
香港＆広東香港＆広東

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

インテリジェンス
香港サービス系/医療関連 香港/香港島 20K

日系医療サービスを提供する企業にてフォ
ローアップ営業。英語または北京語コミュニ
ケーションレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～20K香港/香港島

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/
物流・倉庫

15K～20K

香港/新界

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。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 28K～30K

日系食品貿易企業にて、キーアカウントへの
営業、東南アジアからの仕入れ、ローカルス
タッフのマネジメント業務。英語ビジネスレベ
ル必須。広東語スピーカー歓迎。

RGF 香港専門職/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。

香港/九龍 30K RGF 香港

大手日系自動車部品企業。品質保証マネ
ジャーを募集。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。

インテリジェンス
香港25K～30K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。

RGF 香港20K香港/九龍

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。

RGF 香港専門職/金融・保険 20K～25K
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。

香港/香港島

香港/香港島

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
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。

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K～20K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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

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

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 20K～30K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。

インテリジェンス
香港

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。

インテリジェンス
深圳

その他/メーカー
（機械・電気・電子）

その他/
華南地域 RMB20K

董事長付業務秘書。電子部品日系メーカーに
て購買、生産管理の経験がある方。マネジメン
トの経験がある方は優遇。北京語に堪能（業界
用語も含めて流暢）な方。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 RMB15K広州

パートナーの方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
香港香港/新界

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 東莞 RMB30K～

パワー半導体の後工程管理者。プロセス開発
ができる方、回路がわかる方、工程立ち上げを
やったことがある方。もしくは工程全体を見ら
れる方。語学不問。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談広州

自動車の内装部品受注に向けた拡販業務およ
び現行車管理業務。日本・中国両方でのカー
メーカー向け営業経験、北京語ビジネスレベル。

技術系（IT・通信）/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 インテリジェンス

深圳
RMB

13K～18K

IT担当。生産管理システムの管理や社内ネット
ワーク管理の経験が5年以上の方。英語必須。
北京語できれば尚可。

RGF 香港専門職/金融・保険 18K～20K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。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

香港＆深圳

■調査結果の要約
1．個人投資家の世界の株式市場に対する見通しDI
　今後3ヶ月程度の世界の株式市場に対する見通しは、日本と中国（香港）の個人
投資家は強気ではあるものの、中国（香港）の個人投資家の見通しDIの割合は前
回よりも低下している。一方、米国の個人投資家の投資家心理は、調査期間中に
ダウ平均、S&P500が史上最高値を更新したにもかかわらず、弱気であることがわ
かった。

2．株価期待値の地域差
　各地域の個人投資家に今後3ヶ月で最も期待できる地域の株価についてたず
ねたところ、日本の個人投資家は、前回調査時（2014年3月実施）は米国への期待
が最も高かったが、今回調査では日本への期待と同等となった。米国の個人投資
家は、前回調査時よりその割合は減少したが、過半数以上が米国へ期待してい
る。日本への期待は以前よりも高まっており、前回調査時の2倍以上となった。中
国（香港）の個人投資家は、アジア（日本を除く）への期待が最も高く、次いで米国
への期待が高くなった。また、3つの地域の中では欧州（英国）への期待が比較的
高いのが特徴的といえるだろう。

3．業種別の魅力度
　米国、中国（香港）の個人投資家が魅力に感じている業種は、前回調査時（2014
年3月実施）同様、それぞれ「テクノロジー」「ヘルスケア」「エネルギー」が上位3位
を占めた。また米国・中国（香港）の個人投資家にとって魅力的な業種は、引き続
き共通していることが分かった。日本で人気の高い「不動産」「自動車」は、米国、
中国（香港）では不人気で13位、14位であった。日本の個人投資家の「魅力的であ
ると思う業種」ランキングでは、「自動車」が2ヶ月連続首位。そのほか「不動産」（3
位→2位）「通信」（6位→4位）が順位を上げた。反対に順位を下げたのは「商社」

（2 位→5 位）、「ハイテク」（5 位→6 位）、「石油関連」（11 位→12 位）。

４．FRBの金融政策の見通し
　米連邦準備制度理事会（以下、「FRB」）の金融政策である量的緩和の縮小が今
年中に予定通り終了するかたずねたところ、「終了する」と考えている個人投資家
は、日本：55.4%、米国：46.0%、中国（香港）：40.8%となった。また、FRBの利上げ
開始時期についてたずねたところ、日本の7割以上、中国（香港）の6割以上の個人
投資家が2015年中に利上げを開始すると考えていた。一方で、米国の個人投資
家で2015年中に利上げを開始すると考えている割合は、半数に満たなかった。

■調査の概要と回答者の属性
調査方式：インターネット調査

（日本）
調査対象：マネックス証券に口座を保有している個人投資家
回答数：1,174 件
調査期間：2014 年6 月6 日～6 月9 日

（米国）
調査対象：TradeStation Securities, Inc.で取引する個人投資家
回答数： 113 件
調査期間：2014 年5 月27 日～6 月10 日

