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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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 20K食品商社：営業ポジション。既存顧客フォ

ロー、新規顧客開拓。

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（機械・電気・電子）

～20K香港/九龍

日系大手電子・電機企業のグループ会社にて
営業アシスタント業務です。受発注・見積もり
作成・納期管理・顧客との窓口業務を担当。
要英語コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 28K～30K

香港/九龍

有名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。広東語スピーカーは歓迎。

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～20K

経理・総務全般。財務諸表の準備、入出金管理、
採用関連業務など。英語および北京語コミュニ
ケーションレベル以上。

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。

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。

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）

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

80K～100K香港/香港島
他拠点の給与データ収集および分析業務。
給与計算の補佐業務。英語コミュニケーション
レベル以上。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

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

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 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。
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

技術系（IT・通信）/IT・
通信・インターネット・ゲーム 広州 RMB

15K～20K

ITインフラSE(技術)職。中国での就業経験が
ある方。IT知識（特にITインフラ構築）の技術
経験必須。北京語でIT用語を用いて会話・資料
作成ができる方。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 RMB25K広州 会社全体の管理、日本への状況報告、日本出張。

営業経験・管理職経験ある方、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（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞 RMB
23K～25K

副工場長（生産技術）。液晶モジュールに携
わっていた経験がある方ベスト、もしなければ
電子部品関連の経験がある方。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。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 インテリジェンス

深圳
RMB

10K～30K

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
があること。北京語ビジネスレベル。

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＆広東香港＆広東

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。

読まれた記事ランキング
8月2日～8日

　ドイツの優勝から早くも1カ月近く。サッカーのワールドカップ（W杯）ブラジル大会の開幕戦で
日本人として初めて主審を務め、PK判定が話題となった、西村氏をゲストに迎えたトークショーが
断トツでした。西村氏が明かしたジャッジの理由とは……。また、環境問題で中国の市民らが「不！
（NO）」を叫び始めたという話題や、理研の笹井氏の衝撃的なニュースも読まれました。8月2日か
ら8日に読まれた記事を紹介します。

「W杯開幕戦のPKは…」　西村主審が明かした理由 （8月7日）

理研・笹井氏が自殺　関係者あてに複数の遺書 （8月5日）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）テレビ事業惨敗招いた「垂直統合」と「自前主義」 （8月7日）

（5）クレジットカード、共働き夫婦が犯す3つの失敗 （8月6日）

（6）ソニー、スマホ失速転じて「福となす」か （8月5日）

（7）保険金もらえぬトラブル、保険会社だけが悪いのか （8月4日）

（8）まだ「7」のまま？　初心者も分かる8.1導入の勘所 （8月4日）

（9）財テクに溺れた「金融通」社長 （8月6日）

（10）一極集中の弊害ピークに　目前に迫る「東京の限界」 （8月5日）
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香港&深圳

