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特集

キビシイ

亜熱帯のホットフィールド全開！
遊ぶ・涼む・食べるの夏プラン
P6より

Voi Voi Rakkaus
hair salon
銅鑼湾店OPEN！

詳しくは4ページの広告をご覧ください。

香港でもやっぱり日経 !
香港限定 無料お試し購読受付中！

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！

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

日経電子版 読まれた記事ランキング 6月28日〜 7月4日

1位

存在感増すイチロー、
気がつけば正右翼手に （6月30日）

2位

北朝鮮、生存者リスト提示
拉致被害者ら「2桁」
（7月3日）

3位

3位〜10位は・・・
弊紙14ページに掲載中！

日経電子版で
毎週更新中！

【お申し込み方法】

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

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。

夏 を元気 に
乗 り切 る！

広告問い合わせ 廣告查詢 AD Inquiry
香港：(852)2376-0633 広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets̲ppw@pocketpage.com.hk

東

&

広

香

港

香港トピックス
海外で作る自分年金セミナーin深圳＆香港開催のお知らせ
「リスクを取らないことが最大のリスク」

中国で発売1年足らずで9兆円近い資金を集めた「余額宝」
という投資

ら、元本以下の金額しか戻ってこないことが確定してしまうからだ。その

で、預金を一部自由金利の大口定期で運用することで、通常より高い利

品は、
リスクをコントロールしやすい金融商品だ。運用状況によって利

商品がある。仕掛けたのは中国の電子商取引(EC)最大手アリババ集団
回りを実現している。アリババの馬雲会長は「金融業には撹乱（かく

らん）者が必要だ」
と、刺激的な文章を中国共産党機関紙の人民日報に
載せている。中国には馬雲会長のようなリスク志向の経営者が沢山い

る。
リスクを好まない経営者の方が少数派と言って良いだろう。彼らはた

だがむしゃらにリスクを取っているのではなく、ほぼ確実な勝算があっ
た上で、積極的にリスクを取りにいっているようにも見える。資産運用に
ついても同じことが言える。元本保証型の金融商品は、実は非常にリス

クが高い運用になることがある。元本を保証する金融機関が倒産した

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞

7月26日（土）14:00〜16:00深圳・粤海酒店11階会議室

7月27日（日）14:00〜16:00香港・日本人倶楽部18階会議室
お問い合わせはメールもしくはお電話で

一方、元本保証ではない積立ファンド、
ランドバンキングなどの投資商
回りに変動は生じるが、価格が下がる確率よりも価格が上がる確率の方

がずっと高く、たとえ運営会社が倒産しても、
ファンドやランドの価値が
影響を受けることはないからだ。金融の仕組みを学んでいけば、元本保
証にこだわるよりも、
リスクをコントロールする運用をした方が、結果的
にリスクが低くなるということが分かる。そこで、香港在住歴11年の資産

運用コンサルタント・木津英隆氏の「海外で作る自分年金セミナー」に一
度参加されてみてはどうだろうか？個別相談も随時可能とのこと。

メール：info@kenshin.com.hk
電話：(852)2567-1366
住所：Level 3A, Causeway Corner, 18 Percival St., CWB
HP：www.kenshin.com.hk
Facebook：謙信アセットコンサルティング（香港）

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。長崎県出身、1996年青山学院大学法学部
卒。
ロイター通信、米系格付け会社S&Pを経て、
2009年より現職。特に将来的な年金・保険・学
資対策プランニングを得意とする。

ArtAlive@Park 2014
青空の下でアートを楽しもう
ArtAlive＠Parkが今年もやってくる。デザイン学校の生徒の作品が、

セントラル・ウエスタン・ディストリクト・プロムナードに8月19日まで展
示されている。

今年のテーマは｢楽しいアート! 街に溶け込むデザイン、人生の刺激

になるアート｣。総勢48人の学生が参加し、13の作品を制作した。
これら
の作品は、インタラクティブな造形品として、都会と自然の不均衡、複雑

で無秩序な人との付き合い、余裕のある自由な生活の追求などを表現

2009年に｢Budding Winter｣として始まったこのイベントは、2010年

に｢ArtAlive＠Park｣に改名され、今では多くのファンを持っている。
こ
れまでに7つの公園で開催され、一般の人が芸術に触れる機会を作っ

てきた。

セントラルへお出かけの際は、
プロムナードへ足をのばして、芸術を

身近に感じてみては?

している。

このプロジェクトと同時に、数々の特別プログラムも用意されている。

ガイドツアー、音楽やダンスの上演、
クリエイティブ・マーケット、親子で

のカーニバルデザインなどが開催され、様々な種類のパフォーマンス・

アートの上演も予定されている。

香港

香港

香港

香港
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ArtAlive@Park 2014

期間：8月19日まで
会場：Central & Western District Promenade (Central Section)

香港

香港&広東

香港ピックアップ
居酒屋 鵜舞（うまい）
九州・沖縄料理＆焼酎祭り

今週の香港ピックアップ

本格的な伝統料理と焼酎を味わえるチャンス！

ライチコック
（荔枝角）の本格日本居酒屋「鵜舞(うまい)」
では、今月3日から3ヶ月に渡り

「九州・沖縄料理＆焼酎祭り」
と題して同地方の伝統料理と、
それに合う焼酎を堪能できる
イベントを開催している。同店の山下伸也料理長が提供するこだわりの食材を使った各地
方の料理と選び抜かれた焼酎で、海の幸、山の幸が豊富な九州・沖縄の各地方を2週間ず

つ6回に分けて紹介していく。
日本の酒場さながらの炉端焼カウンターが目を引く鵜舞で、
芋、
麦、
米、
蕎麦など、
種類豊富な焼酎と九州・沖縄の伝統料理を巡る旅に出よう！

Boots×セレブスタイリスト
MiracOILiciousヘアケアシリーズ
斬新なヘアケア体験
イギリス発ビューティーブランド「Boots」が今回、ハリウッドのセレブ
スタイリストM a r k H i l l 氏とコラボして、新 た な ヘアケアシリーズ
「MiracOILicious」を発売する。同氏は自身豊富な経験を活かし、モナコ
のアルガンオイルをはじめ、ベルガモットやミントなど栄養たっぷりの
素材を使用しており、髪の日常のダメージを修復してくれる1本だ。

「九州・沖縄料理＆焼酎祭りスケジュール」
鹿児島−7月3日〜7月16日

佐賀・長崎−7月17日〜7月30日

大分・福岡−8月28日〜9月10日

九州−9月11日〜9月24日

沖縄−7月31日〜8月13日

宮崎・熊本−8月14日〜8月27日

G02, G/F., D2 Place, 9 Cheung Yee St., Cheung Sha Wan
(852)2743-8011
ランチ 12:00〜14:30、ディナー 18:00〜22:30
www.umai.com.hk

