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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

RGF 香港
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 18K～20K

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・
金融・不動産・流通・
税理士など）/金融・保険

20K～25K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。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

15K～17K

香港/香港島

日系顧客を中心とした法人設立（香港、オフ
ショア法人両方）、法人口座開設に伴うアテンド、
調整業務、税務申告に伴う会計業務。ローカル
会計事務所との連絡、調整。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

20K～30K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。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 香港/香港島 25K～30K
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。

香港/香港島 20K～25K RGF 香港

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35K～45K香港/香港島

新規セットアップのアセットマネジメント企業
にて、営業を募集。日本人富裕層を対象とした
幅広い投資商品から顧客のニーズに適した
資産運用を提案、新規顧客の開拓、既存顧客
のフォロー。

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

既存クライアント営業(merchant relation-
ship　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/新界

香港/新界

時給60～80
オフィスワーク（パート）。商品の在庫管理、配送、
梱包管理。日本本社とのやりとり、書類作成等。
倉庫にて勤務。

華南WORKS営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

RMB15K
～20Kx12ヵ月
+業績賞与

深圳

営業担当、日系企業フォロー営業、新規対応も
あり。できれば印刷業界での経験者希望。営業
経験尚可、北京語必須、印刷業界経験尚可、
人柄重視。

金融/金融・保険

金融/金融・保険

15K～25K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。金融/金融・保険

金融/金融・保険

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

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

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島

10K

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。

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

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

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～30K香港/新界

日系電子部品商社にて営業を募集。日系及び
中国系企業への新規開拓、既存顧客のフォ
ロー。華南地区を中心とした、出張、展示会へ
の参加。

RGF 香港香港/香港島

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 30K

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。

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。

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港20K

日系電子部品企業にて、デリバリーオペレー
ターを募集。グループ会社との各種情報確認、
グループ会社との納期確認、生産管理システム
へのデータ入力、タイ、ベトナムなどへの出張。

香港WORKS
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～35K香港/九龍 企画スケジューリング、トラックとレポート作成。
技術サポート。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

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

インテリジェンス
香港

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/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K～20K

在香港日系顧客の新規開拓とフォローアップ
営業を担当。セミナーの企画・開催やビジネス
会合に参加し幅広いコネクション作りが重要。
英語日常会話レベル必須。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港25K～30K
日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

営業・販売系/仲介業
(人材・不動産) 香港/香港島 インテリジェンス

香港18K+応相談
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。英語又は広東語コ
ミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
香港

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 15K～20K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。

インテリジェンス
香港

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 15K～18K
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

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 20K～30K

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。

香港/香港島 18K～20K インテリジェンス
香港

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

オンラインゲームに関するお問い合わせ対応。
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

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 ～25K

クライアントからの会計・法務関連の問合せ
対応、コンサルタントとの調整業務。まれに
華南への出張有り。英語あるいは北京語ビジ
ネスレベル必須。　

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

香港/香港島 18K～20K

書類作成・管理、日中翻訳、中国支社とのやり
とり等を担って頂きます。華南地域へ月１～２
度程度の出張が見込まれます。北京語ビジネ
スレベル必須。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
13K～16K深圳

営業。SMT関係取扱い経験者優遇（メーカー・
商社で営業経験者）。英語業務交流可能なレ
ベル。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
10K～30K東莞

技術・開発営業。メーカーでの勤務経験があり、
工場の生産工程を熟知していること。樹脂
成型もしくは電子部品の生産管理・品質保証
の経験。北京語ビジネスレベル。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

RMB
20K～30K深圳

営業。営業実務経験・責任感があり、サービス
精神、勉強意欲があり、コミュニケーション
能力の高い方。仕事に取り組む姿勢を重要視。
北京語できれば尚可。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/新界 15K～20K物流のカスタマーサービス業務。英語または
北京語または広東語日常会話レベル以上。

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） ～24K香港/九龍 アジア全域への営業活動。受注、売上管理。

本社、工場、営業所とのやりとり等。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 30K香港/新界

外資系企業にて、在日本顧客のフォローアップ
営業。受注、納期管理、クレーム対応に加え、一
部新規開拓も有り。英語日常会話レベル必須。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

30K～50K香港/新界

日系キーアカウントに対する窓口業務と自社
工場の生産管理業務。顧客の高いCSR要求を
理解し、安定した品質と生産を実現。品質保証
チームのマネジメントも担当。英語と北京語
ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務：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。北京語コ
ミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 広州 RMB15K