香港広東

香港

香港

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

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！



深圳

中国全土 広東

深圳

　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、知り合いからデジカメで撮った写

真データがおかしくなり開かなくなった相談を受けまし

た。確かに、SDカードメモリの中にデータはあるようで

すが、肝心の写真を見ることができません。恐らく画像

データが破損し正常に表示できていないようです。皆様

も普段のお仕事やプライベートでお使いのデータ、画

像・動画ファイル等が突如開かなくなったという経験は

おありでしょうか。今回は壊れたデータの復元について

お話しします。

　データが壊れるのは様々な原因が考えられます。ハー

ドディスクの物理的な故障、メモリ等の記憶媒体に対し

静電気等の影響でデータが破損してしまうケース。ウィ

ルス被害によるデータ書き換えが発生する場合もあれ

ば、操作ミス等で削除してしまうという前例も多くありま

す。メモリーカードも経年劣化しますので突如開かなく

なるという現象はいずれ発生します。このような場合、ど

うでもよいデータであれば諦めがつきますが、重要な業

務データや個人の思い出の写真・動画などは何としても

復元したいのは誰しも同じです。個人レベルで簡単に復

元できる場合もあれば、専門の業者に依頼する必要があ

るものまで、症状により対処方法も異なります。

　対象のデータはハードディスク内（記憶媒体内）にあ

ることは確認できるにもかかわらず、実際に開こうとす

ると開けない場合は、特に物理的にハードディスクの故

障がなければ市販のデータ復元ソフトで取り戻せる確

率はかなり高いので試してみる価値はあります。但し、

対象ファイルの拡張子が変わっている場合等、データの

破損だけでなく書き換わっている場合はやはり専門家

に相談することをお勧めします。

　次に、誤って削除してしまったデータを復元したい場

合。まずは対象のデータを保存しているハードディスク

（記憶媒体）の使用を中止し取り出してください。削除直

後でしたらデータは残っていますが、その時点ではディ

スク上の当該領域は上書きできてしまう状態となるた

め、継続利用すると削除されたデータが元々あった領

域に新たなデータが書き込まれてしまう可能性があり

ます。それを防ぐためにまずは使用している機器の電

源を切り、ハードディスク（記憶媒体）の使用をやめるこ

とです。ITサービス会社やデータ復旧の専門業者でした

ら削除されたデータを復元することができますが、あく

まで上書きされていなかった場合に限りますので注意

が必要です。

　一般的なPCユーザーの方々にとって、データの復元は

一大事です。日頃からできる予防策として、まず重要な

データを定期的に他の記憶媒体にバックアップを取るこ

と。それから、普段使用しているPCのハードディスクや、

デジタル機器に使うメモリーカード、そしてUSBメモリも

3年に一度くらいは買い換えた方が無難です。様々な方

法でデータを復元することは技術的に可能ですが、それ

以前に重要なデータを失わない努力は大切ですね。

　　　　　　　　　　　　 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

【壊れたデータの復元について 】

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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　1931年の創業以来、「顧客第一主義」を企業理念
とし、顧客の要望にいかに忠実かつ迅速に対応で
きるかを追及してきたアマノ株式会社。工場設備内
で発生する一般粉塵やヒューム、VOC（揮発性有機
化合物）、ダイオキシン等の有害物質をより確実に
除去する機器・設備をはじめとした環境事業、セ
キュリティシステム事業やパーキングシステム事業
等を請け負う。国内外を問わず、顧客の要望に応じ
て企画・設計から製造、メンテナンスまでトータル
で対応。中でも、一月あたり1,000台以上もの生産
量を維持し、その約半数が特注仕様であるという
集塵機。あらゆる粉体・用途に合わせ、顧客それぞれのニーズに応えるその技術と実現力に
より、日本国内はもちろんのこと、海外企業からも絶大な信頼を得ている。
　北米、ヨーロッパ、アジア各国に拠点を持ち、近年では中国上海に新たな工場を立ち上

げた。「世界のAMANO」として、さらに低コストかつ高度な
環境技術を世界へ広める、その勢いから目が離せない。

　上海山夕表面処理材料有限公司は、株式会社三協および
有明鍍研材工業株式会社による共同出資会社であり、半世
紀以上のめっき技術の経験と実績を基に、よりスピーディに
要望に応えることで高い評価を得ている。めっき設備や薬
品の開発から、消耗品・機械・設備の販売、技術コンサル
ティングまで、全ての行程を「ONE STOP」で行い、また、必要
に応じて日本の分析センターと連携を取りながら行う最新
鋭の分析により、幅広い問題の改善・解決を実現する。
　Q：Quality（安定した製品品質の提供）、D：Delivery（顧客
が望む納期への対応）、C：Cost（リーズナブルな価格設定と
コスト削減への積極的な取り組み）、S：Speed&Service（ス
ピードとサービスの充実）をモットーとし、「技術提案型企
業」を目指す同社は、顧客の要望1つ1つに妥協することなく
取組むその姿勢と確かな技術力により、大手日系企業から
も絶大な信頼を寄せられている。
■設計・製造：めっき設備、研磨機、マテハン機、集塵機、排
ガス装置、廃水処理装置
■薬品販売：めっき薬品、工業用薬品（硫酸、塩酸など）研磨
剤、バフ材、各消耗品（手袋、マスクなど）、廃水処理薬品
提供：技術コンサルテイング、開発支援