ManningsのBootsカウンターまで
(852)2738-7592
www.boots.com/hk

ハイアットリージェンシー
The Chinese Restaurant

マンマ・ミーア！
再来港

オーシャンパーク
期間限定メニュー

8月31日まで

9月24日〜10月26日

8月24日まで

食欲満点メニューで熱い夏を乗り切ろう！

15年間愛され続けた伝説のミュージカル！

新アトラクションオープンを記念して

Chinese Restaurant」
では 7 月と 8 月の 2 ヶ月間、暑さで減退してしまい

グループABBAのヒット作22曲でつづられており、笑いながら目頭が熱

マー・プロモーション・メニュー」の提供を開始。海洋環境を破壊せずに

る季節の食材を使った特別メ

トーリー。9月24日HKAPAでのオープ

チムサーチョイ
（尖沙咀）のハイアットリージェンシー内にある
「The
がちな真夏の食欲を掻き立て
ニューを用意。
「アナゴとアプリ

コットのローストポーク巻」や

「蟹のフライ・ライチ詰め」は

重くなりがちな料理を口当たり

世界150以上の都市で上演された世界的ヒットミュージカル。ポップ

くなる、大人から子供まで楽しめるス
ニングを皮切りに再度香港公演を開
催する！ 何度見ても飽きることがない
ハッピーな物語でほっとしよう。

新たにオープンしたアトラクション「Shark Mystique」を記念して、
「サ
捕獲されたシーフードを使った料理を提
供する。このメニューのもう1つの狙い
は、
フカヒレなど、乱獲が心配される食材
の消費を止めさせる事だ。美味しくて海
にも優しい料理を楽しんでみては。

軽く仕上げている。

Level 3, Hyatt Regency Hong Kong, TST
18:30〜22:30
(852)3721-7788
hongkong.tsimshatsui.hyatt.com

香港
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HKAPA, No. 1 Gloucester Rd., Wan Chai
www.hkticketing.com

香港

Ocean Park, Aberdeen
月〜日 10:30〜18:30
(852)3923-2323
www.oceanpark.com.hk

香港

香港

香港

香港

香港&広東

香港

夏 を元気 に
乗 り切 る！
キビシイ

亜熱帯のホットフィールド全開！
遊ぶ・涼む・食べるの夏プラン

夏真っ盛り！ ビーチに繰り出してホットな夏を楽しもう︒

でも︑亜熱帯気候に属する香港・華南地区の夏は高温多湿で長い︒

容赦無く降り注ぐ夏の日差しの下︑人によって過ごし方は多彩多様だ︒

そこで︑今回の特集では︑夏の暑さをより一層楽しめる方法を集めてみた︒

ビーチに行くのは定番中の定番だが︑ほかにもいろいろ︒

夏に欠かすことのできない冷房の話題やローカル怪談︑

特集パート２ではスタミナがつく食べ物も紹介しよう︒

遊ぶ・涼む・食べる ー あなたの夏はどの派？

で
水辺
を
夏
満喫！

香港・華南のウォーターサイドはココ！

誰もが知ってる有名どころから、
あまり知られていない穴場まで、厳選されたビーチをリストアップ！どれも個性的で
魅力満点！香港・華南ビギナーの人もそうでない人も、
このリストを参考に今週末は家族、友達と出かけてみよう！

おしゃれで若い人たちが
集まるリゾートビーチ

石澳
Shek O Beach

香港

新界西でもっとも
賑やかなビーチ

Butterﬂy Beach

蝴蝶湾

香港

テュンムン（屯門）で2番目に長いビーチ。ゴールド・コースト

以外にも新界に住む人達に人気だ。ライトレイル（軽鉄）の「蝴

香港島東南部に位置する石澳。石澳山仔と呼ばれる地区に

蝶」駅に降り、公園を抜けて5分ほど歩くと広い砂浜が目の前に

は西洋風の高級な住宅が海辺の高台に並んでいる一方、香港

現れる。近隣の住人はもちろん、スタンレー（赤柱）やサイコン

の新界によく見られるような村の住宅地の様相を見せている石

（西貢）などの人気ビーチから離れている新界地区の人も、
ちょ

かい砂浜、岩が織り成す美しい景色。かわいらしいビーチサイド

を避け、ゆっくりのんびりしたい方におススメ。BBQエリアもある

澳村もある。
このビーチには何でも揃っている。広々とした柔ら

こちょこ訪れているという。香港島側の人気ビーチのような混雑

の村にはレストラン、
カフェもある。
また、ビーチにはBBQができ

ので海辺で評判BBQも楽しめる。4、5年前に水の悪さで評判を

るエリアがあるため、海水浴を楽しむ人はもちろんのこと、BBQ

が目的の人も多いのだとか。また真夏の週末には、ビリヤ二

（インド風炊き込みご飯）の鍋を持ってピクニックをするインド

人の男性グループもいる。手も足も顔も真っ黒なサーファーと

落としたが、現在は改善されているのでご安心を。また、夕日が
もすれ違うだろう。そう、人がいっぱいなのだ！まるで、10代の夏
休みを思い出させてくれるようなビーチだが、その思い出のか

けらを拾いに、ビーチに行くのか

もしれない。

〈一口メモ〉週末は多くの人が集ま
るが、ビーチは十分な大きさがあ
るので快適に過ごせる。

〈アクセス〉MTR筲箕湾駅でバス９

番に乗る。
または赤ミニバスに乗る。
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見えるスポットとして地元の住人達の間では有名だ。ゴールド・