（香港）
調査対象：Monex Boom Securities (H.K.) Limited で取引する個人投資家
回答数：493 件
調査期間： 2014 年5 月26 日～6 月6 日

グローバル投資家サーベイ
今、個人投資家が相場をどのようにとらえているか
グローバル投資家サーベイ
今、個人投資家が相場をどのようにとらえているか
マネックス証券株式会社は、2014年6月、日本、米国、中国（香港）の個人投資家を対象として、
第13回「MONEX グローバル投資家サーベイ」を実施した。

ビジネス（香港・広東共通）
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べトナム 香港＆広東

香港

読まれた記事ランキング
7月19日～7月25日

　最も読まれたのは、ミセスロイド、アイスノン等の家庭用品で知られる白元（東京・台東）が破綻
した内幕でした。民事再生法の適用を申請した同社の負債総額は今年2番目に大きい250億円と、
製造業ではかなりの大型倒産です。テレビCMなどでなじみ深い同社だけに、突然の倒産に驚い
た方も多かったのでしょう。一方、食の安全を脅かす事態となったマクドナルドやファミリーマート
の期限切れ鶏肉問題も注目を集めました。19日から25日に読まれた記事を紹介します。

白元が破綻　ハーバード大出身の４代目が落ちたワナ （7月23日）

プーチン氏の4つの過ち　ロシア、窮地に（FT） （7月23日）

（3）「誘拐」された女性が、結婚を受け入れる本当の理由 （7月20日）

（4）株価シナリオ、数字の裏側を読む(東大Agents) （7月24日）

（5）詳しくは電子版をご覧ください。

（6）米マクドナルドCEO「だまされた」　期限切れ鶏肉問題 （7月23日）

（7）素晴らしいW杯決勝、礼儀正しいドイツDFに感謝 （7月21日）

（8）STAP細胞は「悪魔の証明」 （7月21日）

（9）川重、新型哨戒機「P1」でボーイングと一騎打ち （7月20日）

（10）セブン、PB缶コーヒーも大ヒット　データで予見 （7月24日）
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広東 香港

香港中国全土

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

今なぜこれほどまでに自分年金が必要なのか

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

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

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

　生命保険文化センターの試算によると、現在夫婦2人
が暮らしてゆくのに最低限必要な金額は1ヶ月に22万円、
ゆとりのある生活をするためには37万円が必要なのだ
そうだ。
　これに対し、厚生労働省の試算によると、平均的な月収
のサラリーマン（第2号被保険者）が40年間働いた末、引
退時にもらえる厚生年金の金額は月々16.7万円というこ
とらしい。それにサラリーマンの妻（第3号被保険者）がも
らえる年金額である6.6万円/月を加えると世帯当たりの
年金収入は23.3万円となる。
　最低限必要な金額である22万円はかろうじて超えてい
るが、あくまでもこれは現時点の話である。今後少子高齢
化の進行に対応するために年金支給額の減額や支給開
始年齢に引き上げは必至だろう。40年間厚生年金を支払
い続けても将来は生活に必要な資金さえ受け取れない
ということになる。
　仮に現状が維持されるとしてもこの厚生年金を受け
取っている元会社員夫婦がゆとりのある生活をするため
には13.7万円/月程度足りないということになる。引退後

の人生が20年あるとして13.7万円X12ヶ月X20年で3,288
万円が不足するというわけだ。
　さて、これは厚生年金、あるいは共済年金と呼ばれる会
社員や公務員が受け取ることのできるいわば社会的には
恵まれている方の年金での話である。
　この範疇に入らない人、つまりは自営業や厚生年金に
加入していない会社につとめているサラリーマン（第1号
被保険者）などは国民年金に加入することになるが、国
民年金の場合は支払い満了までしっかり納めたとしても
引退後に受け取れる金額は月々6.6万である。なんと必要
な生活資金の3分の1以下、生活に必要な金額との差は
15.4万円にも達する。ゆとりのある生活をするためにで
はなく、普通の生活を維持するための金額がこれだけ足
りないということである。
　引退後20年間を生活してゆくうえでの不足額は合計で
3,700万円に達する。
　厚生年金を満額支払い続けたサラリーマン家庭が現
役時代と同じゆとりのある生活をするため、また国民年
金の対象者が最低限の生活を維持するため、現役で元

気で働けるうちに3,000～4,000万円のお金を自分で用
意しなければならない。
　そんな現実の中を今我々日本人は生きているので
ある。

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

2014 年 8 月13日（水）香港　19:00-21:00 定員 5 名 
※参加費無料
2014 年 8 月23日（土）香港　14:30-16:30 定員 5 名 
※参加費無料

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

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

「中国・香港で働く人のための個人年金・生命保険勉強会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳 深圳

