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　政府の成長戦略の1つに「女性活用」が掲げられ、実際に第2次日本政
府改造内閣でも女性閣僚が5人起用されたことが話題になっている。働
く女性たちは、現在の働く環境についてどのように感じているだろうか。
正社員への転職や就職を希望する女性を対象に、働く上での男女差、現
在の職場の働きやすさ、より働きやすい職場に必要なことを伺った。

　働く上で、女性であることを不利に感じたことが「ある」という方は
54%。年代を重ねるごとにポイントは上昇した。不利と感じた理由で
もっとも多かった意見は「出産後に仕事を続けにくい」、次いで「給与・
待遇に差を感じる」だった。特に「給与・待遇に差を感じる」の項目は、20
代の27%から40代の57%まで急速にポイントが上がっている。現在の
職場が働きやすいと言えるかたずねたところ、「働きやすい」という方が

57%となりました。その理由は「職場の雰囲気が良い」「労働時間が適
正・融通が利く」が過半数を超えている。今後、女性が働きやすい職場に
するために必要なことは「職場復帰支援」「育児休暇制度」「短時間勤務
制度」など制度面の充実という意見が多く集まった。一方、40代の方は
制度面よりも意識改革が必要、と答えている。

　人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社（本社:東京都新宿区、代表取締役社長:鈴木孝二）が運営する、
正社員で働くことを希望する女性向け求人情報サイト『エンウィメンズワーク』（women.en-japan.com）上で、
サイト利用者の女性544名を対象に「働きやすい職場」をテーマにアンケートを行った。
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女性は不利だと職場で感じたことがある女性は54％！女性は不利だと職場で感じたことがある女性は54％！

日本の現状も気になる！
女性の職場環境調査 ～「働きやすい職場」を発表～

【調査概要】
■調査方法：インターネットによるアンケート
■調査対象：「エンウィメンズワーク」利用者544名
■調査期間：2014年7月24日～9月30日

ビジネス（香港・広東共通）
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　9月30日(火)香港和僑会にて第109回目となる定例会が開催された。テーマは、「人生いろ
いろ、小売もiroiro」。講演には、およそ50名が参加した。今回の定例会は対談形式で行われ、
講師にTOP&TOP LIMITEDの田中氏、インタビュアーには田中氏のことをよく知る「すし廣」
のオーナー吉田氏を迎えた。
　田中氏は、1991年にTOP&TOP LIMITEDを設立し、現在自社ブランドとしてレディース雑貨
の「ans」とMTR駅構内でファッションコンビニ「iroiro」、吉田カバンのフランチャイズの
ショップ「Kurachika」の3ブランドを香港中心にマカオ、中国、台湾、シンガポールで展開して
いる。吉田氏も同様に、1991年に起業し、現在すし廣に加え、鉄板焼きや天ぷら等のお店と
アパレル会社の経営をしている。いずれも、香港の日本人起業家を代表する二人だ。
　対談の中では、田中氏が歩んできた「香港での起業人生」が、吉田氏の面白くも真剣な質
問によって次 と々引き出されていった。田中氏の今までのエピソードが語られた後、「自分の
経験を含め、これから起業する人へのメッセージはありますか？」という吉田氏の最後の質
問に対して、田中氏はこのように答えた。「私にとって、起業してから現在に至るまで、大切な
ことは二つありました。一つは、自分を信じること。3～4年続ければある程度形が見えてきま
す。自分を信じて続けることが大切だと思います。もう一つは、場面ごとに今やっていること
が本当に自分のやりたいことかを考えること。人は気づいた時には目指す方向とは違う方
向へ進んでしまうことがあります。自分はどこ
へ行きたいのか、自分のやりたいことは何な
のかを意識的に考えれば、その間違いに気づ
くことができるはずです。」
　この田中氏の言葉は、定例会に参加した現
在起業を考えている人やこれから社会に出る
学生たちにとって貴重なものとなった。
　対談後は、懇親会が行われ、参加者たちは
食事をしながら、名刺交換をしたり定例会の
感想を伝え合いながら交流を楽しんだ。