パートナーと一緒に日系自動車メーカへの営業
活動を行う、事務所の管理。営業経験（業界
不問）、自動車業界での経験エンジン知識あ
れば尚可、語学不問。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 RMB12K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。広州
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香港

Borderless

香港＆深圳

香港

読まれた記事ランキング
7月5日～7月11日 

　サッカー W杯決勝トーナメントで、開催国チームのブラジルがドイツに敗れた試合リポートが
最も読まれました。エースのネイマールが負傷で離脱、主将のチアゴシウバが出場停止となり、「大
黒柱」2人を欠くなかでの難敵ドイツとの試合でブラジル大敗は必然ともいえる、という内容。他の
W杯関連の記事も複数ランク入りしました。大型で非常に強い台風 8号の動向やメカニズムに関
する記事もよく読まれました。またベネッセホールディングスが発表した顧客情報の漏洩に関する
記事も、読者の大きな関心を集めました。7月5日から11日に読まれた記事を紹介します。

ブラジル必然の大敗　大黒柱2人欠き、制御不能に （7月9日） ［映像あり］

遊び人ネイマールと勇者メッシ、夢と消えた決勝対決 （7月7日）

（3）2度地獄を見て、優待に救われた(桐谷広人) （7月10日）

（4）「優待族」4人が語る　マル得優待ライフの楽しみ方 （7月7日）

（5）生存者リストに複数の拉致被害者　北朝鮮、約30人提示 （7月10日）

（6）江戸城の再建費用350億円 「木造」観光立国の夢 （7月5日）

（7）W杯でゴールラッシュ、FIFAが好アシスト （7月8日）

（8）ベネッセHD、顧客情報漏洩　最大2070万件 （7月9日）

（9）ニッポンが世界のウナギを食い尽くす日 （7月7日）

（10）空の快適性、日本勢巻き返す　エアライン満足度調査 （7月8日）
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深圳深圳

クラウド×Excel タイムシート管理…⑤

今回は、前回のExcel作業の続きになります。

ピボットテーブルでカテゴリーごとに時間を集計
　時間を集計する前に、時刻データから時間データを作成して
おきましょう。B列の右に1列追加してセルC2に「=G2-E2」と入力
し、セルC3から下にもコピーします。次にC列の[セルの書式設
定]をユーザー定義の「[h]:mm:ss」にしておきます（24時間以上
を1日に繰り上げない設定）。

 

　「オーダーNo」と「時間」データがきれいに準備できましたで
しょうか。あとはこの2列についてピボットテーブルをかけて集
計するだけです。
 

　B～C列のデータ部分を選択し、[挿入]→[ピボットテーブル]を
選択します。新しくシートができると思いますので、右側の
フィールドリストで「オーダーNo」を「行ラベル」のところまでド
ラッグ、「時間」を「値」のとこまでドラッグしてみてください。エク
セルシート内にそれっぽい集計表ができたと思います。ただ、こ
のままでは時間が集計されていませんのでもう少し設定が必
要です。

 
 

　フィールドリストの「値」か
ら「値フィールドの設定」を選
択し、「集計方法」を「合計」に
設定します。続いて「表示形
式」を「[h]:mm:ss」に設定し
ます。これですべての設定が
完了しました。

 
 

　最終的にはこのような集計表が表示されるはずです。オー
ダーごとの所要時間が明確になり、勤務合計時間が8×30日
=240時間になっていることが確認できました。

 

集計結果の利用方法
(1)業務配分に利用
　タイムシートや集計結果を見ながら、翌月の業務配分に利用
します。つまり、空き時間や優先順位の低い仕事を、管理者から
見て優先順位の高い仕事に入れ替えていくことで、間接スタッ
フの業務が会社にとってより効果的になります。

(2)業務効率の計測に利用
　集計結果をスタッフ間で比較することにより、同一業務の効
率性を計測することができます。「仕事をしているフリ」や「空き
時間にもかかわらずオーダーを入力する」などの行為は効率性
の低下を招きますので、すぐに判明することでしょう。賞与評価
と連動させてもいいと思います。