上海山夕表面処理材料有限公司
住所：上海市嘉定区昌路156-13
電話：(86)21-6076-5357
ウェブ：www.shanxi-sh.com

半世紀以上の経験と実績！
めっき技術のプロフェッショナル

　深圳市匯豊汽車租賃有限公司は、2005年の開
業以来、深圳におけるレンタカー業、とりわけ社
用車のエキスパートとして信頼を獲得してきた。
　多様な車種の完備、フレキシブルなレンタルプ
ランの設定、手続きの簡便化など、サービスの向
上に積極的に取り組む。セダンからマイクロバス
に至るまでの豊富な車種を取り揃え、公務・ビジ
ネス・空港送迎などに利用される。以前よりも拠点
が増えたことにより、約30分以内での迎車が可
能。電話予約の際、日本人スタッフが対応してくれる事、万が一に備えて保険加入している事
等もあり、実際に日系企業や日本人の顧客が長期的に契約するケースが非常に多いという。
プランは、ドライバー無し、ドライバー有りの大きく2つに分けられ、用途に応じて期間や場
所、車種をアレンジしてくれる。ダブルナンバーを保有しているので、香港・大陸間を一台の車
で移動することも可能だ。深圳であれば、旧西武大厦から南山区までの料金はRMB150から。
6名乗りの車両を借りた場合は、一人当たりがかなりお得となる。

 「お客様第一」の理念の下、よりハイレベルなサービス、正
確な仕事、完璧なクオリティを常に追求する同社を利用して
はいかがだろうか。

日系企業も納得の一流サービス。
送迎・レンタカーならおまかせ！

zets_ppw@pocketpage.com.hk
電話：中国(86)156-2502-9205　香港(852)9225-8287

上記４社への
お問合せは

右記までお気軽に

独自の製品とサービスで
広東製造業をバックアップお薦め企業紹介お薦め企業紹介
製造業の経営で鍵となるのが、業務の効率化とコスト削減、快適な職場環境づくり。
こうした課題を解決する、モノづくりの現場で使える製品やシステム、サービスを提供している企業を紹介しよう。

上海山夕表面処理材料有限公司 深圳市匯豊汽車租賃有限公司

　広州森下電装科技有限公司は、有限会社日本ワイツ電
子工業と広州大陳精工電子技術有限公司との合弁会社
として、2011年に設立され、主に自動車用スイッチや環

境対策設備の製造および販売を行う。
　現在、様々な設備に欠かせない冷却装置だが、
その配管内に堆積するスケール（ミネラル成分の
水垢）はランニングコストの大きな要因となって
いる。現在「薬品注入によるスケール除去」が主流

であるが、薬品濃度の維持・管理や、排水汚染などのリス
クが伴う。そこで同社は、中国で唯一使用を認められた日
本特許技術「工業用交流電気還元水」を用いたスケール
除去製品「アンチスケール」の開発に成功。さらに低コス
トで安全な工業設備の維持を実現した。有害物質が一切
発生せず、環境への影響も小さいということもあり、その
確かな技術と日本レベルの品質により大きな信頼を得て
いる。

広州森下電装科技有限公司
住所：広州市南沙区環市大道南25号
　　  南沙科技創新中心A1棟5層
電話：(86)20-3905-0772
ウェブ：www.mddenso.com

日本の特許技術によるスケール除去！
冷却装置のコスト削減ならこちら

アマノ株式会社 AMANO Corporation
安滿能国際貿易（上海）有限公司（中国法人）
住所：上海市浦東新区南泉北路1029号中電大厦901室
電話：(86)21-5879-0030
ウェブ：www.amano.co.jp

