ビジネス（香港・広東共通）

30年の経営のポイントは、人との出会い。
これからの経営は隙間を狙え！
香港で設立30周年を迎えたA-1 BAKERY 楊井氏が
「これまでの経営とこれからの経営」について語る。
10月15日(水)香港和僑会は、講師にA-1 BAKERYの楊井 元伸氏を迎え、第110

BAKERYで人気の「もちもち

回目となる定例会を開催した。今回のテーマは、楊井氏がA-1 BAKERY設立から

パン」の製造を機械化したこ

の30年を振り返っての「これまでの経営とこれからの経営」。
これまでほとんど講

とで、人員は1/7になり、製造

演の依頼を引き受けてこなかった楊井氏だが、A-1 BAKERY設立30年の節目と

時間を5時間も短縮すること

いうことで今回の講演が実現した。
この貴重な機会に、会場にはおよそ40名の会

ができた。人の手でしか作り

員やゲストが集まった。

出せないと思っていた食感を

楊井氏はまず今までの経営について語ってくれた。楊井氏はこの30年間、パン

変えずにパンを作るのは容易

やケーキだけでなく、カフェやファストフード、ビアーハウス、
ラーメン等の事業

ではなく、機械についての更なる知識と研鑚が必要だったが、試行錯誤の末、も

展開、店舗や工場での社員教育、経営改善、多店舗展開など、様々な挑戦をして

ちもち感を失わない新しい機械の導入が実現し、工場における合理化に成功し

きた。
これらの挑戦の中で、重要だったことは、”人との出会い”だったという。

たのだという。

香港に出店してからおよそ5年後の1991年、経営が軌道に乗り始めたころ、

次に、楊井氏は、
これからの経営について語ってくれた。
これから注目すべき

ジャスコ(現：イオン)の会長との出会いがあり、交渉の末にジャスコへの出店が

は”隙間”だという。現在の経営環境は厳しいが、自分の経験を活かし隙間を突

決まった。それからジャスコ内の店舗数は増え、現在もその数は増え続けてい

けば、経営のチャンスはまだまだあるというのだ。楊井氏自身、今までの製パン

る。1997年には、シティスーパーの会長から出店の依頼を受け、シティスーパー

の経験から、冷凍パン生地の中国への輸入、飲食の経験からクッキングスクー

にも店を構えることとなった。世界中

ルの開設、有名シェフとのコラボレーション企画、
といったアイデアを実現すべ

の高級食品を扱っているスーパーへ

く行動している。30年間の経営を続けてきた楊井氏のこの考えは、現在経営者

の出店は、香港でA-1 BAKERYという

である、またはこれから目指している参加者たちにとって、
「隙間を突くには、自

ブランドイメージを作る上でとても

分のどの経験をどのように活かしたらよいのか」
ということを考えるきっかけと

重要なものとなった。そして、2011年

なるだろう。

楊井氏は中国でトヨタ系の日系商社
との合弁会社を立ち上げ、
トヨタ生産

講演後には懇親会が行われ、参加者たちは、食事をしながら名刺交換や講演
の感想を語り合い、交流を楽しんだ。

方 式 の 主 要 な 考え方 で ある ” カ イ
ゼン”を学んだ。
この”カイゼン”とは、
徹底的に無駄を省くという考え方で、
その後のA-1 BAKERYの経営や工場
等の管理やシステムに大きな影響を
与えた 。1 つ の 例 を 挙 げると、A - 1

香港

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
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

金融/保険

香港/香港島

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
25K〜45K
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。

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通

香港/九龍

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。

15K〜25K

RGF 香港

金融/保険

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。

20K〜30K

RGF 香港

営業・販売系/仲介業
(人材・不動産)

香港/九龍

不動産営業職。賃貸物件の紹介・契約の獲得。
不動産企画。物件情報の管理等。英語ビジネス
レベル。宅地建物取引資格をお持ちの方歓迎。
不動産業界経験不問。

20K〜

RGF 香港

金融/保険

香港/香港島

大手会計事務所でのコーディネーター 職。
顧客と社内の会計士との仲介役。深圳への日
20K〜25K
帰り出張あり。英語ビジネス、広東語もしくは
普通語堪能な方尚可。

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
小売・流通

香港/九龍

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。

25K

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

香港/香港島

旅 行 代 理 店でのカスタマーサービス業 務 。
旅行業関連の資格所有者優遇。旅行業界での
14K〜18K
最低2年間の経験。
カスタマーサービス経験者。
即勤務開始できる方歓迎。

RGF 香港

クリエイティブ系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/新界

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容

香港/香港島

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
20K〜25K
にご興味をお持ちの方。
ご入社後サービスに
関する研修など提供あり。

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

オンラインゲームを運営する企業にてカスタ
マーサポート募集。土・日・祝を含むシフト勤務
が可能な方。未経験者も考慮。

18K〜19K

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

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、 18K〜22K
香港人営業へフィードバックし、製品の提案など。

