に美しい。メンバー入れ替え

によって、さらに多くの要素が彼らの音

楽に加わり、30年で積み上げた民謡バン

ドの底力をぜひライブでご鑑賞を。

香港の民謡バンドMercury
広州ライブ

6月28日

将来に輝くアーティストたちがここに
　広州美術学院の卒業作品展覧会が開催される！広州大学城では、広

さが2番目に小さい学校だが、毎年5月に行われる卒業作品展覧会は全

国の注目を浴び、わざわざ他の都市から

足を運んでくる人も少なくないようだ。今

年は絵画、彫刻、撮影、アニメ、ファッ

ション、インテリア･･･1つに拘らない豊富

な内容を展示する。

広州美術学院
卒業作品展覧会開催

6月27日

へビーメタルフェス
HILLTOP METAL LEGION

6月28日

ナイトライフの一度訪れるべきスポット
　20世紀初期、ドイツでは馴染みのある歌謡曲「リリー・マルレーン」から命名された、

バー「Lili　Marleen」。名前から店の独特なレトロな雰囲気が伺える。2009年にトレン

ディーなエンターテインメントを提供するというコンセプトで、オープンして以来すぐ人

気爆発した。

　深圳で珍しいゆったりした雰囲気が漂う同店では、美酒とスナックを楽しみながらリ

ラックスすることもできる。福田区と羅湖区に2店舗ずつ構えている同店はローカルの人

はもちろん、当地在住の外国人もよく訪れるそうだ。定期的にイベントが開催されるほ

か、平日でも20代の若者も多いので、賑やかが好きな方はぜひ！

人気バー
Lili Marleen

フランス人がカメラで語る中国
　フランス人が当時の最新技術ともいえるカメラを持ち、19世紀の中国

を訪れて以来、数え切れないフランスの写真家がレンズを通してこの国

を記録してきた。今回は広東美術館とフランス広州総領事館の共催で、

19世紀から21世紀まで彼らが撮った200を

越える写真を展示する、西洋と東洋の文化交

流を知るチャンスだ。

パリと北京
フランス人から見る中国

7月6日まで

深
圳

広
州

深
圳

広
州

広
州

Exhibition

Exhibition

広州天河区TU凸空間
21:00～23:00
shop61345640.taobao.com 
前売　RMB80、当日　RMB100

広州越秀区二沙島烟雨路38号広東美術館
9:00～17:00（月定休）
t.cn/RvM3p5J
入場無料

深圳でも爆音で盛り上がろう！
　中国でヘビーメタルの素晴らしさをさらに多くの人に知らせるれるた

めに、常に力を貢いでいる音楽レーベル「HILLTOP　METAL LEGION」。今

回はBuried　Alive、Crimedge、Gwalzitなど、注目さ

れているメタルバンドたちを集めてイベントライブ

を主催する。ヘビーメタル愛好者、またもっと勉強

したい人は、足を運んでみては。

広州番禺区大学城広州美術学院美術館
10:00～18:00
www.gzarts.edu.cn/2013
RMB5

福田店
深圳市福田区民田路138号購物公園北園內
羅湖店
羅湖区红宝路京基金融中心蔡屋囲金龍大厦1003号

深圳福田区車公廟泰然九路皇冠科技園2棟1楼紅糖缶空間
20:00～23:00
item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.vRDxQc&id=39207011308
前売　RMB40、当日　RMB60　（RMB20ビールを含む）
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東莞 深圳