コーストより手軽に行けるところなので、今年の夏にぶらり寄っ
てみては？

〈一口メモ〉ビーチとバーベキューを同時に楽しめる

〈アクセス〉西鉄屯門駅からK52番バスに乗車。
または506番バス
に乗車。

爽やかマッチョと
こんがり美女に会える！

深圳

Repulse Bay

浅水湾

香港には近場に気軽に

深圳とっておきのビーチ

香港

深圳
西沖海灘

深圳西沖海灘は、深圳で一番大きなビーチであり、中国でもっ

行けるビーチが多くある。

とも美しい八大ビーチの1つに挙げられている。
「西沖は神が与

日 で も 思 い 立っ た らフ

ある。きっとここを訪れての第一印象は、
「広い！」だろう。この

週末はもちろんのこと、平

えてくれた恵み」―訪れた人にそう感じさせる風景が西沖には
ビーチは長さ約5キロにも及ぶ。大鵬半島の縁に位置する天然

ラッと行ける場所もある

のビーチとあって、
まだそれほど開発が進んでいない。そのため

ので、都会の喧騒からプ

チ逃避できて束の間の癒

広州

しを楽しめる。香港島の南
行く途中にあるので途中

長隆
暑い夏はプールだ！
広州「水」のテーマパーク 水上楽園

人も多い。

夏の広州、暑さをしのぐの

側に位置しスタンレーに
下車してビーチを楽しむ

交通の便は決して良くないが、それがかえって功を奏し、自然の
風情と魅力であふれている。海水は青く透き通り、波が絶えず押

し寄せる清々しい景色に心も体もリフレッシュできる。砂浜の砂
はきめが細かく、貝殻も
見られる。海岸を囲む高

台からの眺めも素晴らし

に必要なのがプールだ。その

く、特に日の出・日の入り

て有名な「ザ・レパルスベイ
（旧レパルスベイホテル）」の前に広

プールのテーマパーク
「長隆

さもなんのその、評判の

ビーチの1つと言われている。
リゾートのような雰囲気で、波が打

び系アトラクションが設置さ

も客足が絶えない。

特にオススメなのは風

水を取り入れた建物とし

がる、三日月の形をした砂浜のレパルスベイ。香港で最も美しい

ち寄せるビーチは地元の人達を始め、観光客、外国人にも人気。

必 要 に 応 えてくれる の が 、

は圧巻！ 交通の便の悪

水上楽園」。多種多様な水遊

景色を求めて遠方から

れている。キッズプール、波の

海水浴やビーチでの日光浴、夕暮れ時のリラックスタイムを過ご

プール、流れるプール、
ウォー

いのが難点だが、素晴らしい景色を楽しみながらゆっくりとした

ビーチもあり、海の砂浜のようなしっとりした砂で、砂遊びをし

すのに最適で常に多くに人で賑わっている。水質はあまりよくな
時間を過ごすことができる。

外国人が多く集まることでも有名なレパルスベイでは鍛えら

れた体を自信ありげに披露する爽やかマッチョな男子もたく

さん。水着を着てビーチをランニングする姿も多く目にする。普

タースライダーなど各種プールが充実。
「南海砂灘」
という人工
たい人にも好評だ。
プールで気がかりなのが、衛生面や貴重品

の管理だが、
こちらでは安心してプール遊びを楽しめるように
様々なサービスも導入している。コインロッカーや荷物預けは

もちろん、電子マネーシステムを採用しているのでお財布を持

段から体を鍛えている人にとって、ビーチはその体を披露するに

ち歩かなくてもOK！また衛生面でも、食べ物持ち込みは禁止、

の肌で日焼けを楽しむキレイな外国人女性もいっぱい。家族連

厳しくチェックしているので安心だ。週末はかなりの人出が予想

も恰好の場。日焼けを敬遠するアジア人女性が多いが、小麦色

れも多い。家族にとっては、かわいい子供が遊んでいるのを眺め

るのもビーチの楽しみの1つとなっている。

〈アクセス〉
コーズウェイベイ
（銅鑼湾）やセントラル（中環）からミ
ニバス40か52、バス6・6A・6Xに乗り、淺水湾海灘で降りる。

〈一口メモ〉BBQエリアとキャンプエリアもあるため、
アウトドアの

人気スポットだ。サメ出没の目撃情報もあるようだが、一応サメ
対策も設けられている。

〈アクセス〉
「深圳駅（深圳火車駅）」で102路バスに乗車、
「児童公

園」で下車E11路バスに乗り換え、
「大鵬」に到着。
「大鵬」でミニ
バスに乗り
「西沖海灘」へ

プールを汚す物を着用しての入水や喫煙エリア以外での喫煙も

深圳

されるので、小さいな子供連れの方は気をつけよう！

〈一口メモ〉夏休みの本番になると、極めて人数が増える可能性
が大きい。

深圳西沖海灘
蝴蝶湾

九龍

〈アクセス〉地下鉄3号線「漢渓長隆」E出入口
〈詳しい場所情報はウェブまで〉

ランタオ島

http://www.chimelong.com/waterPark/

香港島

石澳

ラマ島

浅水湾

ご参考あれ！海遊びにお役立ち情報！
貸切船で優雅にボートトリップはいかが？
JASPAS Party Junk
船上で出来立ての料理や飲み物を楽しむ事ができる、
キッチン完備のチャーターボート
「JASPAS」。船の上から誰
もいない海に飛び込んだり、ボートでしか行けないような
ビーチに連れて行ってもらったり、楽しみ方はさまざま。サー
ビススタッフが乗船しているので、煩わしい片付けも必要な
い。通常料金は大人HKD650だが、テーマや予算に合ったア
レンジも可能。船の発着場所はコーズウェイベイ（銅鑼湾）
かサイクン（西貢）から選べる。ビールやワインなどアルコー
ルも飲み放題なので、昼間からたしなむもよし、ナイトク
ルーズディナーをしながら優雅に楽しむもよし。夏真っ盛り
の休日、気の合う友人とのパーティーに、家族と夏の思い出
に、一生に1度の結婚パーティーに、大事なクライアントのお
もてなしに…。ほかにも色々なシーンで利用できそう！ 海
の上で夏の忘れられない1日を過ごしてはいかが。

遊
JASPAS Party Junk

電話：(852)2792-6001
料金：HKD650（大人）／HKD250（5〜12歳）
HKD150（1〜4歳）※最低チャーター料HKD9100
時間：10：30 〜17：30／19：00〜23：30

Catchｔhe WAVE！
手軽に始められるサーフィンスポット
「大浪湾」
香港にはサーフィンを楽しめるビーチがいくつかある。石澳の
すぐ側にあるタイローワン（大浪湾）はレンタルボード店やサー
フィン教室、マイボードの貸しロッカーがあり、気軽にサーフィン
を楽しむことができる。
また、子供用のボードや、女性でも比較的
簡単なボディボードのレンタルなどもあり、家族揃って波に乗る
ことも。正午頃からは海水浴客とエリアが分けられるが、それまで
の時間はどこでもトライできる。
ただし夏の香港で、波の立つサーフ
ポイントを探すのはなかなか難しい。
この時期に行くなら事前に波情報な
どをチェックして、いい波をキャッチし
よう！
設備: 更衣室、
シャワー、
トイレ、売店
アクセス：MTR筲箕湾駅でバス９番に乗る。
または赤ミニバスに乗る。