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

プリンターに使われるローラー等の電子部品
の生産管理業務。製造業会社の勤務の経験が
あると尚可。
英語、
中国語スキルがあれば尚可。 20K〜22K
高等学校卒業以上。
タイ・ベトナムへの出張の
可能性あり。

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

セールスエンジニア職。機械や設備メーカーの
営業若しくは技術者経験。
PLCの知識・CADの
経験・C言語の基礎知識。製造業でエンジニア
の経験のある方。英語ビジネスレベル、中国語
スキルがあれば尚可。

18K〜35K

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

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。
25K〜30K
出張可能な方。英語ビジネスレベル。中国語で
きる方尚可。

RGF 香港

香港＆広東

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 19K〜21K
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

深圳

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。

20K〜30K

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/香港島

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。

〜25K

キングスウェイ

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

3年以上のネットワーク設計、
サーバー構築の
経験。
サーバーエンジニア経験者。顧客コンサ
ルティングなど。
コミュニケーションレベルの
英語。

〜30K

キングスウェイ

香港/九龍

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。

〜18K

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

細かい作業が得意な方。
受注の取りまとめなど
のオーぺレーション作業。配送手配。土日を含
むシフト勤務。
ビジネスレベルの英語、
中国語。

〜23K

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

香港/九龍

実装技術経験者歓迎。
プリント基板の受発注
フォロー、生産管理・出荷調整と管理、各種
レポート作成。華南地区への出張。コミュニ
ケーションレベルの中国語。

〜25K

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
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

会計経理・経営管理/
メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

大 手日系 電 子デバイスメーカー 、S e n i o r
Accounting Officerを募集。香港現地の
ACCA資格と日系の会社に関連経験をお持ち
の方。

25K〜29K

Supreme
Recruitment

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

3年以上の営業経験。電子部品の営業経験者。
スタッフの管理。中国市場の新規開拓。
ビジネ
スレベルの英語、
中国語。

〜25K

キングスウェイ

専門職/サービス

香港/九龍

2年以上不動産業務経験者。賃貸物件の紹介・
契約の獲得、不動産企画、物件情報の管理、
その他業務。
コミュニケーションレベルの英語。

〜30K

キングスウェイ

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

大 手日系 半 導 体メーカー 、営 業 員を募 集 、
OEM、ODMの電子部品の販売経験者、ある
いは日系貿易会社の経験者。

16K〜18K

Supreme
Recruitment

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

香港/九龍

5年以上の品質保証経験。ISOの知識保持者。
品質に関するコンプライアンスの遵守、内部
監査の実施。
ビジネスレベルの英語、
中国語。

〜35K

キングスウェイ

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/九龍

大手日系衣服関連製品メーカー、内部品質シ
ステムーを管理するため、CSR Assistant
Managerを募集している。

24K〜27K

Supreme
Recruitment

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

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。

〜40Ｋ

キングスウェイ

香港/九龍

大手日系OEM, ODMメーカー、
工場品質管理
主任を募集、OEM、ODMの電子部品の販売
経験者、
あるいは日系貿易会社の経験者。

19K〜22K
＋手当

Supreme
Recruitment

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

香港/九龍

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。
月次会計レポート、
各帳票の管理。
総 務 会 計 部 門のスタッフ管 理 。新 規ビザサ
ポートあり。
ビジネスレベルの英語。

〜40K

キングスウェイ

香港/九龍

大手日系服飾製品メーカー、販売管理担当を
募集、
主に顧客のフォーカスと注文をフォロー、 11K〜14K
生産と納期の確認、
顧客の要求に対応する。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/九龍

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、
13K〜16K
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。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/
小売・流通・通信販売

香港/九龍

ローカル免税店、販売管理マネジャーを募集、
店頭の運営、品物の入荷納期の確保、店員の 19K〜27K
人事管理など。海外出張が必要。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

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。

16K〜20K

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍

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。デスクサ
15K〜22K
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。

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

大手日系半導体メーカー、営業アシステントを
募集、大学新卒者、
日本語、英語、北京語。

11K〜14K

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

香港/九龍

大手日系電子部材メーカー、営業アシステン
トーを募集。
日系電子、
貿易の販売管理の経験者
を希望。

12K〜15K

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍

大手日系オーディオメーカーで既存のベン
ダー調達と新規開発のためバイヤー（資材）
を
募集。2年間電子部品の資材担当の経験者が
優先。

13K〜15K

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

マルチメディアゲ−ム会社にて、
モバィルゲーム
（アンドロイド/iOS)を開発ため、
アナリストプ
ログラマー
（ユ二ティ/ココス）
を募集している。

28K〜35K

Supreme
Recruitment

香港/九龍

デジタルメディア社でシニアウェブデサイナー、
ウェブチャネルスペシャリストを募集している。
19K〜22K
ウェブサイトのレイアウトの設計、
グラフィック
の作成。

Supreme
Recruitment

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。 18K〜28K
日系企業のアカウントをフォロー経験者を希望。