　アジアのデザイン界において最も重要なイベントとも言える

「ビジネス・オブ・デザイン・ウィーク（BODW）」。今年は12月1日

から6日に香港コンベンション・エキシビションセンターで開催さ

れる。今年のイベントパートナーはスウェーデンで、「リビング・デ

ザイン」をテーマに、着る、住む、働く、する、の各局面においての

デザインと創造性を紹介、さらには、この「BODW 2014」を案内す

るためのイベント「香港によるデザイン

（Designed by Hong Kong）」でも7月から一

連のセミナーが開催される。

　7月10日には最初のセミナーがEs l i t e 

Bookstoreにて開かれた。このセミナーには

工業デザインの巨匠、深澤直人氏が招待さ

れ、多くの参加者で予想以上の盛り上がりを

見せた。深澤氏は「機能的な単純さは私のデ

ザインの基本的な方向性であり、シンプルで

使いやすいデザインはユーザーの生活に容易に溶け込むことが

できる。」と語り、「シンプルな機能性（Functional Simplicity）」に

ついて「OutofStock」のチームと様々なセッションを行った。

　日本でも名高い工業デザイナー深澤氏は、東洋のノーベル賞

とされる台湾の「Tang Prize（唐奨）」の金賞を5月に受賞、他にも

アメリカ、日本、ドイツ、イギリスなど、世界中で50を超える賞を受

賞している。また「無印良品」のデザイン・コンサルタントでもあ

り、「壁掛け式CDプレーヤー」は彼の最高傑作品のひとつ。これ

により彼のミニマリズムのデザインが有名になった。他にも、

アップル、エプソン、日立、NEC、

シャープ、東芝、Issay　Miyakeなど

の商品デザインにも参加している。

　また、2007年に設立された「OutofStock」は、高品質な家具や

ユニークなライフスタイルを香港で紹介しているデザイン会社

だ。設立者の一人、パン・タン（Pan　Tang）氏は、香港大学工学部

を卒業後に中古家具の再生やビンテージ調の家具の製作からス

タートし、後にノスタルジックな北欧風の家具やインテリアデザ

インへと発展していった。現在ではフォータン（火炭）にある店舗

の他に、セントラル（中環）の「PMQ」にも新たに店をオープンし

ている。

　なお、7月から11月末まで「香港デザインセンター（HKDC）」

でも「香港によるデザイン（Designed　by　Hong　Kong）」セミ

ナーを毎月開催している。香港のデザイナーやブランドの立案

者などが様々なテーマについて語り、スピーカーがデザインの

プロセス、成功談、デザインを使ってどのようにビジネスの価

値、地域社会に利益をもたらすか、そして香港がどのように世界

で重要な位置であるかを気付けるかなどを参加者と議論する

場にすることが目的だ。

　セミナーは無料だが、事前のオンライン登録では50人、当日参

加（立ち見のみ）も50人と人数に制限があるので、確実に参加し

たい人は、オンライン登録をする方が良いだろう。セミナーの詳

細や事前登録についてはBODW公式サイトで確認することが可

能だ。

 

Design by Hong Kong
日本のデザイナー深澤直人氏の
セミナーからスタート

ウェブ：www.bodw.com

深澤直人氏

パン・タン氏（Mr. Pan Tang）（右）

OutofStockのPikkuコレクション

「Tang Prize（唐奨）」で
金賞を受賞した作品

セ
ミ
ナ
ー
の
模
様

無印良品の壁掛け式CDプレーヤー

ビジネス（香港・広東共通）
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ゼロからスタート 第44回広東語♪

 広東語 発 音 　　　　　　　　日本語

 肚痛 　　　　　　　　　　tou5 tung3 　　　　　　　　お腹が痛い

 作嘔 　　　　　　　　　　zhok3 au2 　　　　　　　　吐き気がする

 譫寒譫凍/發冷 　　　　zhim1 hon4 zhim1 dung3 / faat3 laang5 　　　　　　　　寒気がする
 飽肚 　　　　　　　　　　baau2 tou5 　　　　　　　　食後に

 一日～次 　　　　　　　　　　yat1 yat6 ~ chi3 　　　　　　　　一日～回

 毎次～粒 　　　　　　　　　　mui5 chi3 ~ lap1 　　　　　　　　毎回～錠

 口罩 　　　　　　　　　　hau2 zhaau3 　　　　　　　　マスク

会話練習

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

姑娘:

Gwu1 nöng4

病人:

Beng6 yan4

病人:

Beng6 yan4

病人:

Beng6 yan4

病人:

Beng6 yan4

醫生:

Yi1 sang1

醫生:

Yi1 sang1

姑娘:

Gwu1 nöng4

姑娘:

Gwu1 nöng4

醫生:

Yi1 sang1

香港の医療水準は世界でもトップレベルにあり、病院の救急外来のほか24時間診察しているクリ

ニックも多数あります。今回は香港でクリニック「診所(chan2　so2 )」に行く際に役立つ言葉、及び

会話表現をご紹介します。

まずは電話で「我想掛號(ngo5　söng2  gwa3 hou6)」と伝えて予約を取っておきます。クリニックに

着いたら「登記處(dang1　gei3　chü3)」（受付）にて受付をします。この際「你有冇發燒呀？(Nei5 

yau5　mou5　faat3　siu1　a3?)」と熱の有無を聞かれるので、あるようなら体温計「探熱針

(taam3　yit6　zham1)」を借りて熱を測ります。終わったら順番が来るまで座って待ちましょう。名前

を呼ばれたら診察室「診症室(chan2　zhing3　sat1)」へ入ります。

医師から「どうなさいましたか？」「邊度唔舒服呀？(Bin1　dou6　m4 sü1　fuk6　a3?)」と聞かれるの

で、具合の悪いところを伝えます。医師が聴診器を当て「聽背脊(teng1　bui3　zhek3)」(背中から呼

吸音を聴く)、「吸氣(kap1　hei3)」(息を吸って)などと指示があるので従いましょう。受診の際に医師

から病欠証明書「醫生紙(yi1　sang1　zhi2 )」が必要か聞かれることがあるので、必要であれば

「要呀(yiu3　a3)」と伝えもらっておきます。たいていのところは無料で発行してくれます。

受診後は「取藥處(chöü2　yök6　chü3)」にて薬を受け取り、お会計をします。薬を飲んでも症状が改

善しない場合は、再診「覆診(fuk1　chan2 )」しましょう。

唔該，我想掛號，我嘅電話號碼係12344567。
M4 goi1, ngo5 söng2 gwa3 hou6, ngo5 ge3 din6 wa2 hou6 ma5 hai6 yat1 yi6 saam1 sei3 sei3 ng5 luk6 chat1.
すみません、受付お願いします。私の電話番号は12344567です。
好嘅，XXX，坐一坐等嗌名啦。
Hou2 ge3, XXX, cho5 yat1 cho5 dang2 aai3 meng2 la1.
はい、○○さん、名前が呼ばれるまでかけてお待ち下さい。
ＸＸＸ，可以入去喇。
XXX, ho2 yi5 yap6 höü3 la3.
○○さん、どうぞお入り下さい。
ＸＸＸ，你有咩唔舒服呀？
XXX, nei5 yau5 me1 m4 sü1 fuk6 a3?   
○○さん、どうなさいましたか？
我上星期開始喉嚨痛、成身都好攰同譫寒譫凍。
Ngo5 söng6 sing1 kei4 hoi1 chi2 hau4 lung4 tung3, sing4 san1 dou1 hou2 gwui6 tung4 zhim1 hon4 zhim1 dung3.
先週から喉が痛くて、全身だるくて、寒気がするんです。
你而家發緊燒喎，同你聽咗呼吸同睇喉嚨先，吸氣⋯
Nei5 yi4 ga1 faat3 gan2 siu1 wo5, tung4 nei5 teng1 zho2 fu1 kap1 tung4 tai2 hau4 lung4 sin1, kap1 hei3…
ん、熱がありますね…。喉と呼吸を診てみましょうか。息を吸って…
你有少少喉嚨發炎同埋發燒，我開住三日藥俾你先。使唔使要醫生紙？
Nei5 yau5 siu2 siu2 hau4 lung4 faat3 yim4 tung4 maai4 faat3 siu1, 
ngo5 hoi1 zhü6 saam1 yat6 yök6 bei2 nei5 sin1. Sai2 m4 sai2 yiu3 yi1 sang1 zhi2?
喉が腫れてる上に熱もありますね。とりあえず3日間の薬を出しておきましょう。病欠証明書は要りますか？
要吖，唔該。
Yiu3 a1, m4 goi1.
はい。よろしくお願いします。
ＸＸＸ，呢幾隻藥每日四次，每次一粒；藍色嘅要飽肚食；退燒藥就有需要時食。一共三百二十蚊。
XXX, ni1 gei2 zhek3 yök6 mui5 yat6 sei3 chi3, mui5 chi3 yat1 lap1; laam4 sik1 ge3 yiu3 baau2 tou5 sik6; 
töü3 siu1 yök6 zhau6 yau5 söü1 yiu3 si4 sik6. Yat1 gung6 saam1 baak3 yi6 sap6 man1.
○○さん、こちらの薬は1日4回、1回1錠ずつ。青い薬は食後に、
解熱剤は必要時にのみ服用してください。合計で320ドルとなります。
明白，唔該晒。
Ming4 baak6, m4 goi1 saai3.
わかりました。ありがとうございます。
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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 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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～土（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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東海大学同窓会香港華南支部
東海大学および付属校、留学経験のあ
る香港の方、是非お気軽にご連絡下さ
い！2～3ヶ月に一度、家族ぐるみのイ
ベントと今年度は日本から著名な方を
お招きし、講演会を企画しております。
メール:bobby@mail.isl.hk（石水）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プチコン＠香港
プチコン（プチ婚活合コン）は独身者限
定の飲み会です。参加条件は、男性45歳