もしもの時のお助け人！
頼りになるライフセーバー

充実の設備！中心部から近い好立地！
手軽に行ける香港のビーチ

ビーチに遊びに行った際、
ライフセーバーの監視塔を目にしたこと
のある方も多いのでは？香港には政府管理の海水浴場が41ヶ所あ
り、そのなかでライフセーバーが駐在しているのは32ヶ所に及ぶ。
ち
なみに日本では約1300ある海水浴場のうち、
ライフセーバーがいる
のは177ヶ所のみ。香港での割合がいかに高いかお分か
り頂けるだろう。季節によってその駐在時間は異なるが、
大抵は朝9時から午後6時ごろまで。みな資格保有者だ。
香港の海は比較的穏やかで一見安全だが、突然の大き
な波やサメの出現、海中事故など何が起きるか分からな
い。海の番人、
ライフセーバー。思いっきり海を楽しむた
めに、彼らのいうことには素直に従おう。

日本の海水浴場でシャワーや着替えをしようと思うと、お金
を払って近くの施設を利用するのが一般的だろう。香港では政
府が管理するほとんどの海水浴場に無料の更衣室やシャワー
設備がある。また売店も充実。水着や日焼け止めなどの海グッ
ズやドリンク類が売られており、
「海の家」のような夏限定の店
ではなくオフシーズンでも開店している。ビーチ沿いにはオー
プンレストランやBBQスペースがあり、海水浴だけではない
ビーチの楽しみ方ができる。
狭い香港。海水浴場も中心部に近いところにあるので、思い
立ったらすぐに行くことが可能。近場以外にも、徒歩でしか行け
ない山の奥地や、離島など穴場のビーチがある。お気に入りの
ビーチで香港ならではの夏を過ごしてみてはいかが。
Pocket Page Weekly

18 July 2014 No. 444

B

07

節電派は必見！ 快適に香港・華南の
楽で涼しく過ごせる
パラダイス

充実した夏休みを涼しく過ごそう
！
香港中央図書館
香港

まるでデパート
！
広州図書館

ビクトリアパークの向かいに建つ12階建てのこのビル
は香港最大の公立図書館だ。館内では、様々なサービス
が提供されている。中国語、英語の本の貸し出しはもち
ろん、2階には「チルドレンズ・ライブラリー」
として、12歳
までの子供が楽しめる様々な施設がある。世界各国の新
聞、雑誌が揃っているフロアーもある。館内では飲食禁止
だが、1階にはカフェもあるので、喉が渇いたり、おなかが
空いたりしても安心。涼しい場所でお金をかけずに家族
で楽しめる場所になりそうだ。

エアコンの効いた落ち着いた空間で静かに読
書、
これも暑い夏を快適に過ごす術だ！昨年6月に
オープンしたばかりの新しい図書館「広州図書館」
は、従来の大型図書館の静的で閉じたイメージを
取り除き、動的で開かれた図書館がコンセプトと
なっており、10階建ての建物には、
ジャンル分けされた書籍や映像が専門店街の
ように並んでいる。
まるで大型デパートでショッピングを楽しむような感覚で本を
探し出し閲覧することができる。図書館まで足を運んで読書してみると、学生時代
の夏休みを思い出してちょっとノスタルジックな気分になれるかも！？

広州図書館

香港中央図書館

住所：広州市天河区珠江東路4号
電話：(86)20-8383-6666
時間：ウェブページを参照
（www.gzlib.gov.cn/reader̲guide/ﬂoor̲intro/1ﬂoor.jsp）
休館日：毎週水曜日

ウェブ：www.hkpl.gov.hk/hkcl
営業時間：木〜火、10:00〜21:00、水、13:00〜21:00、祝、10:00〜19:00
アクセス：コーズウェイ・ロード（高士威道）
とモートン・テラス（摩頓臺）の交差点に位置する。
トラムの「ビクトリア・パーク」
（57EまたはW42）。MTRコーズウェイベイ駅、出口F1より価値10分。

深圳

広州

ジャングルを再現したテーマパーク！
深圳青青世界

エレメンツにあるスケート場！
ザ・リンク
香港

深圳で人が少なくてのんびりできそうな場所をお探しなら
「深圳
青青世界」がおススメだ。
ここは、熱帯雨林を再現したテーマパーク
で、規模も大きく人工の雨（ミスト）を降らせるなど本物さながらの
ジャングルを体感できる。園内はよく整備されており、暑い夏場でも
清涼感を感じられる。木の上に作られたログハウスの宿泊施設が
あったり、蝶や植物のエリア、
フルーツ園、釣り堀、
プールなどアトラ
クションも充実している。深圳の街中とは違う、緑豊かなジャングル
の世界で新たな深圳の風景を見つけられるかもしれない！

涼

深圳青青世界

住所：深圳市南山区月亮湾
電話：(86)755-2664-6988
時間：平日8:30〜17:30、休日8:00〜18:00
料金：RMB60（入場料）、各種アトラクションは別途利用料
ウェブ：www.evergreen-cn.com

ザ・リンク(The Rink)

目の前はビクトリア・ハーバーが180度見渡す
ことのできる、絶好のロケーション。そこにあるの
は20m x 46mのスケートリンク。混み合う金曜日、
週末は入場券や滑走時間の規制を廃止してい
る。オクトパスでの入場となり、使用時間に応じて
分刻みで料金が引き落とされる。環境にも配慮
し、
スケート場に必要な氷はエネルギー消費量を
抑えた方法で維持され、整氷作業機は大気汚染
物質が出ない電池式。スケートをする子供を見
守るエリアもあるので、一緒に滑らない親にも安
心だ。涼しい空間で普段の運動不足を解消して
みては？

ウェブ：www.rink.com.hk
アクセス：MTRカオルーン（九龍）駅直結のショッピング・モール
「エレメンツ（Elements）」内、
グランドフロアー (G/F)

ふんわり冷んやり、
おいしいデザートで体と心をクールダウン
夏スイーツの定番！
甘くて爽やか「楊枝甘露」

日本の味ならここ！

地元スイーツ店ではよく見
かける、甘くて冷たい夏の定
番スイーツ「楊枝甘露(ヨン
ジーガムロウ)」
。ペースト状に
したマンゴーにココナッツミ
ルクやコンデンスミルクを混
ぜて作る。
トッピングに角切り
マンゴーとタピオカ、ポメロ
（グレープフルーツのような甘
みと酸味のある柑橘類。
日本では改良されザボンや文旦として生
産されている）を投入して出来上がり。
とろりとしたのどごしと果
肉の食感が絶妙で癖になる。一般的にはお椀に入ったものをス
プーンでいただくが、ペットボトルで飲むものもコンビニなどで
買うことができる。