香港和僑会オフィス
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Rd.,  TST
電話：(852)2730-1055
時間：月～金 9:00～18:00(土日祝日定休)
メール：jimu@wa-kyo.org
ウェブ：www.wa-kyo.org

香港で起業し
20年以上続けるには

ゲストの質問に答える田中氏（写真右）

香港&広東

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
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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

Supreme
Recruitment

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～29K

大手日系電子デバイスメーカー、Senior 
Accounting Officerを募集、香港現地の
ACCA資格を持ち、日系の会社に関連経験の
ある方。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 16K～20K

大手日系電子部材メーカー、シニアセールス
コーディネーターを募集、日系電子、貿易の
販売管理の経験者を希望。  　

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 キングスウェイ～20K
3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務、カス
タマーサービス。金融商品購入に伴う事務
処理。データ入力。ビジネスレベル以上の英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/香港島 キングスウェイ～25K

3年以上のカスタマーサービス経験。結婚に関
するコンサルティング、マッチング業務、イベント
の手配。研修あり。コミュニケーションレベルの
広東語と英語。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
サービス 香港/香港島 ～35K

10年程度の日系経理関連業務経験。関連
会社の連結、月次、年次、売り上げ表、利益
一覧数字の分析、財務、税務関連業務など。
新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～18K

経験、語学不問。フォトショップ等の画像処理
ソフトを使用できる方尚可。企画営業（デザ
インは不要）、提案営業、プレゼン、市場調査。

キングスウェイ
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/九龍 ～20K
3年以上の事務経験。商品管理に関する事務
処理全般。エクセル入力多い。コミュニケー
ションレベルの英語。

香港/九龍 ～30Ｋ キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、EU、アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの
英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～40Ｋ

営業。中国での就労経験者の方優遇。できれば
電子、電気車関連の業界にいた方を希望。なく
ても営業センスがある方であれば検討可能。
北京語日常会話レベル。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 13K～16K

大手日系繊維製品メーカー、販売管理担当を
募集、主にお客のフォーカスと注文をフォ
ロー、生産と納期の確認、顧客の要求に対応
など、大学で関連学科の卒業者が優先。　

RGF 香港

RGF 香港

金融/保険 20K～30K香港/香港島

日系の大手製造業・商社向けのグローバル
ERPプロジェクトにおける、プロジェクトマネジ
メント業務。製造関連のクライアントが多いた
め東南アジアへの出張あり。要英語、中国語。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 25K～香港/香港島

大手日系化粧品会社にて経営企画部と人事部
のマネジャーを兼任できる方を募集中。英語、
広東語が堪能な方、管理系または会計・経理
の経験がある方歓迎。

営業・販売系/小売・流通 15K香港/香港島

船舶貸渡業のアソシエイト業務。新規顧客の
獲得。既存顧客との関係維持。その他データ入力
や総務全般。経験者優先。英語ビジネスレベル。
コミュニケーション上手な方。

RGF 香港金融/保険 香港/香港島 25K～45K

事業開発マネジャーとして、事業戦略と行動
計画の開発、実施担当者を募集。IFA/保険ブ
ローカーの事務所に勤めた経験がある方、保険
ブローカー資格をお持ちの方優遇。

Supreme
Recruitment

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 13K～16K香港/九龍

大手日系オーディオメーカー、既存のべンダー
を調達と新規開発ため、バイヤー（資材）を募集、
2年間電子部品の資材担当の経験者が優先。

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 19K～22K香港/九龍

デジタルメディア社にて、ウェブサイトのレィア
ウトの設計、グラフィックの作成ため、シニア
ウェブデサイナ、ウェブチャネルスペシャリスト
を募集している。

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～28K香港/九龍

大手ITソリューションウェアプロバイダにて、
ITサービスアカウントマネジャーを募集してい
る、日系企業のアカウントをフォロー経験者を
希望。

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 15K～22K

大手ITソリューションウェアプロバイダにて、
社内と外部ユーザーへIT技術支援ため、デスク
サイドITサポ－タとデスクトップのサポータを
募集している。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 18K～22K