広州広州

Part19   荷蘭花卉小鎮DEEP深圳

　「荷蘭花卉小鎮」の入り口にはオランダの風車と大きな木靴があり、さながら
小さなオランダ村のよう。その入り口からまっすぐ伸びるのがメインストリート
のチューリップ通りだ。この通りにはおしゃれなカフェや多肉植物のお店などが
軒を連ねている。ここでは切花や植木はもちろんの事、腐葉土や工具などのガー
デニングに必要な物を全て揃えることができる。また、ガーデニング用品の他に
も金魚や釣具、文房具のお店など、ガーデニングとは関係の無いお店もあり、宝
探し気分で訪れてもいい。
　ここで注目のお店は、入り口から入っ
てすぐに店を構える「艾尚彩絵」。こちら
では絵の具を使って木箱などにペイン
ティングする工芸、「トールペインティン
グ」を習う事が出来る。初回はRMB100で
体験レッスンも可能。（前日までに予約が
必要）
　一方、このフラワータウンの横には童話の世界をイメージした公園があり、不
思議な芸術作品が点在している。そんなメルヘンな景色が好評なのか、公園内
では何組ものカップルが結婚式の写真撮影をしていた。また、子供向けの遊び
場もあるため、お子様連れの方にもオススメ。
　今回筆者は、植木と切花を購入した。部屋の中に植物があるだけで、ほんの
少し生活が豊かになったような気分になった。みなさんも今度の休日には荷蘭
花卉小鎮へお出掛けされてはいかが？

荷蘭花卉小鎮

チューリップ通り

色とりどりのお花にワクワク

今回は南山区の中山公園西側にある「荷蘭花卉小鎮」をご紹介。こちら
では主に切花や植木などのガーデニング用品が購入できる。最近改装
され、ぐっと買い物がしやすくなった。

荷蘭花卉小鎮
住所：深圳市南山区月亮湾大道3008号
アクセス：羅宝線大新駅B出口から約徒歩10分

艾尚彩絵
住所：深圳市南山区前海路荷蘭花卉小鎮L区1号
電話：(0755)8662-2730

スポット
情報

トールペインティング作品は購入も可能

公
園
の
可
愛
す
ぎ
る
ゴ
ミ
箱
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深圳 深圳

深圳

　広州でも、隠れ家のようなおしゃれな食堂があることはご存知だろうか。この「椿食
堂」は焼酎バーを「みんなが気軽に来て、お腹いっぱい食べられる」食堂として今年の2
月にリニューアルオープン、現在3ヶ月経つ。地下鉄の広州東駅と林和西駅が近くに有
り便利の良い場所だが、大通りから路地を少し入り込んだところにあるため、少し迷う
かも知れない。
　店内も間接照明をたくさん用いた落ち着いた雰囲気。以前焼酎バーだっただけあり
カウンターには豊富なお酒が用意されていてお酒好きにはたまらない。さらに壁には
様々なB級グルメの写真が飾られ、おしゃれな居酒屋といった印象だ。ご当地ラーメン
やこだわりのゴレンジャーカレー、各種串カツなどお酒のお供も豊富、小腹が空いたと
き、会社帰り、友人とワイワイ飲みたい時など気軽に立ち寄れるのもうれしい。今なら
名古屋風味牛すじ串のどて焼きがオススメ、コラーゲンたっぷりで濃厚な味わいだ。
キッチンでは日本人料理人が腕を振るっているため、様々なB級グルメをここ広州で楽
しむことができ、さらに新作の料理にも期待できる。
　今回は博多とんこつラーメンをいただいた。その名は店長・かすみさんから命名さ
れた「かすみちゃんラーメン（RMB48）」。好みに合わせて、味の濃さ、こってり度、秘伝
のタレの量、麺の硬さを選べるので、こってりバリ硬好きの方も、あっさりやわ麺派の方
も充分楽しめる。とんこつの味がじゅうぶんきいていながらくさみのないスープが、麺
と絡んでうまい。九州出身の記者も大満足だった。居酒屋食堂だが、ラーメン目当てで
来るのもアリだ。
　リニューアルして付けた「食堂」という名前にはアットホームな雰囲気を作りたいと
の思いが表れている。「安い、美味しい、楽しい」食堂にたくさん日本人が来てほしい、
お腹いっぱい食べて満足してほしい。そう語るかすみさん。中国人ながら、日本語での
接客により顧客とすぐ仲良くなれる親しみやすさが当店のアットホームな雰囲気に一
役買っている。取材中も日本人家族が続々と訪れていた。知る人ぞ知る同店、是非足を
運んで欲しい。

内装

「こんなところに！？」隠れ家のような大衆食堂、
アットホームな雰囲気の中、

B級グルメとお酒を心ゆくまで楽しんで

店長のかすみさん

か
す
み
ち
ゃ
ん
ラ
ー
メ
ン

牛すじ串

椿食堂
住所：広州市天河区林楽路僑林苑1期51-2号舗
電話：(86)20-3886-0890（日本語可）
時間：18:00～26:00
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広州