台湾版かき氷の雪花冰に
新鮮フルーツをトッピング

台 湾 の かき氷 は「雪 花 冰
（シュッファビン）」
という清涼
感あふれる名前で呼ばれてい
る。雪花冰は氷自体に味のあ
る柔らかくてフワフワした食
感の不思議なデザートだ。雪
花冰の上にフルーツとシロッ
プをトッピングして食べる。
日
本のかき氷のように水っぽく
なくて味もアイスの様に濃厚
だがさっぱりと味わえる。使用しているフルーツは常に新鮮なも
のを海外から取り寄せており、様々な味がある。例えば、マンゴー
味の雪花冰にマンゴーシロップ、
スイカを添えた「芒果味」は日本
人が大好きな味だろう。

和風スイーツでリフレッシュ

香港

VIA TOKYO Japanese Dessert Café

暑い日は和風デザートでひと息つきたいときも。
そんなときは、
コーズウェイベイ
（銅鑼湾）にあるおしゃれカフェ
「VIA TOKYO Japanese Dessert Café」
を訪ねてみよ
う。同店は、香港のグルメサイト
「オープンライス」のランキングで連続して1位になっ
たこともある人気店で、店頭にはいつも行列が…。でも、お持ち帰りは待たずに
オーダーできるのでご安心を。イチオシは高級宇治抹茶を使ったソフトクリー
ム。一口食べると、ほろ苦い抹茶と濃厚なミルクのハーモニーが口
の中に広がる。抹茶ソフトクリームと白玉、あずき、
フルー
ツとのコンビネーションが楽しめるあんみつは、黒蜜をか
けてどうぞ。珍しいほうじ茶フレーバーのソフトクリームも
人気。パフェなどデザートの種類も豊富で、本格的なカ
フェラテや抹茶ラテ、ほうじ茶ラテも楽しめる。
今なら新メニューの宇治抹茶スムージーもおすすめだ。
こちらも人気なので、ぜひ試してみる価値はありそうだ。

VIA TOKYO Japanese Dessert Café

住所：Shop 1A-1B,G/F., Lei shun Court, 106-126 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2895-1116
時間：月〜金 9:00〜22:30、土・日 9:30〜22:30
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老若男女に愛される
健康ゼリー「涼粉」
ぷるぷるした食感が病みつ
き に な る「 涼 粉（ リ ャ ン
フェン）」。中国では「仙草凍」
と呼ばれ、その名のとおり乾
燥した仙草を煮詰めて作った
黒いゼリーだ。少し苦みがあ
るのでシロップや蜂蜜をかけ
たりフルーツやアイスクリー
ムと一緒に提供する店が多
い。仙草は中国医学で熱中症
予防の効果があるとされており、
この暑い時期には若い人からお
年寄りまで好んで食べる。
また、
自身の熱を鎮めにきびや便秘予
防にも効果的。女性には嬉しい美容スイーツとも言える。

ふわふわのパンケーキが自慢！

広州

Pancake house Minamikaze

オシャレなCafeが軒を連ねる天河区六運二街に店
舗を構える
「パンケーキハウス南風」はその名の通り
パンケーキが自慢のCafeだ。
こちらのパンケーキの
特徴はなんといってもフワッフワの食感。生クリーム
も甘さ控えめなので食後の満腹な状態でもペロリと
いける。同店の「バナナチョコパンケーキ」RMB38や
「アップルキャラメルパンケーキ」RMB38は既に広州
在住の女性から大好評を得ている。
また、同店は、
デザートだけでなく
「アボカドクリームバッター」や店長おすすめの「ドライカ
レー」、
「ホットサンド」等のメニューも充実。食事に訪れても満足
できるので家族連れの方にも是非オススメしたい。
この夏、新メニューも増える予定とのことなので、要チェック！
ジメジメした広州、さわやかな雰囲気溢れる同店で、オシャレ
に楽しもう。