環境問題に応えるエンジニアリングを
日本、そして世界へ！

広州森下電装科技有限公司 アマノ株式会社

SHANXI

深圳市匯豊汽車租賃有限公司
（Shenzhen Huifeng Auto Leasing Co., Ltd.）
住所：深圳市羅湖区深南東路集浩大厦1階S09租車
　　  深圳市羅湖区怡景路景貝南34棟1階
電話：(86)755-2540-3709　　ファクス：(86)755-2540-6822
日本語でのお問合わせ：(86)147-1502-7775、(852)6222-7812
携帯：(86)150-1282-9365　　フリーダイヤル：400-688-0180
ウェブ：www.hf0755.com

総経理の陳氏

ビジネス（香港・広東共通）
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Q. 現在のコース内容を教えてください。
　英語：週2日×3クラス、広東語：週1日×3クラスです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1クラス＝40分

Q. 言語を学ぼうと思ったきっかけは何でしたか？
　英語はもちろんのこと、英語圏以外の人ともコミュニケー
ションがとれたほうが世界が広がって面白いと感じ、興味を持
ちました。言語は、異なる国の人同士が意思疎通を図れる魔
法のようなものだと思います。

Q. 先生の印象を教えてください。
　Berlitzには大勢の先生がいますが、アンドリウス先生は、ひ
とことで表現するとエンターテイナーです(笑)。授業はとても面
白く、学んだことを外でも使えるよう「実践」を大切にしてくれて
います。また、「この表現は、ここをこう変えるともっとナチュラル
な感じになるよ」等その都度アドバイスもくれるので、とても参
考になります。

Q. Berlitzにして良かったところを教えてください。
　1つの言語に対して何人もの先生がいるので、様々
な会話のバリエーションやアクセントの違いに慣れる
ことができます。日々の生活の中でも毎回同じ相手と話
すわけではないので、複数の先生から学べるというの
は非常に良いですね。広東語の方は0から始めました
が、今ではレストランや職場で簡単な会話ができるよう
になりました。順調に上達しているのを実感できます。

Berlitzで複数の言語を学ぼう!

Berlitz Language Centre
住所：Suite 807-809, Harcourt House, 39 Gloucester Rd., Wan Chai
電話：(852)2157-2269 (日本語でお気軽にどうぞ)
メール：info@em.berlitz.com 
ウェブ：www.berlitz.com.hk/jp/

広東語・普通語・英語が当然のように話され、複数言語を習得するニーズが自ずと高まる香港。
英語も広東語も習いたいけど最初の一歩が踏み出せない…と思っている人も多いのでは。
136年の歴史と伝統のあるBerlitzなら、様々な言語の先生がいるので安心。
今回は、5月からBerlitzで英語と広東語を学び始めたAtsushiさんと、
英語教師のアンドリウス先生の授業を取材させていただいた。

Q．授業はどのような雰囲気
　 ですか？
　Berlitzでは、日常で使用す
る「生きた英語」を再現する
授業を行いますので、とても
自然で和気あいあいとした雰
囲気になります。また、ベル
リッツ・メソッド®の1つに、
PPPというメソッドがあり、
Presentat ion、Pract ice、
Performanceの3つの要素に
沿ってレッスンを進めていま
す。生徒と教師の会話の比率が5：5になるようにしています。

Q．Atsushiさんのように、複数の言語を受講している生徒さん
　 は多いですか？
　とても多いです。香港では、中国語・英語が公用語ですので、
これらの言語を学ぶ生徒さんは多いですね。また、香港は教育
において非常に競争が激しい場所ですので、お子さんに多くの
言語を学ばせようとする親御さんも多いです。フランス語、ドイツ
語、スペイン語、日本語等多岐にわたります。

Q. Berlitzに通い始めた頃と今とでは、Atsushiさんはどのよう
　 に変わりましたか？
　Atsushiさんはとても理想的なペースで通われており、元々
コミュニケーション能力も高いので、着実に上達しています。
Berlitzでは、1つのレベルが上がるのにあとどのくらいのレッ
スン数が必要か、ということが細かく計算されており、生徒さん
毎に上達具合をチェックするためのシートもあります。

Q. 語学教室へ通おうか迷っている人へ一言。
　ベルリッツに来てください!（笑） 上達に最も効果的なのは、
自習だけでなく、プロフェッショナルな人々の手を借りることで
す。迷っている方は、お気軽にご相談ください。

infoP.hk@em.berlitz.com
Suite 807-809, Harcourt House, 39 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