Supreme
Recruitment
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

紹介会社

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

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

25K〜30K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

香港/九龍

賃貸物件の紹介・契約の獲得。不動産企画、
物件情報の管理、
賃貸仲介業務など。
宅地建物 20K〜40K
取引資格をお持ちの方。

インテリジェンス
香港

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。

25K

インテリジェンス
香港

営業・販売系

香港/九龍

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。英語または北京語
ビジネスレベル。

20K〜35K

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

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。
要香港で就労可能なビザ。

20K

インテリジェンス
香港

香港/九龍

日系電子部品メーカーの生産管理部にて、
各種
データ集計・レポート作成・海外拠点との連絡
業務を担当。
要英語コミュニケーションレベル。

20K〜22K

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
医療関連

香港/香港島

各アジア支店の四半期決算対応、財務諸表
作成等、会計財務統括ポジション。英語ビジ
ネスレベル必須。

30K

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
外食・フード

香港/新界

マーケティングおよび新規事業の企画・立案、
新商品開発、
ブランディングなど。
創造的で斬新
20K〜30K
なアイデアお持ちの方。英語、北京語、広東語
のいずれかがビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
メーカー（化粧品・医薬品）

香港/香港島

WEBマーケティングによる新規市場開拓。
東南
アジア諸国および中国大陸マーケットを担当。
英語ビジネスレベル必須。

応相談

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
外食・フード

香港/新界

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
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/香港島

アクセサリー専門店にて店舗スタッフ業務。
英語、広東語、北京語のいずれかコミュニケー
ションレベル。土・日・祝日勤務を含む、
シフト
勤務が可能な方。

応相談

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本

マーケティングマネジャー。
ソフトウェア業界
でのマーケティング経験者。
マネジメント経験 30〜50万円
あれば尚可。北京語又は英語日常会話レベル。

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（食品・
日用品・アパレル）

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。

20K〜23K

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞

品証担当。電子部品の品証経験者、
ＩＳＯ経験
者管理経験あれば尚可。北京語：日常会話レベ
ル以上（簡単な読み書き）、英語：日常会話でき
れば尚可。

RMB20K〜

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/
金融・保険・投資顧問

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。

20K

インテリジェンス
香港

広州

営業。OA機器メーカーでの業界経験者の方
優遇。
無くても、
華南地区での営業経験があり、
〜RMB25K
やる気のある方であれば応募可能。北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/香港島

インテリアデザインを手がける企業にて、顧客
対応・内装設計・予算管理・施工管理まで一連
のプロジェクト監督を担当。要英語ビジネスレ
ベル。

応相談

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

広州

日系企業への新規開拓（企業検索からアプ
ローチ、
クローズまで）。IT知識は不問。技術的
な話は社内技術者が同席するので、仕事の
きっかけを取るための営業活動を行う。

RMB
10K〜15K

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島

香港のメディア関連企業にて香港内の日系
法人に対して既存・新規営業業務。

18K〜20K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/物流・倉庫

広州

同社引越センターでの日本人向け営業職募集
経験不問。
人柄重視でホスピタリティがあり気配
りができる方を募集。北京語日常会話以上。

RMB15K〜

インテリジェンス
広州

香港＆広東
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生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

19K〜

ライフ（香港・広東共通）
住まい探しのお手伝い

カーサー880

Property Agency List

CASA880 (中層階 Flat B)

日系不動産代理一覧

（間取り） 4LDK+S 1,366s.f（実用1,008sqf) バルコニー付き
（室 内） 家具・家電付き・新内装・海景
（環

境） MTRクオリーベイ
（鰂魚涌）駅に隣接、
徒歩1分、
タイクーの日系
スーパーAEON、
APITAへも徒歩可能な立地。
クラブハウス完備。

（備

考） ペット可マンション。2008年築。

Grand

第一不動産

TEL (852) 2885-7711
Rm. 818, 8/F., Zung Fu Ind. Bldg., 1067 King's Rd., Quarry Bay

グレートユニオン不動産

TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardineʼs Crescent, CWB

（間取り） 1LDK 433s.f (実用327sqf)

CEO property agency ltd

TEL (852)3417-9811
Rm. 1505 Bangkok Bank Bldg., No. 28 Des Voeux Rd., Central

（室 内） 家具・家電装備可・バルコニー付き

（環 境） 部屋は天井が高めで明るい。
日系スーパー近くJUSCO・APITA
があり。
タイクー（太古）のショッピングモールまで徒歩圏内。
お買い物やお食事の他、
スケートや映画鑑賞等が便利。
（備 考） 2014年新築マンション。MTR駅すぐ。
（月 額） HKD18,000 （管理費、税金込み）

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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室

フルホーム不動産

グランドプロムナード 嘉亨湾 (Tower 5 高層階 Flat C)
（所在地） サイワンホー（西湾河）

（間取り） 3LDK 928s.f（実用723sqf)