Pancake house Minamikaze

住所：広州市天河区六運二街37号102
電話：(86)20-3893-6513
時間：11：00〜Last

20世紀の偉大なる発明品のひとつと言える
「エアコン」。
し

かしそこは機器、1つの部屋の中にいる全員の「適温」に合わ

せることは不可能だ。日本人と香港人の体感温度の違いか

ら、
日系オフィスによく起こる冷房バトル！ 1年中エアコンを
つけっぱなしが当たり前の香港、特に夏に入ると激しい戦い
に･･･

まずはホームグラウンドの香港人から。一般では冷房温

度が10℃台になることが当たり前。編集部の調べでは、一番

寒かった室温は12℃にというケースも！もはや冷房ではな

く、冷蔵庫と呼んでもいいほどだ。
この事を踏まえると、冷房

温度を25℃にセットすることが多い日系会社は香港人に

やり取りを毎日続けていましたが、最近

は日本人が折れてブランケットを足元

に掛けるなどして夏の寒さ対策をして
います（笑）
（日本人のNさん）」
「飲食店

をやっていますが、今年に入って店の冷

トイレに涼みに行きますよ
（香港人のCさん）」
「オープンキッチン

だから普通の飲食店より室内温度がいつも高くなりますし、ラー

メンを食べると暑くなりますよね。でも、
うちの日本人店長さんは

全く熱く感じていないようですね。僕はほぼ毎日店に来てタイム

アジア最大級の屋外噴水！
シティーゲートアウトレット

香港

カードを押すとすぐに汗をかき始めます（笑）
（香港人のJさん）」

房が壊れてしまいました。私自身はそこ
風機だけで対処していましたが、お客さんから暑いとク

レームが出るようになり時には帰ってしまう方も…。仕方が
ないので新しく設置しました（日本人のOさん）」

もちろん、平和な会社もあるらしい。
「最初はきつかった

ですが、特にトラブルなんかは起こりません（日本人のH

！？

さん）」同じ会社からの香港人スタッフも
「もちろん日本人と

香港人が冷房に対する感覚は違っています。みんなはとり

あえず自分に合わせて勝手にエアコンを弄るようにしてい

ますから、特に誰も文句は言ってないですね（香港人のN

さん）」社会人になると、他人の気持ちを考えることも大事だ。

なぜ日本人と香港人、
ここまで感覚に違いがあるのか? 今回の

一方、
日本人側の声はどうだろう。最近日本で冷房温度を28℃に

調査を担当編集者が勝手に(!?)推測してみた。香港人は冷え性の

本人は香港に長く暮らしても、なかなかこの寒さには慣れないらし

も、薄着で大丈夫。冬場は、
ダウンジャケットにニット帽の厳重装備

さを受け入れる人が多いそ

かける。反対に日本では男女問わず、冬だけでなく、夏も、冷え性の

する郵便局がネットで話題を呼んでいるが、冷房の風が苦手な日
い。
しかし、大和魂でこの寒

香港で唯一のアウトレットショッピングモール。80以上の
インターナショナルブランドのアイテムがいつでも30〜70%
オフ。モール内には、
レストラン、
スパ、マルチスクリーンシネ
マもあり、ショッピング以外にも楽しめる。屋外にある動く噴
水はアジア最大級だ。特に休みの日にがそこで噴水を遊ん
でる家族の姿を見つけることができる。
近隣にはゴンピン360行きのケーブルカー乗り場、ディズ
ニーランド、ディスカバリーベイ、
タイオーなどがあるので、
こ
れらの場所を尋ねた後、涼を求めて立ち寄ってみるのも良い
のでは。

うだ。
「あまりの寒さに日本

人スタッフが温度を上げま
すが、いつの間にかまた下
がっているんですよね。その

人が少ないのではないか? 例えば、キンキンに冷房された部屋で

で街を歩いてるかと思えば、足元は素足にサンダル(!)の姿をよく見

問題を持つ人が年々増えている。
また、省エネ、エコの影響で冷房

の設定温度も高めだ。理由は色々あれど、
日港の温度感覚のギャッ

プの要因は永遠のテーマとなりそうだ。

嫌〜なアイツをやっつけて、
夏を快適に過ごそう！

シティーゲートアウトレット 東薈城

ウェブ：www.citygateoutlets.com.hk
アクセス：トンチョン（東涌）線のトンチョン駅で降り、C出口よりすぐ

編集部が体を張って測定

ショッピングモール対抗、
ここが一番寒かった‼
香港に来て、
まず最初に感じるのが冷房による屋内の異常な寒さ。外がど
れだけ猛暑でも、屋内では上着なしでは過ごせない。内外の温度差で体を
壊す人も多いはず。
さて、寒い屋内の代表格といえば「ショッピングモール」。今回編集部は旧
式だが、温度計を片手に、日本人の間でも人気のあるモールの温度を測定
してきた。測定場所はモールの通路、歩いてみて
「寒い」
と感じた場所で温度
を確認した。
各モールともそれ程大差はないものの、室温20℃前半はやはり寒い。
ここ
まで寒くする必要があるのだろうか？冬場気温が20℃を下回るとダウンジャ
ケットに身を包む、
自然の寒さに弱い香港人。
しかし、エアコンで冷やされた
20℃の気温には免疫ができているのか？

モール名
場所
タイムズ・スクエア（時代廣場） コーズウェイベイ（銅鑼湾）
ハーバーシティー（海港城）
チムサーチョイ（尖沙咀）
エレメンツ（圓方）
ウェスト・カオルーン（西九龍）
フォーチュン・メトロポリス（置富都會） ホンハム（紅磡）

キビシイ

まで暑さを感じなかったためしばらく扇

とっては信じられない事だ。
「日系会社で働くと、息が止まりそうで

すよ！ 仕事に集中することも難しくなりますし、たまに眩暈がして

夏 を元気 に
乗 り切 る！

暑ければすぐに水を飲む、
涼しいところに行くなど、
人
間が自然に対策を立てられる。だが、
普通の対策はも
う飽きれる？ そもそも面白いことをやりたい？ そん
な人に、
今回の暑さ対策特集を見逃さなく！ 涼しく遊
べる場所、背筋が凍るくらい香港の不思議な話、
さら
にこの時期で多くなるムシの対応策も公開！

香港の夏の風物詩
冷房バトル！

涼

夏を過ごすには？

特集

温度
22.5℃
21.9℃
26.9℃
22.2℃

今回の調査によると、一番寒いのはハーバーシティー。PPW編集部のス
タッフ、
日本人、香港人に限らず、ハーバーシティ―は「寒い！」
と連想するよう
だ。
しかし、寒いと思われていたエレメンツは温度計による調査結果はまさ
かの26℃、予想したより高かった。
この結果はどうやら他のモールに比べる
と天井も低め、そして外光を取り入れるためのガラスの天井から光だけでな
く熱も入ってくるからのようだ。
やはり、
ショッピングモールへお出かけの際は、
上着は必需品のようですね。

夏は害虫、
ことにゴキブリの出現が心配、
という人も多いかもしれない。
徹底した駆除対策がないまま大量発生してしまうともう手遅れ。
早めの撃退策が必要だが、深夜繰り広げられるその戦いの実態とは？

闇夜に忍び寄る忍者軍団
それは人も寝静まった蒸し暑い夜更けのこと。
ここ

華南地方で名を馳せた忍者の頭領「茶丸」は今夜も標
タイムズ・スクエア 22.5℃

的となる家屋を物色していた。
「よし、侵入できたぞ。。」
茶丸とその一行は扁平な体を持ち数ミリの僅かな隙
間から家屋に浸入できる特技を持っている。
「排水溝

から這い上がるよりは幾分楽だな。早速物色を開始す

るか。。皆の衆隊列を乱すなよ」
今回のチャンピオン、
ハーバーシティ 21.9℃

「物見兵！ 敵陣の兵糧庫の状況を報告せよ。」
「クッキーの食べこぼしが床に散乱、前方食

卓には食べ終わった食器がそのままになっています。今夜も収穫が多そうでござるな！」報告

を受けた茶丸一行はすぐさま分散し、兵糧の略奪にかかるのだった。
「敵軍はわが軍の動き
に気付いていないようだな･･･今のうちだ、美味しそうだ、
シメシメ」

チャバネ忍者の影丸一行はここ華南地方を縄張りとし、夜な夜な敵軍の兵糧庫を襲う忍者
エレメンツ 26.9℃

集団なのだ。今夜も順当にいけば速やか物資を補給し撤収する手筈であった、その報告を
受けるまでは･･･。

「茶丸殿！ 第四師団より報告！ 粘着トラップにより5名敵軍に捕獲されました！」「なに！粘

着トラップとは中々手の込んだ真似を、、
しかし捕獲されたのは一部、大勢に影響はない、
こ
のまま作業を続けるぞ！」すると、ほどなくして物見役の下忍が駆け寄ってきた。。

フォーチューン・メトロポリス
22.2℃

「茶丸殿！ 第七師団、毒を盛られ壊滅状態です！ぐほっ！」
というと下忍は足から崩れ落ちた。
茶丸は駆け寄って口元を見て目を見開いた。
「むぅ！これは毒餌じゃ。ホウ酸団子というもの