｜レベルチェックの意義とは？

一人ひとりに合わせたカリキュラム設計
スケジュールに合わせて自由に、確実に学べるマンツーマンのプライベートレッスン
独自の教授法「ベルリッツ・メソッド®」
定評のある高いレベルの講師陣

135年以上の歴史と伝統をもち、世界約70カ国に広がるベルリッツ。
“ベルリッツ・メソッド®”と呼ばれる独自の教授法とともに、世界で高い評価を得ている教師陣のレベルの高さ。今回は、その教師
陣の中でも、的確なレベルチェックをすることで定評のあるベテラン、ジム先生に、インタビューをしてみました。

ジム先生
イギリス出身。8年間の講師歴をもつ。子ども向けクラス、大人向けビジネスクラス、日常会
話を教えている。それぞれの生徒さんの特性を見極めた英語の教授法と的確なアドバイス
によって、多くの生徒さんが英語をマスター。ベルリッツ香港のベテラン教師の一人。

｜レベルチェックの的確性は？

｜日本人の生徒さんへ、英語上達のアドバイスをお願いします

お子さまから大人まで。諸外国語を学べるのは、ベルリッツ！
無料レベルチェック・体験レッスン受付中♪

日本人スタッフが丁寧にご説明いたします。
無理な勧誘はいたしません。

Atsushiさんに
聞いてみた

アンドリウス先生に
聞いてみた

アンドリウス先生：
教師歴13年半のベテラン。「Berlitz
にはプロフェッショナルな教師が
私の他にも大勢いますよ! 」

Atsushiさん：
今年4月に香港に赴任し日系企業
で働く日本人。「広東語がマスター
できたら他の言語も学んでみたい
ですね」

18 Pocket Page Weekly 22 August 2014 No. 449
B

香港スクール



香港香港

香港

香港

香港

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

前回までのあらすじ

　ボランティアサイトを再訪、閲覧したが、活動内容の厳粛さに躊躇し
てしまう。唯一、再生石鹸の製作なら自分でも参加できると確信するが、
活動の注意書き「強い臭いと埃に注意」に、やる前から心配、無駄な時
間をまた費やしてしまう。

…………………………………………………………………………
　
　「デブショウさん、ボラン
ティア奮闘記と言いなが
ら、コンピューターの前に
座ってるだけですね。いつ
になったらボランティアを
開始するのですか?」と読
者の方からご意見をいた
だいた。全く仰る通り。これ
はいけない、心を入れ替
え、再びコンピューターの前に向かう。「また、コンピューターなのね」と思
われるかもしれないが、しかし、今回のデブショウは違います。
　氏名、性別、メールアドレスなど、一般的なオンライン会員登録に必要
な情報を入力していく。その後、応急処置ができるか、どの活動対象が
気になるか、ボランティアに深く関わる質問が続く。所要時間10分程度

で全ての項目を記入、「Register（登録）」の
ボタンにマウスのカーソルを持って行き…「エ
イッ!」、勢いで押しました。　何だ、簡単にでき
るのね、会員登録。
　その後登録したメールアドレスにパスワード

が送られるので、それを使い会員向けサイトに初ログイン。参加募集の
活動がカレンダーに記載され、そこから参加したい活動に登録するシス
テム。前回閲覧した時よりも、活動の種類が増えている。内装工事、大
工仕事が新しく追加されているが、か弱い(??)デブショウには無理…　
か弱さは別として、力仕事はちょっと遠慮させてもらおう。やはり、前回の
エッセイで説明した「再生石鹸」の活動が無難なようだ。
　この調子で、活動の参加も申し込もう。都合の合う日時に、ちょうどあり
ました! 気の変わらぬうちに、参加登録の手続きへ、そしてついに登録
完了!
　これまでの優柔不断、心配性の性格が嘘のように勢いだけでここまで
今回は事を運んだデブショウ。今後どのような展開になるかお楽しみに。
　

Vol. 13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

つい
に
会
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!? 