印刷複合機の営業部署にて、日系企業への
販促。顧客から頂く細かい要望をヒアリング
して、香港人営業へフィードバックし、製品の
提案など。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容

20K～25K

日系脱毛サロンにて接客および施術師募集。
基本的なビジネスマナーをお持ちで、美容業界
にご興味をお持ちの方。ご入社後サービスに関
する研修などを提供あり。

香港/香港島
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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

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 18～22K
インターネット関連サービスの利用者に対する
カスタマーサービス業務および事務作業全般。
英語日常会話レベル以上。

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/
その他サービス

20～23K香港/香港島
ファッションブランドのオンラインサポート
業務およびチームマネジメント。英語日常会話
レベル。要シフト勤務。

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

18K～22K

香港/九龍

日系物流企業にて、対日系顧客のカスタマー
サービス業務。海外のグループ会社との頻繫
なやりとり有り。出張無し。英語ビジネスレベル
必須。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K～35K

アパレル製品の日系顧客向け営業およびマー
チャンダイジング業務全般。英語または普通話
ビジネスレベル。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 20K～25K 

日系会計事務所にて顧客と社内の会計士との
仲介役募集。英語ビジネス、広東語もしくは
普通語堪能な方尚可。大卒以上、3年以上の就業
経験のある方。CPA保有者または経験者優遇。

深圳 20K～30K RGF 香港

半導体の販売。日本本社との業務連絡。月に
数回、広東省、華東地区などへ出張。まれに遠方
もあり。ビジネスレベルの中国語力。半導体
業界にて営業経験5年以上。

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19K～21K香港/新界

アパレルOEM企業が、日本人デザイナーを募集。
Illustrator、Photoshopが使える方。英語力
はメールでのやりとりができ、仕様書を作成・
読めるレベル。中国語が使えれば尚可。同業界、
同職種の経験者尚可。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 25K

大手日系企業（小売り、デパート）での管理部門
（財務経理/人事総務）マネジャー募集。財務
知識、人事総務経験あれば尚可。管理部門関連
マネジメント経験者歓迎。

香港/九龍

香港/九龍

15K～25K

香港や華南地域に展開する各社化粧品小売店/
ドラッグストアへの新規開発営業業務。化粧品
の出品販売交渉、棚デザインの提案、各取引先
への納品管理など。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

17K香港/九龍

コスメ販売オンラインショップにてカスタマー
サポート募集。1年以上のカスタマーサポート
経験。英語ビジネスレベル。中国語できれば
尚良し。コスメ商品や生活雑貨などに興味が
あること。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K香港/香港島

営業と協力してのITソリューション製品/サー
ビスのプレセールス活動。プロジェクト管理。
トラブルシューティング。英語コミュニケーション
レベル必須。

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

クリエイティブ系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

RGF 香港営業・販売系/小売・流通

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

20K香港/香港島

日系投資・保険コンサルティング企業にて
カスタマーサービス及び秘書業務をマルチ
タスクに担当。メール・電話等での顧客対応、
海外拠点とのやりとり、各種事務手続き有り。
英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

営業・販売系/外食・フード

香港/新界

19K～
食品関連サービスの法人営業業務。新事業の
ためマーケティング・新規開拓・フォローアップ
まで一連を担当。英語コミュニケーションレベル。

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（機械・電気・電子）

東莞 RMB
30K～35K

内部統制。管理部での内部統制、内部監査対応
経験。上場対策準備の経験・知識。北京語：
ビジネスレベル。

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

RMB
15K～25K広州

会社全体の管理、日本への状況報告、日本
出張。要自動車業界または自動車業界向け
の営業あるいは管理職経験。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 RMB25K

金型技術。プラスチック金型を製作することに携
わってきた方。全般にわたって理解・指導でき、
長く勤務できる方。2次元CAD、3次元CADを
理解できること。北京語：日常会話レベル。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 応相談広州

現金管理、税務処理、買掛処理、本支店・連結
会計業務、財務管理・分析報告資料作成業務。
北京語会話、財務・簿記に関する知識のある方。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 インテリジェンス