じゃ、小癪な真似を･･･皆の者！一旦引くぞ、敵軍はわが軍の動向を察知しているようじゃ！」

暑気祓いにはローカルの怪談
水遊びはご用心！道連れにする新婦の霊
タイポー（大埔）にある有名な滝・新娘潭は、美しい自然環境で香港人の定番遠足スポットの
1つとなっている。だが、
「新娘」
という中国語言葉の意味が日本語の「新婦」
と一緒だと分る人
は、
どうしてこう命名されているのがご存知だろう。実は裏に悲しい物語が隠されているのだ。
かつて若くてきれいな女性がお嫁に行く途中この滝に寄った。お嫁さんが乗っている輿を運ぶ
雑役夫が誤って滑ってしまい、金槌のお嫁さんは池に落とされ命を失った。彼女のことをかわい
そうに思う村民たちは滝に「新娘潭」
と名づけた。それ以来、なぜか池に落ちて溺れ死ぬ人が続
出したり、池に入ると誰かの手で掴まれて逃げられないという噂が出たりも･･･

MTR駅に飛び込み自殺したのは人間？幽霊？

現在、ほとんどの駅でプラットホームには安全のために自動ドアが設けられているが、10年
前まではほとんど設置されていなかった。ヤウマテイ
（油麻地）駅もその1つだった。そこで、80
年代マスコミにも取り上げられた不思議な事件があったのだ。真っ赤なドレスを着た若い女性
が線路に飛び込んだが、死体もその痕跡も見つからなかった。そのとき、
「絶対飛び込んだ」
「女
性の悲鳴が聞こえた」
とホームにいた多くの人が事件を目撃したにもかかわらず、何も発見さ
れなかったため、
「MTR不思議事件」
として今でも香港人の記憶に残されている。

時を待たずしてまたもや伝令が届いた。
「茶丸様！前方より狼煙のようなものが上がってい

ます。
もしや敵軍の新兵器では！？」

「なに！安心しろ、
ここ華南地方ではそこまで敵軍の兵力も充実しておるまい。ただの脅し

じゃ」
「しっしかし茶丸様！全軍もがき苦しみ出しております、、
ぐぁーっ！」

「も･･･もしや加熱蒸散剤ではあるまいな。。
これをやられては部屋の隅々まで一網打尽にさ
れてしまう。
まさか敵軍の兵力がこれほどとは。。侮っておったわ。。。
！きゅーっ！」

茶丸は薄れゆく意識の中で思うのだった。
「わがチャバネ一族は不滅じゃ。3億年の歴史の中

で培った生命力と繁殖力をもって必ずやまた侵入に成功して見せるぞ･･･今に見ておれ･･･」
ばたり。

ゴキブリ退治に3種の神器、
「ゴキブリホイホイ」、
「ホウ酸団子」、加熱蒸散剤「アースレッド」が威力を発揮！
アース製薬（広州）
〈執筆協力〉
アース製薬

松浦良彦

住所：天河区天河北路28号時代広場東座703室
電話：(86)20-3882-0016
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

営業・販売系/金融・保険

香港/香港島

2年以上の営業事務経験。
日系顧客窓口業務。
金融商品購入に伴う事務処理。書類翻訳。
ビジ
ネスレベルの英語。

〜22Ｋ

キングスウェイ

金融/金融・保険

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、
20K〜35K
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

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

オフィス機器関連、営業、営業サポート等の
経験あれば尚可。
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。

〜25Ｋ

キングスウェイ

金融/金融・保険

香港/香港島

大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ニーを募集。若手歓迎。1年契約。

15K〜25K

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍

3年以上の物流経験者。顧客先ニーズのヒア
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。

〜20K

キングスウェイ

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/金融・保険

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。

18K〜20K

RGF 香港

クリエイティブ系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

Webサイトのデザイン開発実績のある方。
デザ
インの更新、保守。関連会社の業販ページ拡充
など。新 規ビザサポートあり。コミュニケー
ションレベルの英語。

〜25Ｋ

キングスウェイ

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/金融・保険

香港/香港島

大手邦銀にて信用企画部における総務アシス
タント募集、
新しく立ち上げるチームで2〜3名
の規模の予定です。

20K〜25K

RGF 香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

商社などでの経験5年。
マネジメント経験者優遇。
市場調査、営業戦略立案と推進、外注先折衝、
新規仕入先開拓、貿易関連手続き、出荷業務、
簡単な検品業務。
ビジネスレベルの英語。

〜30K

キングスウェイ

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

日系顧客へ向けて簡単な翻訳・通訳業務、
セク
レタリーチームのサポート、
アシスト業務がメ
イン。

20K〜30K

RGF 香港

香港/九龍

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。
月次会計レポート、
各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。新ビザサポート
あり。
ビジネスレベルの英語。

〜40K

キングスウェイ

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

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 23K〜28K
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

香港/九龍

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

〜45K

キングスウェイ

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/仲介業

香港/香港島

時短勤務！13:00〜18:00の5時間！転職者
の支援をするキャリアアドバイザー。企業側の
求人票の広告掲載、書類選考代行、転職希望
者との面談、転職者と企業側の面接調整。

10K

RGF 香港

香港/九龍

5年以上の日系電子部品営業経験。中国への
日帰り出張（頻繁）、
日系顧客のフォロー・新規
開拓営業、本社対応など。ビジネスレベルの
北京語。

応相談

キングスウェイ

営業・販売系/仲介業
(人材・不動産)

香港/香港島

日系食品商社にての営業職。レストランから
依頼される食材の発注、運送業者とのやりと
りがメイン。

25K〜30K

RGF 香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

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 24K〜28K
ディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

RGF 香港

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

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

30K

RGF 香港

金融/金融・保険

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

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

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
開拓も含まれます。営業経験者、新規開拓経験
者歓迎。

25K

RGF 香港

香港＆広東

20K〜25K

香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください
URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド

Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433 FAX：(852)2523-9133 E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根 営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30
ベトナム
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

営業・販売系/小売・流通

香港/九龍

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

香港/九龍

職務及び資格

待遇

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、
23K〜30K
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。
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。

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

RGF 香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

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

19K〜21K
（応相談）

インテリジェンス
香港

25K

RGF 香港

営業・販売系/物流・倉庫

香港/香港島

日系物流企業にて、主に既存顧客のフォロー
アップと、日本人ディレクターのアシスタント
業 務 。物 流 業 界あるいは貿易実 務 経 験 3 年
以上に加え、英語コミュニケーションレベル。