さ
て
、次
の
ス
テ
ッ
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は
?

デブショウ夫人の
  「ボランティア奮闘記」

Vol.3

ボランティアとは

自発性
無理のない範囲で自分
から進んで行います。

無償性
活動に対する利益を求
めません。

公益性
他人や地域社会のため
に行います。

創造性
粋にとらわれず、よりよ
い活動を生み出してい
きます。
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（所在地） マーオンシャン（馬鞍山）
（間取り） 3LDK　831sq.ft.
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） 静かな環境、公園やサイクリングロードが近くにある。
（備　考） 「大水坑」駅からすぐから徒歩圏内、馬鞍山駅まで5分

新港城階下の大型ショッピングモールで行けるので
買物・通勤にも便利。

（月　額） お問い合わせください

嵐岸 サウサリート Sausalito 

（所在地） マーオンシャン（馬鞍山）
（間取り） 2LDK　339sq.ft.
（室　内） 全家具家電付き、改装済み
（環　境） 自然な環境に恵まれ、緑多く、空気も新鮮。
（備　考） 駅よりすぐ。ショッピングモールが併設、買物

は便利。浜辺にはバーベキュー・エリアが点
在し、裏山気分で馬鞍山を登ればマクレホー
ス・トレイルの通り道。

（月　額） HKD11,000　管理費、税金込み

海柏花園　ベイショールタワーズ　Bayshore Towers

香港

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

新港城 サンシャイン・シティ Sunshine City

（所在地） マーオンシャン（馬鞍山）
（間取り） 3LDK　550sq.ft.
（室　内） 内装完了
（環　境） トローハーバー見える。公園、公衆プールや

サイクリングロードが近くにある。馬鞍山駅
と連接。

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

（月　額） お問い合わせください
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 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

ライフ（香港・広東共通）
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三田会競馬観戦会のご案内
日時:2014年10月29日(水) 午後7時
場所:Happy Valley Race Course
150年以上もの歴史を誇る香港最古の
競馬場で、特別なボックス席で食事を取
りながらのナイター競馬になります。香
港にて一攫千金にチャレンジ! 周囲を囲
む高層ビルの眺めと共に、香港ならでは
の競馬観戦をお楽しみください。参加ご
希望の方は、9月30日（火）までに高瀬

（H18）までお申し込み下さい。なお、ご

不明な点、ご質問等ございましたら、併
せてご照会ください。よろしくお願い致
します。
香港三田会 高瀬泰輔（H18 経済学部卒） 
hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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香港&広州

サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第30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

　コラムの連載を開始して30回目の寄稿となった。　
　在留邦人向けの日本語フリーペーパーでローカルサッカーに
ついて綴り続ける。という読者のニーズを完全に無視した企画
を、PPWさんはずっと暖かく見守り続けてくれている。
　当初このお話をもらった際は、実はサッカーについての要請
ではなく、筆者の本業であるコーポレートビジネスについての
連載企画だった。フリーペーパーのコンテンツとして実に真っ当
な企画だったと思う。
　筆者は熟考の末丁重にお断りを入れた。香港のコーポレート
ビジネスは既に基本的な情報が溢れていた事と、敢えて紙面で
綴り続けるのは難しいと感じていた。凡例形式とは言え既存顧
客の実例を公にする事に懸念を抱いていたからだ。
　一度お断りを入れた立場でありながら、こちらから別の企画
を持ち込んだのがローカルサッカーについて綴る事だった。
　当時はまだ事業化していた訳ではなく、あくまでも筆者個人
の画策の域のお話だったにもかかわらず、PPWさんが快く了承
してくれた事がこのコラムの連載開始の経緯だ。
　30回目の寄稿に至るまで、香港や中国のローカルサッカー