深圳
RMB

10K～20K

営業。中国での就労経験者の方優遇。できれば
電子、電気車関連の業界にいた方を希望。なく
ても営業センスが有、やる気がある方であれば
検討可能。北京語：日常会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 25K～30K香港/九龍

電子部品商社での営業職。営業経験2年以上
ある方。電子部品業界での営業経験者歓迎。
出張可能な方。英語ビジネスレベル。中国語で
きる方尚可。

ビジネス（香港・広東共通）
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ようこそ
魅惑的なジュエリーの世界へ

L’ÉCOLE Van Cleef & Arpels
住所：The QUBE, PMQ, 35 Aberdeen St., Central
ウェブ：hk.lecolevancleefarpels.com/tc/sessions/savoir-faire

　ジュエリー愛好家から、まだ知られざる世界の内側
を知りたい方までも入学できるジュエリー学校

月01。」）ルーコレ：称略（sleprA & feelC naV ELOCÉ’L「
16日から11月1日までの約2週間に渡り、セントラル
（中環）のPMQに期間限定ワークショップを開催する。
　1906年、パリヴァンドーム広場にブティックを構え
た名門ジュエラーヴァン・クリ―フ＆アーぺルにより設立
された、世界発のジュエリー学校。授業内容は芸術史、原石の世界、サヴォアフェールと3つ
のテーマで分けている。講師たちと交流したり、貴重な素材に親しみながら、ヴァン・クリーフ
＆アーペルのノウハウを身につける好機会となってる。

香港香港

香港

　ディズニーのアニメ『アナと
雪の女王』の観客動員が日本で
2千万人を超え、ジブリの『千と
千尋の神隠し』に次ぐ歴代2位
に。松たか子さんの歌う主題歌
はYouTubeでの再生回数が、字
幕版と合わせて1億1千万回を
超えています。YouTube上はさ
ながらカラオケ大会、アナ雪の
挿入歌とそれらの替え歌が勝手

に歌われていますが、その中で注目されているのが、方言に
よる吹き替えです。
　きっかけは、挿入歌『生まれてはじめて～リプライズ』の
シーンを博多弁に吹き替えた動画。歌唱力があり、画面もしっ
かり作られているので、当初から「プロによる犯行」と推測され
ていました。これが大当たり。次に現れたのが、同じ歌の大阪
弁バージョン。大阪のシンガーソングライターによるもので、
「博多弁版をベースに」と銘打った上で、博多弁版の作者に謝
意を表しつつ、同じく立派な歌唱力で歌い上げています。それ
ぞれ3百万回、4百万回に迫る勢い。続いて、広島弁、名古屋弁、
八戸弁、長崎弁、京都弁、甲州弁などが現れ、沖縄、土佐、富山、
奈良、山形、鹿児島、宮城、遠州、小松…と、増殖中。
　中国には以前から、中国各地の方言で勝手に吹き替えられ
たディズニーアニメの海賊版、「なんちゃってバージョン」が
あるのですが、これらは地元の人以外は、まず見ないです。他
地域の人が聞いても何を言っているのか理解できませんか
ら。アナ雪の日本語方言バージョンは、「できるけん、絶対でき
るけん！」といった具合に、ほとんど文末の接辞が違うだけで、
日本人なら誰でも理解できます。再生回数が多いのは、その
方言の使われている地域以外の人たちも見ているからです。