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

バルコニー付き

（室 内） 家具・家電付き、
日本語BS放送、全海景

境） 大型クラブハウス完備。MTRサイワンホー（西湾河）駅近接。

ABC不動産

ジュノー不動産

リティーが充実。

ベターハウス 深圳支店

考） ペット歓迎マンション。2005年築。

TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室

TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.
(852)2566-0155

香港＆広州

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

OK-Support 深圳

（月 額） HKD32,000 (管理費、税金込み)

深圳

TEL (86) 755-2605-8666

深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

日系スーパーAPITAへ徒歩10分弱。
ジム、サウナ、
プール、
ボーリング場、
ミニシアター、
キッズルーム、
スパなどのファシ

三宝不動産

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

TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley

（所在地） サイワンホー（西湾河）

（備

スターツ
（香港）

南洋不動産

(高層階 Flat C )

（環

TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho

Guang Dong

今週 のおススメ物件セレクト

i-UniQ

トロント不動産

三宝不動産

（月 額） HKD48,000 （管理費、税金込み）

香港

香港

Hong Kong

（所在地） タイクー（太古）

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

深圳市南山区海岸城東座225号

TEL (86) 755-3660-7226

深圳

日本で大人気の週刊ロビが香港に登場！
DIYで簡単に組み立ててロボットと一緒に生活しよう
日本で生まれた週刊『ロビ』はパーツ付きの組み立てマガジンである。

そのロビが10月14日ついに香港でも発売された。

日本で発売と同時に大人気、世界各国でも様々なバージョンを発売

生活における利便性と楽しみのため「ロボットのいる暮らし」を想像し

たことがあるだろうか？昨今科学の発展でロボットも普及してきた。画期

の知識を増やしながら、ロビを組み立てる楽しみと、ロボットに関する
様々な知識を同時に得られる。2013年2月に日本での創刊と同時に大

ヒットを記録。その後、台湾・イタリアでも発売され、人気を博している。
広東語を話せる 子供も大人も楽しめる

完成後の「ロビ」は身長34cm、体重約1kgである。香港版「ロビ」は広東

的な商品である週刊「ロビ」は、毎号付属のパーツを集めて組み立てる

語を話し、約250の言葉を理解しコミュニケーションすることも可能。ま

シリーズである。雑誌内容は5つのトピックスで構成されている。1つ目は

ら大人まで誰でも手軽に楽しめる。

と、愛くるしい動きや会話を楽しめるロボット
「ロビ」が完成するマガジン

ロビの見聞録で、最新の話題ロボットとメカニズムを紹介。2つ目はロ
ボット・クリエーター高橋教授の紹介、3つ目は映画とアニメにおける人

気ロボットの紹介、4つ目はロボットのテクノロジー、ロボット科学を説

た、
ダンスや歌、
リモコン、
タイマーといった機能も搭載している。子供か
頭が良くて、可愛く、そしていろんな反応と動作ができるロビは、あな

たの生活をなごませてくれるだろう。あなたのロビを組み立てよう！

明、そして5つ目はロビの組み立てに関する説明で構成される。ロボット
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Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！

﹁お茶汲みだけでは終わらせたくない﹂
一念発起で駆け抜けるパワフルウーマン

香港、広東で

6歳になる双子を育てながらセントラル(中環)の語学学校

PRES Language Centerでバリバリ働くキャリアウーマン・藤本馨子さん。
2度のカナダ留学、空港勤務、そして香港へ。

幾多の挑戦の末、辿り着いたこの地で一直線に未来を見据える気骨な女性に迫る！

PRES Language Center

藤本馨子さん

インタビュー

パリッと白いスーツを着こなすその女性に会った時、
しっかりと伸びた背筋と
真っ直ぐ先を見る鋭い目に少しだけ圧倒された。香港歴11年の藤本馨子さん

は大阪府出身。元々引っ込み思案な性格ではあったが、高校時代に英語授業

に興味を持ち、映画「バックトゥザフューチャー」や海外ドラマを観ては漠然と
海外での生活を思い描いていたのだという。

この当時からもう日本を離れて生活することを考えていたのですか。

―高校の英語の授業は嫌いではなかったし、自由に話せればいいなあとは
思っていましたが、成績はあまり良くなかったですね（笑）。それでも将来は海
外で生活しているという何かしらの予感はありました。