リーグの情報に始まり、そこで活躍するプロサッカー選手の紹介、
取材に出向いたシンガポールの状況なども綴らせてもらった。
　香港サッカー協会の賛助会員に登録してもらい、国際サッ
カー連盟の公認選手代理人試験の受験（不合格）などを経て、日
本人選手の国際移籍のお手伝いや、クラブチーム同士の親善試
合のマッチメイクなども手掛けさせてもらっている。
　この2年半の月日の中で、極東アジアと東南アジア諸国でプロ
サッカーに携わる関係者との交流を図らせてもらった事で人脈
が広がり、代理人を持たない日本人選手からの移籍照会が増え
ている。
　同時に今年に入ってからは、日本と欧州を拠点に活動してい
る関係者との交流にも発展しており、日本人指導者と選手の活
動を、事業規模でサポートしている企業との顔合わせも始まっ
ている。
　実際にはトライとエラーの繰り返しで、このビジネスは本当に
骨を折る思いしかしないのだが、一人でも多くの選手が表舞台
に立つ事を本望とする者として、関係者とのパートナーシップを
より強固なものにしていくつもりだ。

　本来ならこの30回目の寄稿分で、筆者なりに大きなお知らせ
をさせてもらうべく、この半年間は準備に準備を重ねていた事
案があったのだ。
　残念ながら最終的にお話が破談してしまい実現しなかった
が、香港リーグのクラブチームの買収話に関与しており、筆者も
買収後のクラブチームの運営に深く携わる予定だったのだ
が・・・
　そんなこんなで節目の30回目のコラムは、取り留めのない駄
文に成り下がってしまい申し訳なく思っている。
　写真は本文と一切関係ないが、2006年10月にはじめて訪れ
たトットナム・ホットスパーの本拠地ホワイトハートレーンの風
景。筆者はフォークランド紛争直後の1982年頃からの、トットナ
ム・ホットスパーのファンでもある。

≪つづく≫
　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会 賛助会員）
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　昨年、コーズウェイベイ（銅鑼湾）にオープンして以来、日本と変わらない高い品質の
サービスが受けられると話題のヘアサロン「TO・KIO HAIR DESIGNING」。広 と々した清
潔感のある店内は、どこかアットホームな雰囲気で居心地がいい。日本人スタッフは、
かっこよくシャープな印象のスタイルから若 し々く見える可愛いスタイルまで、幅広いス

タイリングが得意な男性クリエイティブスタイリスト・仲田さんの他、カ
ラーリングに定評のある女性クリエイティブスタイリスト・鳥居さん、お
手入れのしやすいナチュラルスタイルを得意とする女性トップスタイリ
スト・松本さんの計3名。他にも日本語の堪能な香港人スタイリストが在
籍しており、初めての人でも安心だ。
　同店は、ヘア製品にもこだわる。同店で扱う薬剤は、日本の大手ヘアケ
アブランド「ARIMINO」製。日本人の髪質に合わせて作られた歴史あるブ

ランドで、その品質の高さから日本の多くのヘアサロンで扱われている。ここTO・KIOの
ARIMINO製パーマ液は、医療品ではなかなか実現できなかった、しっかりカールが作れ
る最強クラスの薬剤。髪を極力傷つけず、思い通りのカールを実現できる。トリートメン
ト成分配合なので仕上がりは柔らかでパサつきにくく、カールも長持ち。さらにカラーと
の相性も良く色落ちが少ないので、カールとカラーを一緒に楽しみたい人にも安心だ。
また、カラー剤には、染毛剤で初めてリップグロスにも使われる光沢補給オイルが使わ
れており、色み、ツヤの美しさ、持続力が断然違う。また、同店ではARIMINOのサロン専
用ケア製品を使ったヘアトリートメントも人気。「アリミノ・ケアトリコ・トリートメント

（HKD580）」など、1人1人の髪質やダメージに合ったヘアケアで、サロン帰りのさらさら
感を長期間キープできる。
　そんな同店が、開店1周年を記念して、お得なキャンペーンを実施中！新規の方に限
り、8月31日までの期間限定で、ヘアー
カット（通常HKD330～）が10％オフに。
またカラー（通常HKD610～）、パーマ

（通常HKD460～）、トリートメント（通常
HKD380～）がいずれも25％オフに。夏
真っ盛りのこの時期に、思い切って髪か
らイメージチェンジしてみてはいかが？