最近、各方面で方言が好意的に受け止められているのは、方
言がやさしくわかりやすくなり、何を言っているのか他地域の
人にも理解できるようになったから、というのも理由のひと
つ。アニメのキャラ語尾などにも応用されているこういった
「簡略方言」は、各地の名物・特産品と同じく、それぞれの地域
を表す一種の指標として機能しています。
　挿入歌『とびら開けて』の博多弁版では、「教えてよ、何が好
きか」「サンドイッチ！」のところが「めんたいこ！」に、『生まれ
てはじめて』の広島弁版では「チョコを食べちゃう～」が「もみ
まん（もみじ饅頭）食べるんよ～」にアレンジされています。
『雪だるまつくろう』の八戸弁（南部弁）バージョン『雪だるま
こへるべ』も再生回数が３百万回に迫る人気ぶりで、「がんば
れジャンヌ！」のところが「がんばれ光星！」に。これは高校野球
で有名になった八戸の光星学院のことでしょうね。名古屋弁
の『雪だるまつくろまい』では「自転車に乗ろう～」のところが、
期待通り「けったマシーン乗ろまい～」。こういうローカライズ
の火付け役も博多弁版で、「国中が雪と氷に包まれたの」のと
ころを「博多が雪と氷で包まれたと」としたのが起爆剤。大阪
弁版でも「大阪が雪と氷でえらいこっちゃや」。八戸弁でも「八
戸が雪と氷さ包まれでらの」。八戸ならこれは、妙に実感がわ
きますね、現実に起こりそうなことです。土佐弁では、「高知中
がカツオのたたきに包まれたが！」。
　現在、一般に「方言」とされるものの中には、方言学の方面
からは「新方言」と呼ばれているものが多く含まれています。
AKBが各出身地47都道府県の方言を話す缶コーヒーのCM、
このCMシリーズの中で言われている強調の副詞、大阪の
「むっちゃ」、広島の「ぶち」、宮崎の「てげ」、佐賀の「がばい」な
どがさしずめ典型的な新方言。「がばい」は島田洋七さんの
『佐賀のがばいばあちゃん』で有名になりましたが、昔は「が
ばい」という言葉はなかった、と佐賀のご老人は言います。21

世紀の最初の10年で日本から方言は死滅する、などと言われ
たものですが、日本の方言はむしろ、その担い手を若い人た
ちに替えて、新しい時代に入ったのだと見るべきでしょう。「今
年も海に行くけんて、いっぱい映画も観るけんて、約束したや
ない…、会いたか…」と博多弁で森口博子さんが歌った『会
いたい』に多くの博多っ子と博多以外の人たちが涙したの
は、この言葉が死んでいない証拠です。 
　現在の大阪弁は大正末期から昭和初期にかけてできあ
がったもので、井原西鶴のころの大坂言葉とは異なります。江
戸時代はまだ関西の言葉が標準語、関西人は関東の言葉を
見下して、関東の田舎者は観音様（くゎんおんさま）を「かん
のんさま」、天王寺（てんおうじ）を「てんのうじ」と訛る、と揶揄
したのですが、今では関西でも、かんのんさま、てんのうじ。
関東式に「訛って」います。言葉は、変わるものなのです。野暮
な提案ですが、西鶴の時代の言葉で浄瑠璃版アナ雪、など
作ってみてはいかがでしょう。きっと世界が注目しますよ
（3DCGも人形浄瑠璃も似たようなもの、どちらも動く立体）。
古典への関心が高まって、歴女、宙ガール、などに続き、古語
ガール、なんてのが現れるかもしれません。古語と方言との
関係が理解できたとき、それこそが本当の、方言の世界への
入り口となるのですが。

　　　　　
　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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深圳

深圳香港 香港＆広州

香港

広州

広州
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幸福華府　Xingfuhuafu

（所在地）  福田区新洲路与新洲街交汇处
（間取り） 1LDK（55㎡）、1LDK（70㎡）、2LDK（105㎡）、3LDK（150㎡）
（室　内） 家具・家電・食器類等一式付き
（環　境） 地下鉄1・2号線（购物公园）徒歩15分
（備　考） 新築サービスアパートメント！ 
  蛇口のサマーセットが福田区に堂々完成
 ＜家賃に込み＞管理費・税金・インターネット
 室内清掃・シーツ交換・朝食・ジム・プール
 シアター・ジャグジー・キッズルーム等
 オープン時のサービスプロモーションあり
 最高級グレード、是非お問い合わせ下さい！
（月　額） RMB12,500、15,000、21,000、35,000

南山一品(Nashanyipin)

深圳

深圳盛捷君临天下服务公寓/Somerset Grandview Shenzhen

（所在地） 南山区东滨路与向南路交汇处
（間取り） 4LDK/150m²(メゾネット)
（室　内） 新築未入居
（環　境） 蛇口花園城ウォルマート至近
 日本人学校への通学便利
（備　考） 新築マンション! 日本人オーナーで落ち着いた内装
 特に水周りが広く、使いやすいお部屋になっています
 広 メ々ゾネットタイプ(4LDK)　バスタブ付で収納も広々
 高層階 日当たり・眺望良好　1階カフェがオシャレでとても人気
（月　額） RMB13,000