以下、女性40歳以下、の男女の出会いを
真剣に考える独身の方になります。連絡
先交換のお手伝いやフォローしていま
すので、お一人参加の方も安心していら
してくださいね。興味のある方はお気軽
にご連絡ください。
連絡：kanae-tarumoto@hotmail.co.jp
　　  樽本佳奈依
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳募集
セントラルのクリニックで通訳できる方
を募集いたします。勤務時間は月曜日か
ら土曜日。午前中のみ。詳細はお電話ま
たはメールにて、お気軽にお問い合わ
せください。
電話番号：(852)2577-1568（堀または永井）
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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2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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ママのイキイキ応援プログラム
11月23日（日）①午前10:00～12:00/②午
後13:00～16:00／11月24日（月）③午前
10:00～13:00 ホンハム地区にて講座を
開催します。講師は「テレビ寺子屋」

「ホンマでっか!?TV」「すくすく子育て」な
ど、日本で多数メディアに出演している
山﨑洋実コーチを招いての講座は海外
初開催!子育てに関心のある方ならどな
たでも参加できます。この機会を是非お
見逃しなく!お問合せ詳細はfacebook、
アメブロ「ママイキ香港」で検索。
mamaikihongkong@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

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。）

メンバー募集

花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.54 ＜LET IT GO＞
　沙田の香港文化博物館でスタジオジブリの絵コンテ展が開か
れています。キャプテン翼に負けず、ジブリの人気も相変わらずの
ようです。 
　ジブリアニメの広東語版の翻訳の仕方は、1997年の『もののけ
姫』（幽靈公主）以前と2001年の『千と千尋の神隠し』（千與千尋）
以降で大きな違いがあります。前期はいわゆるローカライズの時
代で、キャラ名やセリフが大いにアレンジされています。『紅の豚』

（飛天紅豬俠）のマルコを「阿Lam」としたり、『平成狸合戦ぽんぽ
こ』（百變貍貓）のタヌキの名前を、青雲、志偉、家輝、偉仔、嘉玲、
采妮…と、香港芸能人の名前でずらりとそろえたり。後期は打って
変わって、原作に忠実な訳となります。この変化の合間には、ドラ
えもんの訳名が「叮噹」（Ding Dong）から「多啦A夢」（Doraemon）
に変えさせられるという、香港のサブカルチャー史上、革命的な
事件があったわけで、以降香港の漫画・アニメの翻訳から派手な
ローカライズは鳴りをひそめます。
　『となりのトトロ』（龍貓）の草壁サツキは「大巻草子」、妹のメイ
は「大巻次子」。次子は広東語で「厠紙」（トイレットペーパー）と同
じ発音だから、太巻きのトイレットペーパー。草子は「草紙」で、こ
れは昔のトイレの紙のこと。サツキとメイがどうして便所紙姉妹
になったのか…、これでは原作のコンセプトとかけ離れてしまう
ように思えますが、そのとおり、初期のころは、ジブリアニメの解釈
は日本と香港でやや違っていたのです。アニメはしょせん子供の
見るもの、笑えて楽しければいい、というワクの中にジブリも入れ
られていたわけです。ジブリの評価が高まってからも、香港版キャ
ラ名は基本的に変わっていません。ドラえもんが相変わらず叮噹

と言われているのと同じです。ある地域の人々が共通して持って
いる記憶の中の出来事や物などを「集體回憶」（Collective 
memory）といって、ここ数年、香港の重要なキーワードとなってい
ます。子供のころのヒーローだった戴志偉（大空翼）や孟波（城市

獵人=『シティーハンター』の冴羽獠）は今でも戴志偉、孟波であ
り、石之森章太郎（石ノ森章太郎）の「ロボコン」は「小露寶」とし
て、いつまでも忘れ去られることはないのです（1970年代の『がん
ばれ!! ロボコン』は香港にとってドラえもんや仮面ライダーより重
要かもしれません）。香港は、戦後に日本の歌や映画や漫画が禁
止もしくは制限されなかった、アジアでは希少な地域。香港に伝
わった日本のサブカルチャーは研究に値します。
　香港のローカライズは現在、消滅してしまったわけではありま
せん。アメリカの人気ミュージカルドラマ『glee』（吉列合唱團）の
登場人物の訳名は台湾と香港で以下のような違いがあります。
ウィル・シュースター→（台）威爾舒斯特（港）舒偉廉。レイチェル・
ベリー→（台）瑞秋貝瑞（港）白蕙秋。スー・シルベスター→（台）蘇
席維斯特（港）邵素兒。フィン・ハドソン→（台）菲恩哈德森（港）韓
輝。メルセデス・ジョーンズ→（台）梅塞迪絲瓊斯（港）鐘美詩。サン
タナ・ロペス→（台）珊塔娜蘿培茲（港）盧倩婷。両者とも当て字に
よる音訳ですが、香港版では姓と名の順序が逆で、漢民族の名前
を模して３文字または２文字に編成されています。このやり方は
昔ながらの手法で（明代の宣教師、マテオ・リッチ→利瑪竇、など
など）、歴代のイギリス人の香港総督の漢語名は、クリス・パッ
テン→彭定康、ウィルソン→衛奕信、ユード→尤德、マクレホース
→麥理浩、トレンチ→戴麟趾。香港人が英語名を持っていること
は有名ですが、宗主国側のイギリス人も漢語名を名乗っていたの
です。これは香港総督に限らず、過去のイギリスの首相も、ゴー
ドン・ブラウン→白高敦、ブレア→貝理雅、メイジャー→馬卓安、
サッチャー→戴卓爾、チャーチル→邱吉爾。そして外務大臣も、就
任したばかりのフィリップ・ハモンド→夏文達、前任のウィリアム・
ヘイグ→夏偉林、デイヴィッド・ミリバンド→文禮彬、マーガレッ
ト・ベケット→貝嘉晴、ジャック・ストロー→施仲宏。ついでに挙げ
ておくと『ロミオとジュリエット』は羅密歐と朱麗葉。