(3)原価計算に利用
　原価計算を行うときに間接部門の人件費は通常、直接部門
の人数などによって部門別に配賦を行います。しかし、この方法
はあくまでもデータ不足を補うために簡易的に行われているに
すぎず、正確とは言えません。タイムシートがあればオーダーご
との所要時間が分かるので、そのまま原価計算に利用でき、配
賦計算を行うよりもずっと正確な結果を得られます。実際、人件
費が原価の大部分を占めるIT企業の原価計算はタイムシートを
もとに行われています。

出張の多い海外ビジネスパーソンのための

さくらコンサルティング
斉藤孝史

この連載も今回が最終回となりました。1回目から読んでくださった方、どうもありがとうございました。
見逃してしまったという方はPPWのホームページ、またはwww.szx.jpにていつでも読むことができますのでご利用下さい。

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

ベトナム

香港

　いまやクレジットカード1枚で世界中を旅できる時代。現金を持ち歩
かなくとも日常の買い物から航空券、コンサートのチケットとあらゆる
商品が簡単に購入できてしまう。そんな買い物の常識を更に進化させ
た新しいサービス「ZNAP」が香港で誕生し、世界で注目を集めている。
使い方はいたって簡単。無料の専用アプリをダウンロードしたスマート
フォンで加盟店が発行したQRコードを読み取り、暗証番号を入力する
だけで支払いが完了してしまう。これによって店舗での買い物からネッ
ト、テレビショッピングといったあらゆる決済が同一手順で完結され、よ
りシンプルに買い物ができる。消費者は品物を持ってレジに並ぶこと
も、ネットショッピング時の煩わしい入力手順も不要となる。
　また加盟店もQRコードを発行するための専用端末があれば決済が
可能となるため、ZNAP導入時の設備投資も不要となる。今回は、香港で
初めてZNAPを導入したチムサーチョイ（尖沙咀）にある大人向けの
バー 「Bar Buonasera」のオーナー森川英雄氏と、この便利なシステムの
生みの親「MPayMe LIMITED」の牧野講平氏に話を伺った。

－香港では初めてとなるZNAP導入のきっかけを教えてください。
森川氏：ZNAPは画期的な決済システムだと思います。(お支払いに際し
て)お客さまの選択肢を増やす上でもよい機会だと思い導入しました。
－実際に導入してみての感想を聞かせてください。
森川氏：(QRコード発行のための)専用端末の設定も簡単で、操作手順も
シンプルで使い勝手は良いです。手軽で、サインも不要なのでお客さまに
とっても便利なシステムだと思います。すでにZNAPをダウンロードされて
いるお客さまも来店されていますし、まだご存じない方には私の方から
お勧めもしています。

牧野氏：発行したQRコードの取り
消し作業も30秒ほどでできるの
で、突然のオーダー変更にも困る
ことはありませんね。お客さまにも
加盟店側にも時間の節約になる
と思います。
－飲食決済の他にも活用法を考
えていますか。
森川氏：雑誌、ネット広告、SNSや
チラシといった様々な媒体からクーポンを発行することもできますね。そ
れだけでなく、小切手社会の香港では、仕入れ先からの請求書にもQR
コードを貼り付けてZNAPを活用できればお金の支払いがよりスムーズ
になると思います。
－手順も簡単で、消費者と加盟店の双方に便利なサービスですね。
牧野氏：そうですね。ただ、スマートフォンとクレジットカード会社との契
約なのでご注意ください。まずは、気軽にダウンロードしてみて頂ければ
ZNAPの使い勝手の良さを体感していただけると思います。

　日本では昨年から東京を中心に加盟店舗を増やしているZNAP。香港
でも、「Bar Buonasera」に続き、今年4月に海外1号店を開店した「世界の
山ちゃん」も導入している。今後も続々と加盟店が増えていくZNAPをダ
ウンロードして、あなたも新しいショッピングの形を体験してみよう！

Bar Buonasera
住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
電話：(852)2111-4444

スマートフォンひとつであらゆるショッピングが可能となる画期的なサービスが誕生した。
シンプルな操作で消費者にもお店にも優しい決済システム「ZNAP」(ズナップ)。
今回は実際に導入している店舗を取材し、その革新性と利便性にせまる。

香港生まれの革新的なモバイル決済システムが
ショッピングの常識を変える!