（所在地） 羅湖区宝安南路与紅桂路交匯処
（間取り） 1LDK（44㎡）、2LDK（63㎡）、3LDK（96㎡）
（室　内） 家具・家電一式付き(新品)
（環　境） 地下鉄1・2号線(大劇院)徒歩10分 
 地下鉄3号線(紅嶺)徒歩5分
（備　考） 羅湖エリアで希少な新築物件　新内装(未入居)で眺望抜群 
 人気の大劇院、お値打ち家賃　周辺、スーパー・飲食店等多数 
 エントランスも超豪華!!
（月　額） RMB4,000、5,500、8,500

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）

20 Pocket Page Weekly 17 October 2014 No. 457
B



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

田部井さん訪港記念食事会！
福島県出身の世界的女性登山家 田部井
淳子さんをお呼びし、香港にて食事会を
開催いたします。
主催　香港華南福島県人会
日時:11月16日PM　場所:香港CWB
費用:HKD350～450
御参加希望の方は、10月25日まで幹事渡
邉までご連絡ください。
takashi@cap-jpn.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港稲門会クリスマス会のお知らせ
香港で最も大きいといわれる自然木の
ツリー点灯式を体験できる「香港カント
リークラブ」にて、クリスマス会を開催し
ます。当日は、大人も子供も楽しめるア
トラクションや、様々な豪華景品を多数
ご用意しております。ぜひお気軽にご参
加ください。
■日時:12月6日(土)17時開場、17時30分
開宴
■場所:香港郷村倶楽部(The HK Country Club)
※帰路は主要エリアへのバスをご用意
いたします。
■会費:大人(中学生以上)600ドル、子供
(4才以上)200ドル※3才以下無料
■お申込・連絡先:糸木・野本
(E-mail: hktomonkai@yahoo.co.jp)

稲門会会員の方は、お送りしているご
案内メール内のリンク先サイトよりお
申し込みください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FX Freedom Club
香港在住、FX取引で生計を立てる個人ト
レーダーの集まりです。FXトレードで時
間とお金から自由になり、各々の本当の
夢を叶えることが目的です。
info@fxfree.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋の早慶対抗ゴルフコンペのご案内
春に続き、恒例の秋の早慶対抗ゴルフ
コンペを開催いたします。どうぞ奮って
ご参加下さい。参加ご希望の方は、稲門
会、三田会の各連絡先まで、メールにて
お申込み下さい。
日時：11月15日(土)
場所：東莞銀利ゴルフクラブ
連絡先：hktomonkai@yahoo.co.jp
hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都外大OB会
京都外国語大学卒業生のOB会です。2、
3ヶ月に一度食事会を行っております。京
外大や京都にゆかりのある方はお気軽
にご参加を。
中野：yukari1009@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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：jimu@wa-kyo.org
電話：(852)2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
centralhk@geosasia.com
(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
35回目となるアンサンブル・ディマン
シュ香港定期演奏会。今回のメインは
ベートーヴェン交響曲第五番。ジャジャ
ジャジャーンだけでは終わらない、すべ
ての楽章に息づく「運命」の真髄に迫り
ます。生の音で聴くクラシックはまた格
別。お子様の年齢による入場制限はあり
ませんので、どうぞご家族みなさまでお
でかけください。 2014年11月16日(日)午
後3時開演。会場は緑の借景が瑞 し々い
日本人学校小学部香港校　体育館
(No.157 Blue Pool Rd., HK)。ベートー

ヴェン: 交響曲第5番 /スメタナ:「わが祖
国」よりモルダウ/ ニコライ:「ウィンザー
の陽気な女房たち」序曲/ ジョージ・バ
ターワース/　緑の枝垂れ柳の岸辺/ ほ
か *入場無料 *車での来場はご遠慮くだ
さい*団員随時募集中*お問い合わせ:す
がはら　9465 9140、
Facebook：www.facebook.com/HKDimanche
ホームページ:hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古本引取ります！
日本に帰任されたり、引越されたりする
方で、不要な漫画本などがある方、是非
譲ってください。引取りに伺います。よろ
しくおねがいします。
原 zets_ppw@pocketpage.com.hk
 (852)9225-8287
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
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第152回Pocket rφpeque®