TO・KIO HAIR DESIGNING
住所：Suit 3103-6, 31/F., Soundwill Plaza, 38 Russell St., CWB
電話：(852)2613-0303
時間：11:00～19:30
ウェブ：www.tokio-hair-designing.hk

人気ヘアサロンの
お得な1周年キャンペーン！
TO・KIO HAIR DESIGNING
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

お客様への想いとチームへの想い、どちらも大切にしている
日本人＋香港人スタッフ陣

ARIMINO製ヘアグッズを使用している

広 と々した空間でリラックスできる
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香港

【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

◆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。

第148回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

冷え知らずの法則第５か条

第１条　朝1杯のお湯をのむべし
朝起きたときに何を飲んでいますか？ 冷たい水？ コーヒー？
Breakfast（朝食）の本当の意味は、「断食を終える」。私たちは、毎日夕食
から朝食までの間に「プチ断食」をしているのです。断食の後に冷たいも
のは取りませんよね。胃にこたえるものも取りませんよね。冷たいものは
内臓を冷やします。内臓が冷えると新陳代謝も低下してしまいます。だか
ら、朝の起きぬけには、【お湯】を飲むことをおススメします。体が温まる
と目覚めもスッキリするし、朝のリズムも整いますよ！

第２条　体温を左右する食品を見極めるべし
一般的に、水分が少なく引き締まっている食品は体を温め、水分が多く
柔らかいものは体を冷やします。わかりやすい例えで言うと、蕎麦やス
パゲッティは堅く締まっているので体を温め、柔らかく水分の多いう
どんは体を冷やします。また、水分の多い牛乳はそのままだと体を冷や
す食品ですが、水分を取り除いたチーズになると、体を温める食品にな
ります。

第３条　体を冷やさずに野菜をたっぷり摂るべし
野菜というと、サラダやジュースで摂る方が多いですが、この摂り方は体
を冷やす原因に。スープにすると、体が冷えずに量もたくさん食べられる
のでおススメです。スープは水に溶け出したビタミンやミネラル分もま
るごと摂ることができます。

第４条　体温は36.5℃以上に維持するべし
細胞が活発に活動できる良い体温は、36.5℃です。日ごろから、体温を
36.5℃に維持することで、肌の細胞の活動性が上がり、寒く乾燥する冬で
も、乾燥知らずの肌を保つことができるようになります。この体温を維持
するためにも、こまめに体温を測るようにしましょう。そして、36.5℃以下
であれば、体を動かして体温を上げる努力をしましょう。
体温を上げるためには、厚着をして「保温」をしてもだめです。保温は、漢
字そのままで、体温を保つことです。体温を上げることではありません
ね。効率よく体温を上げるためには、筋肉を動かすことがよい方法です。
筋肉を動かすには、エネルギーが使われます。エネルギーは、筋肉を動
かす力となるだけでなく、一部が熱に変わります。ですから、強い力で筋
肉を大きく動かすほど、多くのエネルギーが使われるため、多くの熱が発
生します。

第５条　冷えない体をつくるトレーニングをするべし
冷えやすい体と、冷えにくい体がありますが、実は、ちょっとしたことで、冷
えない体をつくるトレーニングができます。体をしっかり温めた入浴の最
後に、足首から下に冷たい水をかけて下さい。
最初は冷たくてびっくりしますが、すぐに体がぽかぽかと温まってきます。
冷えた部分に血液が集まってくるため、体の血液循環も良くなります。

楊さちこの中医美容学的　夏冷えにご用心！

暑ければ暑くなるほど、体は冷たいものの食べ過ぎ、飲み過ぎや、冷房の効き過ぎで、意外なほど冷えてしまいがち。 　
夏の冷えは、体にびっくりするほど大きな負担をかけます。冷たいものの摂り過ぎはもちろん、暑いからといって
シャワーではなく、きちんとお風呂につかるとか、冷房の風に直接当たらないようにして、夏の冷えから身を守るのが大切です。
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