　日本ではディズニーの『アナと雪の女王』が大ヒット。松たか子
さんの歌う「ありの～ままで～」が街中に流れ、子供たちはみんな

「レリゴ～、レリゴ～」（Let it go）。この映画のキャラの訳名も香港
は独特です。女王のエルサは台湾版と中国大陸版で「艾莎」です
が香港版では「愛莎」。雪だるまのオラフは大陸・台湾の「雪寶

（宝）」に対して香港では「小白」。山男のクリストフは「基斯托夫」、
大陸・台湾の「克斯托夫」とは「基」が違いますが、これも香港に残
る伝統的な漢語訳の手法のひとつで、ほかでもない、キリスト（ク
リスト）を「基督」とした、この「基」です。　
　外国語の表記のしかた、訳し方のルールは人・地域・時代に
よって様々。統一はできません。それぞれのやり方で、自由に、訳し
たいように。レリゴ～、レリゴ～で、ありの～ままで～、なのです。
　　　　　
　　　　　　　  大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）

Photo Credit: Rem
 Kwan
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ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

肉食らうなら、
まずこちらを
チェック！

肉食らうなら、
まずこちらを
チェック！

◆目は心の窓◆
　日本人がローマ人を演じてヒットした映画「テルマエロマエ」
では、ローマ人顔負けの濃い顔の俳優さんらが彼らの言葉で言
う「平たい顔族」である日本人にカルチャーショックを受け、種類
の違う人間の顔をコミカルに描いていました。
　人相をみる際には、彫りが深いとかほお骨が低いとか、丸顔
だとかえらが張っている等、顔の表面に見える様子が議論され
がちです。しかしながら、中国古来の人相学はそれだけではあり
ません。
　「目は心の窓」と言われるように心の中で思っていることやそ
の人の心のあり方が相となって表れる、という考え方です。楽しみ
なことが多ければ、その人の目は穏やかにほほえんでいますし、
恋をしていれば目に潤いを帯びた輝きがあります。悩んでいると
憂いを秘めた目となり、それが周囲にも影響してきます。中国古
来の人相学ではこれを「眼神」と呼び、とても重視しています。

　
◆人相で気運を看る◆　　　　　　
　人相を見る際の基本的として、右上の図のように顔を３つの
パートに分けます。この３つのパートはそれぞれ、眉の上から頭
までの「上停（じょうてい）」、眉から鼻までの「中停（ちゅうて
い）」、鼻の下からあごまでの「下停（かてい）」に分かれます。上
停は主に生後から20代中半まで、中停は20代後半から50歳に
なるまで、下停は50代から晩年になるまでを表します。
　と同時に、上停は先天的な運、下停は自分の子供や孫などの
次世代、中停は自分自身をも表します。
　つまり、上停はご先祖様からいただいたもので、額が広くても
狭くても丸くてもくぼんでいても自分自身の力ではどう変化させ
ることもできないものです。その反面、中停は自分の生き方や心
のあり方次第で変えていくことができます。もちろん、大きな眼
を小さくしたり低い鼻を高くすることはできませんが、たとえば、
怒ってばかりいると赤ら顔になっていくでしょうし、恋多き男女

は目尻にたくさんのしわができますし、金銭的にトラブルがある
と鼻のあたりに赤い線が出てきたりします。周囲に対して文句ば
かりを言っていたりイライラしていたりすると、そうした表情に
なりそのような目つきになります。 
　そしてそれが下停に影響してくるのです。
　鼻のすぐ下のみぞおちのところは、人相学では人中（じんちゅ
う）と呼ばれ、主に子宝に恵まれるかどうかを表し、生殖機能の

よしあしもここでみます。それと
同時に良い行いを歩み続けてい
くとこのあたりの肉付きが良くな
ると言われています。香港の企業
家で慈善事業をライフワークと
してきた鄧肇堅（Tang Shiu Kin）
氏の人中はとてもふっくらとして
います。スリムな体つきですが表
情が福 し々く見える要因でもあり
ます。