QRコードの発行からわずか20秒ほどで支払いが完了してしまう

落ち着いた雰囲気の大人向けのバー
「Bar Buonasera」 で決済用の専用
端末を持つオーナーの森川氏

■ ZNAP アプリのダウンロードはこちらから：consumer.znap.com/ja_JP/getting-started.html
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中国全土

広東広東

　日頃ITサービスの仕事で広東省を忙しく走り回って

いる著者です。先日、知り合いの企業経営者の方から電

話があり、「ウチの会社のドメインのパスワードがわか

らず困っている」という趣旨の相談を受けました。話を

聞いていると、何やら今まで勤務していた同社のIT担当

者が突然辞めてしまい、ドメインだけでなく社内のIT関

連全般で管理されるべきパスワード類が一切わからな

いとのこと。これは大変危機的な事態です。

　企業経営および業務の高度IT化が進む現代、ITエン

ジニアの需要は年々高まり続けていますが、それゆえに

どこの企業でも社内ITエンジニアの長期雇用が難しく

なっています。つまり、ITエンジニアは基本的に引っ張り

だこですので、少しでも給料や諸条件の良い企業に簡

単に移ってしまい、一か所の企業に長く留まらないとい

うことです。その彼等に社内のIT管理全般を依存してい

る会社では、IT担当者が辞めただけでかなり致命的な

状況に陥るところも少なくありません。最近はIT担当者

を失って悲惨な目に合っている企業があまりにも多い

ので、少しでも状況を緩和するために最低限、経営サイ

ドでできることを今日はお話しします。

　社内ITを円滑に管理する上で最も重要なのは会社と

して利用している各種ユーザー名やパスワードといっ

たアカウント情報です。各種IT機材の設定用パスワード

や利用しているオンラインサービスのパスワードは絶

対に企業トップが保管するようにしましょう。一般的な

ものを挙げると下記のようなものがあります。①社内

サーバ（共有サーバ、ドメインサーバ、Eメールサーバ

等）②ルータ等のネットワーク機器、③社内で利用して

いるオンラインサービス、④ドメイン管理およびWEB管

理のパスワード、⑤社内人員が利用しているEメール、

⑥社内の全PC。

　IT関連は全てIT担当者に任せたいというお気持ちは

わかりますが、会社としてうまくIT環境を整えそれを運

用していくためには、重要な各種アカウント情報や各ス

タッフが使っているEメールのパスワードなど、会社のIT

環境に関係のある全てのユーザー名やパスワードを一

括管理し組織のトップが常日頃から把握できる体制に

しておくことが肝心です。これらを一つの表にまとめて

保管し、内容に変更がある際は定期的に更新するよう

にしておけば、ある日突然IT担当者が居なくなった場合

も次の担当者が即時対応できますので安心です。業務

上とても重要なサーバのパスワードを辞めたIT担当者

しか知らないので全く管理できない、という事態だけは

避けたいものです。IT担当者はいつでも辞めるものと

完全に割り切って対策を取っている会社であればかな

りリスクヘッジできていると思いますが、そこまで対応

しきれないという企業でしたらIT管理を外部のITサービ

ス会社に完全にアウトソースした方が安心ではないで

しょうか。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【パスワード管理でリスクヘッジ！ 】

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休二日。有給休暇、ダブル・ペ
イ、MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！

みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港イイところ探索隊
今回訪れる場所は、「ディスカバリーベ
イ」香港屈指のリゾート・シティ。豊かな
自然と澄んだ空気、山や川や海があり、
南欧風の街並みや、欧米系外国人の多
い地域。海外にいるからこそ、日本人と
の出会いを大切にしたいですね。どな
たでも大歓迎です。
■日程:8月12(火曜日)
■時間:10:00～15:00
■費用:ランチ代　
■連絡:65009794(宮崎)
shekinahjapan@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

無料回収
中古家具、家電をほとんど無料で回収し
ます。高級の家具と家電を買取します。
家具と家電以外も不用品回収と買取の
お手伝いをいたします、お気軽に問い
合わせください。
raku_kaishu@yahoo.co.jpに詳しい情報
（写真、サイズなど）をメールください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集

求人

クラス

その他

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の方は
pocketpageweekly.comへアクセスし、
クラシファイド申込みから行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）CLASSIFIED

サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第29節】

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info

　2014年の1月から5月まで香港1部リーグの元朗FC（ユンロン）
でプレーしていた藤本雄基が、ミャンマーナショナルリーグのマ
グウェFCに移籍した。
　彼の元朗FCへの入団経緯は本コラムの第24節（PPW2月第4
号）で書かせて貰ったが、元朗FCでは様々な要因により充分な出
場機会を得る事が出来ず、5月末日付けの契約満了を迎えていた。
　彼自身は短期契約の中でアピールして、元朗FCとの契約延長
か香港の他のチームへの移籍を目指していたが、出場機会が少
なければ関係者の目に留まる事もない訳で、帰国を免れない状
況に陥っていた。
　いくつかの試合で起用された時の映像を編集して動画投稿サ
イトに投稿。英文の履歴書にも香港での経歴を加筆して、東欧や
アジアのチームにメール添付で送り付ける準備をしていた。
　同時に筆者の交流範囲のプロサッカー関係者にも情報提供
を呼び掛けて、次のプレー機会を模索していたところ、ある現役
選手からの情報でバンコクを拠点に活動している代理人の紹介
を受けたのだ。
　「ミャンマーのあるクラブが攻撃的な中盤のアジア人選手を
探している。」

　最初の情報はこれだけ。この代理人についてもニックネーム
しか分からなかったが、このまま日本に帰る前に動画と履歴書
だけは見てもらおうと、指定されたアドレスに送信した。
　彼は香港の滞留ビザが切れるタイミングで、日本の家族への
手土産と僅かながらの身の回り品の荷造りを終え、東京への片
道航空券を購入して帰国の準備を整え、香港でお世話になった
方々への挨拶も済ませていた。
　彼の動画をミャンマーのチームに見せた代理人から連絡が
あったのは、東京へのフライトの前日だった。
　「ミャンマーのチームに合流して欲しい。航空券代と滞在費は
チームが負担する。」
　その翌日にチームからの招待状と航空券がメール添付で届
き、そのまま荷造りを済ませていたスーツケースを持たせて香
港国際空港に送り出した。
　経由地のクアラルンプールで一晩を明かし翌朝ヤンゴンの空
港に到着したのだが、チームが用意した書類の不備で入国でき
ず。やむなくクアラルンプールに戻って滞留ビザを取得して、
ヤンゴンで入国するまでに2日を要したりはしたが。
　チームに合流した彼を待ち構えていたのはトライアルだっ

た。ミャンマーの移籍市場が閉まる直前という事もあり、トライ
アルには別の代理人手配の日本人選手も参加していた。その選
手の名前を聞いて驚いたのは筆者だった。面識があり応援して
いる選手だったからだ。
　その後数日間のトライアルを経て藤本雄基はマグウェFCと契
約を結んだ。ミャンマーのリーグ戦が終了する9月末日までの短
期契約ではあるが、香港の時よりはるかに良い条件をチームは
与えてくれた。
　ミャンマーではアジア人選手枠がきちんと設けられているの
で、この枠で登録された彼は試合への出場がほぼ確約されてい
ると言って良い。既にリーグ戦とカップ戦に出場しており、彼本
人も手応えを掴み始めている。
　藤本雄基は僅か半年で香港を去ったが、彼のプロサッカー選
手としてのキャリアはアジアで続いて行く。香港では僅かに1
ゴールという結果しか残せなかった事を材料に、広くアジアで
奮闘し続けてくれる事を願っている。

≪つづく≫
　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会 賛助会員）
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（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　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）

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
H
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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) 20-8729-4505
広州市天河区粤墾路68号広墾商務大厦2座2楼

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

香港＆広東香港

取材協力
中医学医師 ヴェロニカ先生
中医学と先生については特集6～7ページまで！

❶ インドナツメ【蜜棗】
❷ ハトムギ【薏米】
❸ 小豆【赤小豆】
❹ 陳皮【陳皮】　
❺ かぼちゃの花【南豆花】
❻ 炒めたフジ豆【炒白扁豆】
❼ 蓮の葉【荷葉】(⑥と⑧が乗っている葉)
❽ 蓮の花托【蓮蓬】