20K〜30K

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

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。

20K〜25K

インテリジェンス
香港

23K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/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。

20K〜40K

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）

香港/新界

日系食品関連企業での営業アシスタントの
募集。商品の受発注、日本、米国からのコン
15K〜17K
テナー 輸 入 及び 在 庫 管 理 。会 計レポ ート、
作成総務全般、試食調理支援（年数回）。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/九龍

日系大手インフラ関連企業にて、
トップマネジ
メントに対する秘書業務に加え、経理・契約に
関する書類作成、日英翻訳など多岐に渡る
業務を担当。英語ビジネスレベル必須。

経理実務：伝票起票から月次決算までを担当。
20K〜30K
会計事務所及び本社の窓口業務。

インテリジェンス
香港

RMB15K
〜18K

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

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

25K〜30K

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

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島

日系法人顧客向け営業業務。住宅・オフィスの
賃貸に関わる問合せ対応。英語または広東語
コミュニケーションレベル必須。

18K
+インセンティブ

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

深圳

営業。日系電機メーカー向け営業経験必須。
電気業界経験者尚可。
北京語日常会話レベル。

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

総務秘書業務および顧客からのお問い合わせ
対応、
レポート作成など。
英語ビジネスレベル。

15K〜20K

インテリジェンス
香港

専門職（金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

深圳

コンサルタント。
コミュニケーション能力があ
る方。営業経験があれば尚可。北京語日常会
話レベル。

RMB15K〜

インテリジェンス
深圳

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

香港/香港島

営業サポート業務全般。
輸出入書類の取り扱い、
納期調整、
オーダーのフォローアップなど。
英語 15K〜18K
および北京語日常会話レベル以上。

インテリジェンス
香港

東莞

営業。中国での営業経験必須。
（自動車業界、
プラスチック部品での経験あればベスト）。
マナーや仕事の〆切りなどきっちり守れる方。
北京語ビジネスレベル。

RMB15K
〜20K

インテリジェンス
深圳

サービス系/
エステ・美容・理容

香港/香港島

日本で多店舗展開をすすめるエステティック
サロンの店舗マネジメント業務。現地スタッフ
の育成。

20K〜30K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光

広州

日系企業への営業（既存顧客フォロー、新規
開拓）、
オフィス内勤業務。経験・語学不問。

RMB12K

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

オンラインゲームに関するお問い合わせ対応。
18K〜20K
ウェブ関連の知識をお持ちの方歓迎。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

広州

新 規 顧 客 開 拓 + 既 存 顧 客フォロー 、中国 人
スタッフ管理、
営業予算作成・売上管理。
マネジ
メント経験必須/営業経験（業界不問）、
北京語
ビジネスレベル。

RMB12K
〜19K

インテリジェンス
広州

香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

香港＆広東

香港&広東

Pocket Page Weekly

18 July 2014 No. 444

B

11

ビジネス（香港・広東共通）

ビジネスマン必見！ 9
華南エリアお役立ち情報
《商務部 外資審査管理業務の改善に関する通達》
商務部は、2014月6月17日付けで『外資審査管理業務の改善に関する通達』、以下『通達』）を公

布しました。

中国の資本金制度改革に関しては、全国人民代表大会常務委員会が2013年12月28日付けで公

布した『改正会社法』により、最低資本金額・資本金の初回出資額・現金出資比率・出資期限等の規
定が廃止され、
また、国務院が2013年2月19日付けで公布した『一部の行政法規の廃止および修正

に関する決定』による
『会社登記管理条例』
『外資企業法実施細則』等の改正及び『中外合資企業の
合弁双方による出資に係る若干規定』等の廃止により、外資企業における最低資本金額・資本金の

初回出資額・現金出資比率・出資期限等の規定も一部を除き廃止されておりましたが、実務上の運
用に関しては不明確な部分が多く残っておりました。

当該『通達』は、外資企業の設立に関し改正後の上記規定を遵守するように、外資企業の設立審

査・認可部門である商務部が各級の主管商務部門に対して求めているものであり、今後は外資企

今回のテーマ

最近の中国法改正 ③

(4) 投資総額（『通達』第5条）

会社の登録資本金および投資総額の比率は、
『中外合資経営企業の登録資本金と投資総額の比

率に関する暫定規定』およびその他の現行有効規定に合致する必要がある。

(5) 2014年3月1日以前に批准した外商投資事項に係る取扱い（『通達』第4条）

2014年3月以前に批准した外商投資事項について、投資家は引き続き元の契約、定款の約定に

基づき出資義務を履行しなければならないが、変更する必要がある場合、投資家は商務主管部門
に申請を提出することができる。

なお、
『会社登記管理条例』の改正により、払込資本金は工商行政管理局の登記事項ではなく

なったものの、今後会社は登録資本金の実際の払込状況について企業信用情報システムを通じて
開示が求められる見通しとなっております（企業情報開示条例（公開草案）第11条）。
2. 総括

この度の『通達』の公布により、外資企業の設立に関し、今後は設立時における出資について下

業の設立も上記規定に基づき運用されることが期待されます。

記のような柔軟な運用が可能となることが期待されます。

1. 内容

社を設立する。

(1) 最低資本金の撤廃（『通達』第2条）

特定業界以外の会社における最低登録資本金の制限が取り消される。

(2) 設立時出資に係る規制の撤廃（『通達』第1条、第3条）

(1) 会社の経営規模や事業内容等実情に応じて、従来認められていなかった登録資本金により会
(2) 会社の将来的な資金繰りの観点から、登録資本金を高めに設定し、実際の払込みについては
長期（設立後2年長）に設定する。

初回出資比率、現物出資比率および出資期限に対する制限が取り消され、会社は定款に登録資

本金・出資方法・出資期限等を記載し、投資者は当該定款規定に基づき出資を履行すれば良い。

ワイズコンサルティング国際会計グループ

(3) 資本金払込状況の検査（『通達』第3条、第8条、第9条）

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

一部制限業種（商業銀行、金融リース会社、外資保険会社等）以外の会社において、登録資本金

の払込状況が審査されない。

実際の出資後、会社は『会社法』等の要求に基き投資家に出資証明書を発行し、出資証明書を発

行した後、30日以内に公章を捺印した出資証明書の副本写しを所在地の商務主管部門に報告し、
合わせて出資内容と関連する証明資料（現金出資の場合は、銀行の入金リスト及び通知書等等）を
提出しなければならない。

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！

香港

香港
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香港

日本国税理士・行政書士
山本圭一郎