神戸の短期大学を卒業する頃、藤本さんはカナダへの留学を決める。た

英語を活かす仕事を探し、
ちょうどその頃開港した関西国際空港に就職。国
際線のカウンターで働いた。

カウンター越しから海外へ旅立つ人々を眺める毎日の中で、
また次の思い

が胸に立ち上ってくる。

「本格的に海外の大学で勝負をしてみたい。」
それから1996年までの2年間、
朝晩は家庭教師、
昼間は空港で働いて学費を

稼いだ。阪神大震災の時もあまりの疲労で地震に気づかないほどに寝る間を

惜しんで働き、
彼女は再びカナダへ飛び立った。
バンクーバーのブリティッシュ・

コロンビア大学に入学し、
アジア研究学を専攻。
副専攻に国際関係学を選んだ。

だ、警察官で厳格な父にはそのことをなかなか伝えられずにいた。

専攻、副専攻の内容からしてまさに香港行きを暗示するような。

お父さんにはどのようにして伝えたのですか。

関心がアジアに集まり始めていた時代ではあったのですが、何よりも言葉や

―手紙を書きました。当時の自分なりに父を説得するには手紙でストレート

に自分の思いを伝えたほうが良いと考えたのでしょう。
「お茶汲みで終わりた

くはない。海外で挑戦したい」
と。

返事はなかなか来なかった。それでも短大を卒業してからカナダの新学

期が始まる9月までひたすらアルバイトをして資金を貯めた。返事が来たの
は、
カナダへの旅費を貯め終えて旅立つ直前だった。
「自分で何ができるかやってみろ。」

同じ土俵で勝負しても勝てないと思ったわけです。

なるほど。すごい意気込みですね。藤本さんのギラギラした目が想像できます。
―大変でした。
カナダ人の6倍もする授業料を払っていたので「絶対に負けた

くない！」
と思っていました。それほどお金をかけて同級生に劣る成績を残す
のはプライドが許さなかったんです。

元フィリピン大統領のアキノ氏の通訳として鳥取三洋電機に入社、東京の外

1992年8月22日。奇しくも父の誕生日。藤本さんはカナダのブリティッシュ・

コロンビア州へ飛んだ。語学学校に入学し2年間の猛勉強と右も左もわから
ぬ異国の地での“サバイバル生活”を終えて日本に帰国。

資系企業への転職を経て2003年9月、香港に渡る。2008年の出産までの約5

年間をみずほコーポーレート銀行の資金室で働き営業の基礎を磨いた。そ

して現在、PRES Language Centerで営業職としてカスタマーサービスに従事
している。双子を出産後6年が経とうとしている現職の中で、藤本さんには大
切にしていることがある。

帰国した時は、
ご両親喜んだでしょうね。

―そうだと思います。
それでも帰ってきた私を見て
「別人になった」
と驚いてい

ました。英語はもちろんのこと、見知らぬ土地で生活をしたことで精神的にも
かなり逞しくなっていたのだと思います。
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文化のギャップを越えてカナダ人と対等に勝負するために選んだ専攻です。

1999年。大学卒業後、
日本に帰国した藤本さんは、社外取締役に就任した

厳格な父らしいストレートな言葉に胸が震えた。

香港

―香港のことはこの時には頭にはありませんでした。政治・経済ともに世界の

深圳

それは「学校に来てくれるお客様の立場に立って考えること」だ。

簡単なようでいてなかなか出来ないことですよね。

―そうですね。人生を振り返ってみると沢山の経験を積んできました。留学、

ライフ（香港・広東共通）
香港＆広州

就職、香港での結婚、出産、子育て、仕事。そのどれも

が1からのスタートでしたし、語学に関しては自分も
苦労してきたので異国の地で奮闘する人の「立場」が

私には分かります。例えば、初めての地で普通話を習

う生徒さんの気持ちや、子育てをしながら他言語を習

得したいと考えている女性の気持ち。その不安や悩

みをケアしながら生徒さんと接していきたいと考えて
います。

語学で悩んでいる人にとっては、理解してくれる人がいると心強いですものね。
6歳になる双子のお子さんの子育てと仕事の両立は大変ですよね。

―出産後約1カ月で銀行に戻りました。
その時に子供の面倒を見てくれたのが

私の母です。体力的にも一体どうやったら生まれたばかりの子供2人を見るこ

とが出来たのか今でも不思議です。同時にミルクを欲しがられた時とかも大変

だったみたいです。私が仕事を続けてこれたのは周りの助けがあったからこそ

です。子供が1歳5ヶ月まではお手伝いさんはいませんでしたよ(笑)。それでも

2人が同時に別方向に走り出すようになってさすがに限界を感じました
（笑）
。

香港在住日本人主婦が綴る

リレー ミニ エッセイ

もし2人のお子さんが将来、かつての藤本さんのように海外で挑戦

したいと言ってきたらどうしますか？

―それは素直に嬉しいです。
その時は惜しみなく協力しますよ。全力で。

るように見えた。もし10数年後に子供たちが、人生の決断をした20歳の頃の

藤本さんのように思いの丈を手紙にしたためてきたら、彼女は一体どんな顔

をするのだろうか。旅立ちを素直に喜ぶ気持ちと離れていく寂しさの入り混

じった表情で子どもたちからの手紙を読む姿は、あの時の父のそれと同じな

のだろう。返事をなかなかくれなかった父の気持ちが手に取るようにわかる
のかも知れない。そんなことを想像すると人間の営みの成す物語の不思議

さを感じる。決断をして目標を定め、確固たる意志を持ってやり遂げる。様々
な言語が飛び交う国際都市香港で語学教育に真正面から向き合う藤本さん
の挑戦はまだまだ終わらない。

藤本馨子（ふじもと・きょうこ）
さん プロフィール

大阪府出身。香港在住歴11年。2008年よりセントラル（中環）の語学学校
PRES Language CenterでCorporate and Overseas Sales Executiveとして
勤務。6歳の双子（息子と娘）の母として育児と仕事に日々奮闘している。

PRES Language Centerの
PPW特別キャンペーン
PPW特別キャンペーン

この記事を見て新規ご契約のお客様には、もれなく無料で
2レッスンをプレゼント。
しかも教科書も10%引き!