〈作り方〉
①冬瓜は皮も種も付けたまま一口大に切る。
②スイカの皮も冬瓜と同じ大きさに切る。
③それ以外の材料はさっと洗って汚れやゴミを落とす。
④蓮の葉は使いやすい大きさに切る。
⑤冬瓜とスイカの皮以外の材料を後ほど取り出しやすいように、漉し袋に入れる。
⑥鍋に水と全ての材料を入れる。
⑦最初は強火にかけ、沸騰したら火を中火と弱火の間に落とし50分煮込む。
⑧50分経ったら、漉し袋を取り出す。
⑨スープを漉して、冬瓜、スイカの皮を取り除く。
⑩スープに塩を入れて味を調える。
　冬瓜湯には豚のフィレ肉を入れて、おかずのスープにすることもできるが、肉を入
　れるとスープが脂っこくなるので、水筒に入れて持ち歩くのには向かない。飲みに
　くい場合は、粗糖（Raw Sugar）を少々入れて甘みを足すこともできるが、できれば
　入れない方が良い。取り出した冬瓜、スイカの皮は食べられるが、味がないのでお
　いしくないそうだ。もし食べる場合は、冬瓜の種と皮を取り除くのをお忘れなく。

〈材料：2～4人分〉　(【　】内は中国名称)
○冬瓜.......................................................................................... 1200ｇ
○スイカの皮(赤い果実を食べた後の白と緑の皮のみ）...... 500～800ｇ
○蓮の葉【荷葉（ホーイップ）】............... 乾燥30g、または生2枚
○蓮の花托【蓮蓬（リンフォン）】.............乾燥3個、または生5個
○ハトムギ【薏米（イーマイ）】................................................... 30ｇ
○小豆【赤小豆（チェッシュウダウ）】....................................... 30ｇ
○かぼちゃの花【南豆花（ナムダウファー）】............................5ｇ
○陳皮 【陳皮（チャンペイ）】.........................................................4ｇ
○インドナツメ【蜜棗（マッゾウ）..........................................3～4個
○炒めたフジ豆【炒白扁豆（チャウバッピンダウ）】........... 30ｇ
○水 ............................................................................................. 2500ml
○塩 .........................................................................................小さじ1/3

　中国人や香港人は1年の中でもっとも暑いと言われる「大
暑」・「小暑」の両日、冬瓜で作ったスープ「冬瓜湯」を飲むのが
習慣。「冬瓜湯」は、古くから中国の民間療法で「熱を収める」
「水太りのむくみ改善」などに効き、特に夏バテ解消に効果的
といわれているためだ。一般的に夏野菜には水分が豊富に
に含まれており、なかでも冬瓜の水分量はなんと95%とのこ
と。そこで、今号の特集でお話を伺ったヴェロニカ先生に、簡
単にできる冬瓜湯のレシピを紹介していただいた。できあ
がった冬瓜湯は、常温でも美味しいので、水筒に入れて持ち
歩けば、いつでもどこでも簡単に飲める。今年は
夏バテ知らずで過ごせるかも？

❶
❷

❸❹

❺

❻

❼

❽

❽

※漢方薬局へ行けば全部の材料をひとまとめにしたパッケージが買える。
※1歳以上の子供なら誰でも安心して飲めるが、妊娠中、授乳中、持病がある人は、かかりつけのお医者さんに、問題がないか相談してほしい。

暑い季節にお勧めしたい
夏バテ予防のスープ「冬瓜湯」

実践編

特集
この夏、キレイになる！

「冬瓜湯」レシピ
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香港 香港 香港

香港＆深圳

お問い合わせ：

天河大都会校：(86)20-2282-9282 広州市天河北路183号大都会広場1505室　（地鉄三号線林和西站A出口）

天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）

越秀世貿校：(86)20-2884-8682 広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室　（地鉄五号線淘金站B出口）

福田新城校：(86)755-2598-1982                 深南中路1029号新城大厦西座首層（地鉄一号線大劇院站B出口）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

夏休みは、愛マンダリンで
有意義に過ごしましょう！

①プライベートレッスン　12880元/140レッスン
②奥様クラス　　　　　　399元/月
③キッズキャンプ　　　　380元/日

①プライベートレッスン　12880元/140レッスン
②奥様クラス　　　　　　399元/月
③キッズキャンプ　　　　380元/日

夏休みの家族キャンペーン夏休みの家族キャンペーン

こんにちは！ 私は愛先生です。
私たち「愛マンダリン」を知っている方はいらっしゃると思いますが、まず簡単に紹介させていただきます。私
たちは、漢語をはじめ、様々な語学クラスを開催している言語学校です。生徒たちが、勉強した言葉をもっと
活用できたり、生徒と先生がもっとコミュニケーションができるように、定期的に活動を行っていますわ。
さて、今回はまず愛マンダリン・ミニ漢語教室から始めましょう。そして、私の仲間たち、愛マンダリンの人気
先生を紹介します。