◆久美子的相をみる奥義◆  　
　ある日本の化粧品会社によると「ちょっと昔の美白はシミひと
つなく陶器のように自然なつやのある肌にすることだと言われ
ていましたが、最近では肌が内面の光を包み、内側から柔らかく
輝くような美白肌へと変化している」のだそうです。これは、美白
のみならずいきいきとしている人あるいは旬な人にも言えるこ
とです。このような人は顔に白っぽい光を放ち、それがこの人を
更に魅力的にしています。それはその人の命のありったけの力
が内面から輝いているからなのでしょうか。
　私たちは、今起きていることだけを追求してしまい、なぜそう
なったのかという原因を忘れてしまうことがあります。だから、地
面の底にマグマがあって地上の生き物が育まれていることを知
り、はっとするのです。
　人の相をみるときに最も重要なことは、表面に起っている現
象を見るだけではなく、その人が本来持っている力を見抜きそ
れを生かしていくことなのだと思います。

風水の奥義を行く！ 第２８回　相をみるということ
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

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

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

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
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御河堤サービスアパート　YuhediSA

（所在地） 福田区心沙路与新沙街交汇处

（間取り） 2LDK/65㎡
（室　内） 家具・家電一式付き（新品）
（環　境） 地下鉄1号線（购物中心）徒歩12分
（備　考） 福田エリアで希少な新築物件。新内装（未入居）で眺望抜群
 お値打ち家賃！！住環境良好、セキュリティーも万全
 エントランスも豪華！！
（月　額） ＲＭＢ6500

公园道　Gongyuandao

深圳

君临天下　Junlintianxia

（所在地） 南山区南海大道与登良路交汇处

（間取り） 1LDK（45㎡）/2LDK（60㎡）
（室　内） 家具・家電一式付き（新品）
（環　境） 地下鉄2号線（後海）徒歩12分
 地下鉄2号線（登良）徒歩10分
（備　考） 南山エリアで希少な新築物件。新内装（未入居）で好立地。
 海岸城まで徒步圏内、お値打ち家賃。花園城（ウォルマート）へも便利。
 単身者におすすめ！ 周辺、飲食店等多数あり。
（月　額） ＲＭＢ4500／6000

（所在地） 福田区红岭南路与东园路交汇处
（間取り） 1LDK/35㎡～
（室　内） 家具・家電・食器等一式付き（新内装）
（環　境） 地下鉄1・2号線（大劇院）徒歩8分
 地下鉄1号線（科学館）徒歩8分
（備　考） 築浅サービスアパートメント。管理費・税金・インターネット・
 日本TV込み。室内清掃（毎日）あり（タオル・シーツ交換）。
 日本人専用SAで特に快適です！ウォシュレット・バスタブ・
 冷暖房完備。キッチン（シンク）大、洗面化粧台も高級。
（月　額） ＲＭＢ9500

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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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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ぽけっと レピーク

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

チェック・その１　サイズチェック
バストケアを始める前に、自分のバストを客観的に知ることは大切。
身長と胸囲から分かる公式でチェックしてください。

あなたの胸囲÷身長（㎝）
0.45以下　　　　貧弱
0.50～0.53　　　標準
0.54～0.55　　　理想
0.58以上　　　　グラマー

チェック・その２　たるみチェック
口を「イーッ」としたときに胸の筋肉が動かなかったら要注意。
乳房は顎から胸の線で支えられています。口を「イーッ」としたときにバ
ストがピクッと上がらなければ、たるんできている証拠。

コレが理想のバストトライアングル
「胸のトップと鎖骨の中心点を結んでできる三角形が、一辺18㎝の正三
角形になること」
豊かでハリのある憧れのバストを手に入れるために

• カタチのいい胸をつくるために姿勢と呼吸法を整える
姿勢を整えて胸を張ることにより確実にバストラインはきれいに見えます。
理想の姿勢は、いつも体がまっすぐであること。猫背はダメです。
歩く時は、上から引っ張られるように頭の位置を高くしてあごをひき、
お腹をへこませて、すっすっと歩くことを心がけてください。
また、バストを支えている大胸筋を鍛えるためには腹式呼吸がいちばん
です。

• 首から胸にかけての1枚の皮膚がキーポイント
バストは骨も筋肉もなくいくつかの乳腺と脂肪組織だけで形成されてい
ます。さらにバストは首から胸にかけての薄い皮膚で支えられています。
だから、バストケアは、バスト自身とこの皮膚のハリを保ちキメを整える
ことから始まるのです。お風呂上がりのスキンケアをお忘れなく。

• バスト自身と皮膚のハリを保つためにすること
お風呂上がりの清潔であたたまったからだにするのがベスト。
水を1杯飲んでからすることをお忘れなく。

その１　バストラインを保つためのマッサージ
・自然のブラ（首から胸にかけての薄い皮膚）を保つためのマッサージ
※両手で交互に肩から首元の部分を下から上にひきあげる。
・バスト繊維を活性化させるマッサージ
※乳輪を避けてバストの上部から鎖骨にむけてらせんを描く。
・美しいシルエットを保つためのマッサージ
※バストの輪郭に沿って外側と内側を交互に引き上げる。
・バストのキメを整える。
※手のひらをバストの両サイドにあてる。
バストを中央にむけてぐっと押し上げる（このとき息は吐き続ける）。
バストを押し切った時に手のひらを離してす～っと息を吸う。
コレを３回繰り返す。　　