【就職活動準備英会話コース】
PRES Language Center
主婦の方にぴったり。香港で再就職を目指す方に！全く英語が苦手
オススメコース
な方から、TOEIC高得点の方まで、マルチサポートいたします。
双子ベビーのママが監督
安心ベビーシッターサービスが
大好評！
！

PRES Language Center

住所：5/F., On Lan Center, 11-15 On Lan St., Central
電話：(852)3489-8874
メール：info@preslanguage.com
ウェブ：www.preslanguage.com

香港

主婦ユメコの

「つかってムゴイ広東語日記」⑤
花園街でチープショッピング
﹁ペンディーラ！﹂
で値下げ交渉

最後の質問に即答した藤本さんの目はそれまでとは違った輝きをしてい

Kong
ワク♥ ドキッ！ Hong
Daily Life Vol. 23

いつもおしゃれな友達Nさん
（日本人）
は、
チープショッピングがお得
意。
ある日、華やかなにフリルをあしらった黒いブラウスを着ていたの
で「その服、
ステキ！」
と感激していうと
「これはローカルの店でHKD50
で買ったの」
とにっこり。確かに香港には高級ブランドショップだけでな
く、
安くお買い物ができるローカル店がたくさんありますよね。
そんなNさんが紹介してくれたチープショップが楽しめるスポットが
いくつかあります。
ひとつはMTRのクワイフォン
（葵興）駅に直結した
雑居ビル。
中はまるで迷路のよう。彼女は一坪ほどの下着ショップの
会員カードを持っていました。慣れた雰囲気で、店の奥の一角をカー
テンで区切ってもらい試着した後、愛らしい下着の上下セットを
HKD60で購入していました。
もうひとつは、
チムサーチョイ
（尖沙咀）
にあるショッピングビル「The
One」の裏手にあるグランビルロード
（加連威老道）。軒を連ねるカ
ジュアルファッションの店を丹念にのぞいていくと、
びっくりするほど安
い掘り出し物がみつかるのです。
一緒にモンコック
（旺角）
にあるローカル色満載の花園街へ行った
のは、
私が香港生活ビギナーのころでした。店で商品を物色している
とき、
「この店、
『マイヤッソンヤッ
（買一送一）』
だって。店員さんが言っ
ているよ」
と広東語を使いこなしているＮさん。香港で「買一送一」
（＝
ひとつ買うとひとつタダ）
はけっこうみかけますよね。
ナイトマーケットやチープショッピングで、役立つ言葉が「ゲイドォー
チンア
（幾多錢呀）
？」
（＝いくら）
と
「ペンディーラ
（平啲啦）」
（＝安くし
て）。花園街には通りを埋め尽くすように、屋台のお店もずらりと並ん
でいます。
ステキな柄のスカーフを発見。HKD60でした。
「平啲啦！」
と
言ったら、店員のオバサマに「安く売っているので、
これ以上安くなら
ないよ。
ムリムリ
！」
（友達訳）
と大きくかぶりを振って却下されました。
こ
の日はあえなく玉砕だったけど、電卓がでてきて、2、3回、値引きが成
功することもあります。
チープショッピングも値段交渉もオモシロイ！先日はきれいな刺繍を
あしらったブラウスをHKD10で購入。
でも安い服は色落ちするのが
難点。少なくも2〜3回は別に洗うか、
手洗いが必須。
このブラウスも然
りで、糊で貼り付けたようなビーズも洗濯機だと取れちゃいそう。安い
服のために手洗いをするのは、
ちょっと面倒だし、
なんだか矛盾して
いる…と思う今日この頃なのでした。

イラスト：タカミ

主婦ユメコのプロフィール
香港在住歴3年。広東語学習歴は2年になるが使いこなせず（涙）。
「リズム感や音感
がない自分に語学上達はムリかも…」
とくじけそうになりつつも、ローカルの方た
ちと広東語で流暢におしゃべりする日を夢見て、
日々奮闘中。
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スクール（香港・広東共通）