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

　人間は生まれた時から年をとります。私が専門にしている中医学では、女
性は７年を基数として、心身に変化が起こるとされています。中医学的に
は、女性の人生の頂点は28歳。体力的に一番充実している時です。精神的に
は35歳が一番いい状態。私個人は、心身ともにバランスの取れた35歳が女
性の頂点だと考えています。
　昔と比べ平均寿命が延びていますが、だからといって人生の頂点は変わ
りません。昔は「人生50年」。35歳をピークとすると、そこから平均寿命まで
は15年。それが今や、日本人の平均寿命（女性）は86歳。35歳のピークから
平均寿命まで、50年以上もあるんです。
　35歳前後を境目に、私たちの体は見た目も内側も下り坂に入ります。顔
にシワが目立ち始め、化粧を落とさず寝てしまうと翌朝大変なことになっ
たりとか、以前は大丈夫だった２～３日の連続徹夜が、体力的に難しくなっ
てきたりもします。２日徹夜できたとしても、回復までにさらに２日かかっ
たり……、もう大変。おまけに現代に生きる我々はピークを越えた後の、下り
坂の年月の方がかなり長くなっているんです。悲しいけど、現実です。
　それ故、私たちは「保ちたい」。
　何をかって？それは、「見た目の美しさや若さ、健康な体」です。女性なら
いつまでも“綺麗”を保ちたい。実は本書はそのための一冊なんです。
　人は、放っておくと、必ず昨日よりも老いていくのが現実。掃除を怠った部
屋に埃がたまるように、少しずつ、自然と衰えていくんです。
　でもね、ちょっと頑張れば、今日は昨日と同じくらいに保てるものなんです。
　「頑張る」のが負担な方は、「クセ（習慣）にすれば」と置き換えてください。
　ちょっとしたことをクセ（習慣）にできれば、昨日の自分を今日も維持で
きます。それがクセい習慣いになってしまえば、続けることがラクちんにな
ります。
　ある時ふと気づくはずです。「あれ、最近調子いいな♪」と。そしてそこに
は、昨日より、老けていない状態がずーっと続いた自分がいてくれるのです。

＜＜もくじ＞＞

はじめに 
本書の使い方 
チャートで診断！ あなたは何タイプ？ 
タイプ別　逆引きインデックス 
　☆楽して頑張りたいお気軽タイプがすべきこと
　☆ひたすら頑張る熱血タイプがすべきこと
　☆マイペースで頑張るコツコツタイプがすべきこと
第一章　昨日よりも「綺麗な肌」を育てる魔法の習慣 
第二章　昨日よりも「引き締まったボディ」を手に入れる魔法の習慣 
第三章　昨日よりも「体内年齢」を若返らせる魔法の習慣 
第四章　「どこから見ても綺麗なひと」になる魔法の習慣 
おわりに 

Column 1　片ひじ＆頰づえで顔がゆがむ 
Column 2　ぽっこりお腹に別れを告げられる食材 
Column 3　お腹の虫を抑えるツボ 
Column 4　ダイエット下着は美人の大敵 