イメージキャラクター
愛 先生

ミニ漢語教室：「一直」ミニ漢語教室：「一直」ミニ漢語教室：「一直」
漢語を勉強しているとき困ったことがあれば、私たちがお答えします！
今回は「一直」という言葉について説明しましょう。

疑問：「一直」＋動詞
例1：請你一直走。（まっすぐ歩いてください）
解説：ここは「まっすぐ」という意味です。
例2：广州最近一直在下雨。（最近広州でずっと雨を降っていますね）
解説：ここは「ずっと」という意味です。

他にわからないことがあれば、愛マンダリンへ通ってみては？

愛マンダリン
  人気先生ランキング

董陽 先生　中国語高級講師
上海海事大学卒業

得意科目：中国語入門～高級コース、英語（Step1～3）、     

             HSKコース4～5級、TOEIC（読解・語彙）、 

             子供中国語コース他

先生からのメッセージ：Teaching is no more than leading.

愛マンダリン学校は便利なアクセスと快適な勉強環境で、多くの生徒に支持されている。
親切でプロフェッショナルな先生たちによる分かりやすいクラスで勉強してみては。

香港
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香港

Scotch & Soda
住所：Shop 2326-2327, Level 2, Gateway Arcade, Harbour City, TST
電話：(852)2118-3963
時間：10:00～22:00
ウェブ：www.scotch-soda.com

　オランダ発のアパレルブランド「Scotch　&　Soda」。アメリカンカジュアル（略称アメ
カジ）スタイルにヨーロッパの風を吹き込んだハイカジュアルを提案し、比較的手ごろ

な価格帯ながら高品質で洗練され
たデザインが評判だ。そんな同ブ
ランドが今年6月、香港の中心地チム
サーチョイ（尖沙咀）に新店舗をオー

プン！ アジアで2店舗目、香港では初となるこのショップ。世界中のアメカジ好きが注目
するブランドだけに、今回の出店はここ香港でも話題を呼んでいる。
　1985年、オランダ・アムステルダムにメンズウェア専門ブランドとして立ち上がった
Scotch　&　Sodaは、その洗練されたカジュアルスタイルからすぐに人気を博し、メンズ
のほかレディース、キッズも展開。2008年に初のフラッグショップを構えて以降、イタリ
アやフランスといったヨーロッパ諸国をはじめ本場アメリカでも話題となる世界的
ファッションブランドに成長した。そして今や世界中に110店舗以上の専門店と8000店
を超える代理店を持つ。
　このたび新たにオープンした香港店は、世界各地のトップブランドが店を構える巨
大ショッピングモール「ハーバーシティ（海港城）」の中に位置する。店内フロアは温か
みのあるウッド素材。ヴィンテージ家具や特注のガラスキャビネットが並び、ハイセン
スな雰囲気だ。
　同ブランドのアイテムはどれもデザイナーのファッションに対するこだわりが溢れて
いる。アメリカンヴィンテージをベースに、オールドスクール、ロック、サーフなど様々な
テイストを取り入れながら質の高いコレクションを展開し、おしゃれ上級者のラフスタ
イルといったところ。レトロプリントやクラシックスタイルを採用しつつも、ディテール
には「今っぽさ」を感じる。人気のアイテムは、世界的なファッション誌ELLEやmarie 
claireにも頻繁に取り上げられるほど。
　香港店では今シーズンの最新アイテムや人気のメンズデニムを扱う。アムステルダ
ム・ブルー(Amsterdams　Blauw)と呼ばれるこのデニムは、ダメージ具合が抜群で、
ウォッシュ加工をほどこしたナチュラルなユーズド感がとにかくかっこいい。しかも凝っ
たデザインながら価格は比較的リーズナブルなのが嬉しい。レディースウェアもセンス
が光る。きめ過ぎない、それでいてラフになり過ぎない、清潔感のある「ゆるめ」のスタ
イルが印象的。10代、20代はもちろん、大人女子もさらっと着こなせるアイテムが揃う。
　最新のカジュアルスタイルを世界に発信し続けるScotch　&　Soda。香港のファッ
ションにも新たな風を運んでくれることだろう。

［ Scotch & Soda ］

オランダ発！
話題のアメカジ系ブランドがついに香港上陸！
オランダ発！
話題のアメカジ系ブランドがついに香港上陸！
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