中国で好まれる
「四君子」
梅蘭竹菊
中国で、
「梅」
「蘭」
「竹」
「菊」の4種の草木は「四君子」と呼ばれ、古来より人々に愛され続けて
いる。今回、漢語学習と中国文化の勉強を専門とする語学学校「愛マンダリン」にそれについて
解説してもらおう。
「君子」は徳と学識、
礼儀を備えた人を指し、
古代の文人は皆君子になることを目指しました。梅、
蘭、
竹、
菊の4種
の植物が持つ特長が、
君子の特性と想像できるから、
絵画や詩などの創作によく使われる素材になりました。
◆梅◆

◆蘭◆

◆竹◆

◆菊◆

イメージキャラクター

愛 先生

寒さを畏れず、風雪の
中でも凛々しく開花す
るため、傲、つまり強靭
な精 神 、純 潔な姿 、孤
高・高潔な性格･･･こう
いった品格を喩える。

俗世を離れてひっそりと
咲き、
優雅な姿態と高貴
な香りを持つ。
「困窮し
ても節を変えない」と孔
子がこの高貴な花の幽
の特徴について語る。

人気高い四君子の中で
も一番愛されている理
由は、
年中青々とした姿
が保てることと、風雪に
煽られてもまっすぐ立っ
ている堅い姿だ。

晩秋の寒さの中で淡々
しいながらも強く咲く姿
が愛しい。中国の代表
的な詩人である陶淵明
がよくこの花を題材にし
て詩を詠んでいた。

さらに中国文化を知りたい方はぜひ愛マンダリンへ！
ただ今、同校Wechatを登録すると特典ギフトがもらえるチャンスがあるので、
さっそくQRコードをチェックしよう！

愛マンダリン
WeChatへ

お問い合わせ：
広州天河大都会校： 電話：(86)20-2282-9282
住所：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）
愛マンダリン中国語学校

info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

広州越秀世貿校：
電話：(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）

深圳福田新城校：
電話：(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）

香港
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11月キャンペーン
お得クラス
2人で同時にお申込み頂いた方たちに、1人が半額！
3人で同時にお申込み頂いた方たちに、3人目が授業料無料！
※全員同じレベル、80以上のレッスンをお申込み頂く場合に限ります。

週末祭
11月1日・7日・8日・14日・15日・21日・22日・28日・29日に
お申込み頂いた方に、抽選でAEONショッピングカードをプレゼント！
※新しく入学する学生及び、既に在籍している学生もお申込み可能です。

香港スクール

感じていることを聞いたところ、
「出費が多い」
（52.5％）が最も多く、以下「収

入が少ない」
「精神的な負担」
「肉体的な負担」が続く。
「精神的な負担」
「生
活の大部分の時間が子育てに費やされる」は女性の方が多く、男性を10ポ

イント以上上回る。未就学児がいる人では、
「精神的な負担」
「肉体的な負
担」
「生活の大部分の時間が子育てに費やされる」などが多くなっている。
◆理想の生活パターン

理想の生活パターンは、
「結婚して子供を持ち、夫婦ともに働く」
「結婚・出

産後、妻はいったん退職し、子育て後に再就職」
「結婚し、妻は専業主婦」が
各2割となっている。女性では「結婚・出産後、妻はいったん退職し、子育て後

に再就職」が多く、男性では「結婚して子供を持ち、夫婦ともに働く」が多い
理想の生活パターン
結婚して子供を持たず、夫婦ともに働く

3.6

結婚して子供を持ち、夫婦ともに働く

23.3

結婚・出産後、妻はいったん退職し、
子育て後に再就職（夫は継続就業）
結婚・出産後、夫はいったん退職し、
子育て後に再就職（妻は継続就業）

23.9
0.7
19.7

結婚し、妻は専業主婦
結婚し、夫は専業主夫
結婚しない

0.5
5.5

育児に関するアンケート調査

17歳以下の子供がいる人に、子育てをする上で困っていることや不安に

子供がいる人や既婚者の方が
子育てしやすいと思う人が多い

◆子育てをする上で困っていること・不安に感じていること

傾向だ。
また、男性は年代が高いほど、
「結婚・出産後、妻はいったん退

職し、子育て後に再就職」
「結婚し、妻は専業主婦」が多く、
「結婚して子
供を持ち、夫婦ともに働く」が少くなっている。子どもがいる人では「結

婚・出産後、妻はいったん退職し、子育て後に再就職」、子どもがいな
い人では「結婚して子供を持ち、夫婦ともに働く」が多くみられる。
◆子育てについての考え方

子育てについての考え方は、
「子供を育てることで、自分も成長す

る」
「子育ては、思った以上に大変である」
「子供がいると、生活に張り
合いがでる」などが各4〜5割となっている。女性20・30代では、
「子供

を育てることで、自分も成長する」
「 子育ては、思った以上に大変であ

る」が5割強と多く、女性50代以上では「子供がいると、生活に張り合い
がでる」
「子供を育てることで、視野が

広がる」が多くみられる。男性が子育て

に 積 極 的 に か か わっている層で は 、

「子育ては楽しい」
「子供を育てること
で、夫婦や家族の愛情が深まる」の比
率が高い傾向にある。

■■調査概要■■
マイボイスコム株式会社
（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）
調査タイトル：
「育児」
調査期間：インターネット調査を
2014年7月1日〜5日に実施
有効回答数：11,009件
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香港ヘルス＆ビューティー
ぽけっと レピーク