その２　毎日のエクササイズ
・「イーッ」というように、首の筋肉が収縮するまで口角を横に引く。十回繰り返す。
・深呼吸をしながら手のひらを強く合わせて両肘を高くあげる。十回繰り返す。
・胸の高さで両手首を握り、同時にひじの方向に押す。十回繰り返す。
・両脇に本をはさみ、手のひらを上に向け正面から両サイドへ手を開く、
  十秒ずつ十回くり返す。

その1とその2を合わせても15分もかからないので、毎日することが理想
のバストへの近道です。

楊さちこの中医美容学的　ツンッ！と上を向いたバストのために
胸が小さい、大きい、カタチが悪いなど、人によってもバストの悩みはさまざまですが、
どんな人にも必ずおそいかかってくるのが、たるみ。美しいバストのポイントはハリなのです。

◆著書のお知らせ
美味しいものも気持ちいい
ことも大好きで、普段忙しい
自分にご褒美をあげたい女
性のために贈る、永久保存
版のガイドブック。『72時間
で自分を変える旅　香港』

（幻冬舎）発売中。
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　香港でセントラル（中環）とチムサーチョイ（尖沙咀）に店を構える女性サロン
「Miss Paris」と男性サロン「Dandy House」。日本で150以上の店舗を構える定評
のあるサロンだけに、香港の美容意識の高い人たちの間でも人気となっている。
　さて今回は、PPW440号で、読者から募集した美容に関する質問のうち多く
寄せられた悩みに、同店ショップマネジャーの重森さんに答えていただいた。
重森さんはベテラン施術者で美容の専門家。ダイエットを自ら体験するため
に、2ヶ月で10キロ以上太り、Dandy Houseで施術を受けダイエットにも成功。
ダイエットの感想も伺った。

Q. 夏、すぐに痩せるには？（女性）
　短期的に見た目と体重に変化を出すには、炭水化物を抑え、野菜中心の食
生活にするのが効果的です。炭水化物を控えると体に溜まっている余分な老
廃物、水分がみるみる減っていきます。ただしこれは脂肪を燃焼させるリバ
ウンドのないボディメイク方法ではありません。あくまで短期間に一時的に痩
せる方法です。

Q.夏はビールをたくさん飲むが、飲みながら痩せるには？（男性）
　アルコールを摂ると脂肪の吸収が高まってしまいます。この時に高カロリー
食を食べれば太ります。またアルコールの分解は、肝臓が寝ている間に行って
くれます。この際に本来ならば脂肪分の分解に使われる働きもアルコールの
分解に使われてしまうため、痩せにくくなります。これについては水をたくさん
摂ることでやわらげられます。アルコールの分解には水分が使われるからで
す。お酒を飲む際には、なるべく水を摂りましょう。

Q.夏は皮脂が出てオイリー肌になります。対策は？（男性・女性）
　夏は毛穴が開きっぱなしになりやすく、そうな
ると皮脂も出放題です。毛穴が開きっぱなしにな
ると、場合によってはそのまま閉じないこともあ
ります。毛穴が目立つ方は常に開いている可能
性があります。毎日しっかり洗顔を行い毛穴の汚
れも出した後に毛穴を引き締める必要がありま
す。また脂分が多い食事をしていると皮脂を生成
しやすくなりますので食事も大切です。

Q.夏は紫外線が強いが、日焼け後のアフターケア方法は？（男性・女性）
　日焼けの程度にもよりますが、まずはしっかり冷やすことと保湿です。日焼けし
た部位は回復のために皮膚内で水分を必要とします。しっかり保湿をしてあげ
ましょう。また新しい肌を元気に作っていくためビタミンをしっかり摂りましょう。

Q.10キロ以上のダイエットに成功されたと伺いました。ダイエットはいかがでし
たか？（編集部）
　ダイエットを開始して一か月半ですが、痩せて体がどんどん変わっていくの
が本当に楽しいです。見た目が変わるのと同時に心の持ち様も変化していく
のがわかります。体も軽く疲れにくくなってきました。ここからさらに引き締
まっていくのが楽しみです。

　同店で男女ともに人気の施術は、リバウンド知らずの痩身。女性には、むく
みをとり、リフトアップもかなえる小顔ケア、男性にはヒゲ脱毛も人気が高い
そう。美容に関する悩みも同店に相談して、プロの施術で解決してみては？

Beauty Spa Miss Paris/Dandy House　ハーバーシティ店
住所：1008-1009, 10/F., World Commerce Centre, Harbour City, 11 Canton Rd., TST

Beauty Spa Miss Paris　香港セントラル店
住所：20/F., 1 Duddell St., Central

Beauty Spa Dandy House　香港セントラル店
住所：Shop B, 9/F., Entertainment Bldg., 30 Queen's Rd. Central

電話：(852)2314-2611　※日本語可
時間：月～金  12:00～21:00、  土日祝  11:00～20:00
ウェブ：www.miss-paris.com.hk、www.dandy-house.com.hk（3店舗共通）
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Beauty Spa Miss Paris/Dandy House
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