　本書では小さな習慣を100近く紹介していますが、「全部をやろう！」なん
て思わなくてもいいんです！まずは取り入れやすいことをひとつだけ、続け
てみてください。

　※本書は2010年に出版された『楊さちこの毎日30秒でキレイになれる！』

（ＴＯＫＩＭＥＫＩパブリッシング刊）を改題し、加筆訂正の上、文庫化したものです。

楊さちこの中医美容学的　
新刊『昨日よりも綺麗になる魔法の習慣』をご紹介

◆新刊のおしらせ
「全部やろう！」なんて思わなく
ていい――。綺麗になると決め
た日に、1つだけ始めよう。美し
さを日々更新するための９８
の美容実践術をまとめた中医
美容学の第一人者が教える美
人への“最初の一歩”『昨日より
も綺麗になる魔法の習慣』（光
文社知恵の森文庫）発売中
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　オーガニックといえば、成分が天然なので効果が遅い
と思われがち。そんなイメージを覆すのが「Neal’s Yard
（ニールズヤード）」のFrankincense（フランキンセンス）
シリーズだ。エイジングケアクリームが発売して以来、抜
群な効果で大人気を博した同シリーズが、引き続きエッ
センス「Intensen Concentrate」を第2弾として届ける。
　30日間で若返りができるクリームに対して、今回の
エッセンスはさらにパワーアップし、肌の奥まで栄養を
送ることで効果が早く実感できる。特にアンチエイジン
グの効果が著しいクチナシの幹細胞をたくさん使用して
いるので、期待を超える結果を導く。また、Fairwild認証
をもらった同製品はもっと気楽に使える。
　こちらの新製品は10月22日で世界中一斉発売。オー
ガニック愛好者が誇れるアイテムとして売り切れ必至！

Fairwildとは？
　2008年に設立された、野生の
植物を持続可能な形で利用するた
めの仕組みとのことだ。3つの考え方「生態学的（植物の
保全）」、「社会的（フェアトレードと労働条件）」、「経済的
（持続可能なビジネス）」を融合したコンセプトに基づい
て運営されている。

Frankincense Intense Concentrate
価格：HKD880/30ml

Neal’s Yard
ウェブ：www.nealsyardremedies.com.hk

オーガニック・パワーを最大限引き出す
Neal’s Yard Frankincense Intense Concentrate

香港
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AEROSOLES
セントラル店
住所：Shop 103, Man Yee Arcade, 
           68 Des Voeux Rd. Central, Central
電話：(852)2259-5018

　香港のいいところの1つとして、簡単に世界中のブランド品が手に入ることがあげら
れるだろう。
　抜群の履き心地と高いデザイン性で世界中の女性を虜にし続けるアメリカ発のカ
ジュアルシューズブランド「AEROSOLES」の気になる最新2014年秋冬コレクションが、
ここ香港に届けられた。
　独自のStitch N Turn技術で、足に痛みを与えないように計算されたシューズの内側
には縫い痕が1つもなく、ひねることが出来るぐらい柔らか。伸縮性のある生地は、一度
履いた経験のある人ならファンになること間違いなし。ヒール靴にも全体にクッション

が入っているため履き心地は抜群で、まさに女性の心強い
味方だ。
　そんな同ブランドの今シーズンのコレクションは、レトロ
な古典美をテーマにしている。主役はクラシカルなアニマル
柄。人の目を奪うヒョウ柄、落ち着いた配色に抑えたトラ柄
に、オックスフォードシューズとマッチングされたヘビ柄な
ど、古典美とトレンディさをバランスよく優雅に融合したデザ
インシューズたちは、どんなシーンのコーディネートにも通
用する。足を長く美しく見せたいけれどハイヒールは疲れて

しまう･･･という人もご心配なく。同ブランドのハイヒールは足全体に全身の重量を分
散できる「Heel Rest Technology」という技術で仕上げられており、長時間履いても疲
れにくい。これからの季節に大活躍しそうなブーツもぜひチェックしてみて。主張し過
ぎない上品なデザインは洋服を選ばない。さらに同ブランドを代表するフラットシュー
ズは、落ち着いたコーディネートになりがちな秋冬ウェアを少しでも明るくバランスの
取れた色彩でコーディネートできるよう、大胆な多彩カラーを取り入れている。
　多くのセレブファンを持つAEROSOLESシューズから、これからの季節にぴったりな
おしゃれアイテムを先取りしよう！

［ AEROSOLES ］

一度履けばその履き心地に病みつき！
これからのシーズンにぴったりな足元のおしゃれ
一度履けばその履き心地に病みつき！
これからのシーズンにぴったりな足元のおしゃれ

タイクー店
住所：Shop 243, Cityplaza II, Taikoo
電話：(852)2886-8219
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 ショッピング（香港・広東共通）
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