　5月23日、「正銘コンサルティング」の創業10周年パーティーが、深圳深航国際
酒店5階の「鯤鵬廳」で開催され、会場はたくさんの参加者で埋め尽くされた。参
加者は約150名。同社の顧客の方 （々深圳・東莞・一部日本より）、ならびに社員

（深圳・広州・上海）、そして数名のメディア関係者が参加した。
　パーティーは同社代表取締役社長 趙 彩虹 氏のスピーチで幕を開けた。その
後、出し物やダンス、マジックショーなども披露され充実したレセプションとなっ
た。さらにパーティを盛り上げたのは、ビュッフェ形式の料理を囲んでの和やか
な交流だった。最初のうちは初対面同士で緊張している人も多かったのだが、お
酒の助けもあってか、最後にはみなが打ち解けてとても友好的な雰囲気の中創
業10周年パーティーは幕を閉じた。
　今回の創業10周年パーティーを通して大切なメッセージも伝えられた。「10周
年は皆様に支えられて迎えられたことに誠に感謝しています。20、30周年を迎え
られるように、今後も日々精進いたしますので、よろしくお願いいいたします」。同
社にとって1つの指標ともなる10周年だが、さらにその先を見据えた新たな意気
込みを感じることができた。

正銘ビジネスコンサルティング有限公司
（Syomei Business Consulting LTD）
住所：深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界西北陽光高尔夫大厦1610-1612室
電話：(86)755-2652-5005/5285（代表）
ファックス：(86)755-2698-2047
ウェブ：www.stakachi.com/

事業内容：中国に進出する日系企業向けの通関・会計・財務・人事労務・外貨決済等
の総合コンサルティング業務。会社の吸収・合併・ 清算業務等も多々実績あり。

「正銘コンサルティング」
       創業10周年パーティー
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深圳市にて、6月24日にコスト削減セミナー（物流・人事労務等）を開催
予定ですので、ご興味のある方は是非お越しくださいませ。詳細は弊社
ホームページを御覧ください。

同社より
セミナー情報
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　成功者のステータスシンボルといえば、高級な腕時計や衣服
や、高級車や別荘などを思い浮かべるが中国では、金持ちのス
テータスシンボルとして注目を浴びているあるペットがいる。そ
れが「チベタン・マスティフ」、中国語では「藏獒」と呼ばれる犬種
だ。中国内での販売価格は、なんと数百万円から数億円なんて
いうとんでもない値が付つけられている。例えば、先日浙江省で
行われた販売会では、2頭が計1800万元（約2億9500万円）の高
値で販売されたという。
　世界最古の犬種の1つであるが、最初チベタン・マスティフ
が文献上で紹介されたのは13世紀、マルコ・ポーロの旅行記

「東方見聞録」だった。「ロバのように高く、ライオンのように力
強い声。凶暴で大胆」という記述は、この勇敢な犬を指している
と考えられている。19世紀初めにチベットではほとんど絶滅し
たが、1847年、インド総督がビクトリア女王に献上したことで
イギリスに初お目見えし、その後、ジョージ4世も2頭所有して
いたという。

　なぜチベタン・マスティフが中国の富裕層の間で人気なの
か？　力強く、重量感があり、かっぷくが良く、親しみのもてる外
見、中国・チベットが原産であること、またなかなかなつかない
分だけ飼い主になついた時にはたまらない喜びがあるなどの
特徴が、彼らをひきつけているのかもしれない。加えて一般庶
民にはあつかいにくく、いくつかの問題がある。例えば、かつて
戦闘犬として飼育されていたと言われるとおり、性格はよそよそ
しく警戒心が強いため、なつかせるには時間と訓
練が必要となる。成犬になるのに時間を要し、メス
で2～3年、オスで最低3年と、飼育には忍耐が求め
られる。大型犬であることから、飼育環境もそれな
りのものが必要となる。また、もともとチベットなど
標高の高いところで飼われていたこともあり、他の
場所では飼育や繁殖が難しいとされる。さあ、この
ようなお犬様、魅力を感じますか？

チベタン・マスティフ

チャン

藏獒藏獒
アウ
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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
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