Pocket rφpeque

®

第153回

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』
を実践
中医学では、美と健康は「心」
とつながっていると考えます。ですから、人
生で一番大切にするべきは自分の「心」
。
うれしい、楽しいと感じる心が、美と
健康を生み出します。
そのためには自分をほめること。本書で紹介した内容のうち、ひとつでも
続けられたら、
自分をたくさんほめてあげましょう！

もっとも手っ取り早くわかりやすい方法が、
鏡の前で口角を思い切り引き上げてスマイル顔。
この時に、笑いジワがどちらか、
もしくは片方にできたら
そちらがたるんでいる証拠なんです。

本書には、笑顔について書いた項目があります。やることはとても単純
で、
「鏡の前で、口角を上げて笑う」だけ。
それだけでいいんです。
笑顔には、顔のゆがみやたるみが浮き出ます。
これをチェックして、毎日少

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

方で、笑顔を生活に取り入れたことで人

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

生が大きく好転した女性がいます。彼女

発から美に関するトータルプロデュースを手が

のですが、毎日笑顔をチェックするうちに

また、笑顔にはリラックス効果があります。無理にでも笑うことで、体は「う

3カ月くらいで顔つきが変わり始め、いつ

れしいことがあったんだ！」
と勝手に誤解して、
リラックスした状態になれ

の間にか以前よりいい仕事に恵まれ、私

るんです。ためしにキュッと口角を上げたままイヤなことを思い出してみて

生活でも素敵なパートナーと出会えたそ

ください。なんだか上手くいかないでしょ？ イヤなことを考えると心も体も

うです。2年過ぎた今では、誰が見ても幸

緊張して、口角が下がる。反対に、口角を上げると体の力がふわっと抜けて、

せいっぱいに見えます。

強く怒ることができなくなってしまうものなのです。

押しの美容実践術です。詳細は78ページに書いたので、ぜひチェックしてみ

私のセミナーによく参加してくださる

は失業・失恋とツラいことが続いていた

しずつ、気にしてあげると、ホントにいい笑顔に変わっていくんです。

保つ一番簡単な方法だと、私は思います（本書で紹介したものの中でも、一

ものばかり。
でも、
日々続けることで本当に人生が変わるくらい、効果のある

てくださいね！）
。
実践・美と健康を保つ一番簡単な方法（本書P.78記載）

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

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
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。

香港
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「楊
けるほか、各地において美容セミナーを開き、
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

本書で紹介したのは、
こういったスキマ時間にできてしまうような簡単な
ものばかりです！

美しさを保つには、
自分の現状を把握するのが一番。
鏡の前で、
どこがたるんできているのか、
どこがゆがんできているのかを
きちんと把握してみましょう。

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。

そして、笑顔を心がけること。笑顔は「心」に効きます！

笑顔をつくって、
リラックス状態に体と心を持っていく。
これが美と健康を

【楊さちこ先生のプロフィール】

まっしぐら』@アメブロ
www.asian-cosme.asia
◆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

香港

香港

ショッピング（香港・広東共通）

オーストラリア発のヘッドウェアブランド
香港初ストアがオープン、イベントも必見
［ HELEN KAMINSKI ］

帽子は大事なファッションアイテムだ。シンプルな装いでも帽子を加えるとおしゃれ
度がぐんとアップすることもある。帽子などの小物を上手に取り入れてみたいと思って
いる人も多いのでは？そんなみなさんに耳寄りな情報をお届けしよう。
おしゃれにこだわる人がさり気なく取り入れることができる上質なヘッドウェア（帽
子）
とバッグを展開するオーストラリア発のブランド「HELEN KAMINSKI」が、香港初の
ストアを11月5日にパシフィックプレイス（Paciﬁc Place）にオープンする。
「HELEN KAMINSKI」は25年前にシドニーを拠点に事業をスタート。
ラフィアというヤ
シ科の植物を素材に、伝統的な手法によりハンドクラフトで仕上げたスタイリッシュ且
つ機能的なヘッドウェアで、国際的評価を得ている。近年はアジアで積極的に事業を
行っており、2008年にアジア初の旗艦店を日本にオープンしている。
今回の初香港上陸に伴い、2014秋冬コレクションと一足早い2015春夏コレクション
も展示される予定だ。また、メンズヘッドウェアブランド「KAMINSKI XY」も入荷する。
2014秋冬コレクションのテーマは「Noir（黒色）」。
ファーやカシミアなどの高級素材を
使用したシンプルなデザインにセンスが光る。寒い冬を温かく過ごすためにぜひ備え
てほしいアイテムだ。日本でも未公開の来年の春夏コレクションのテーマは「Beyond
（越える）」。太平洋に点在する島嶼諸国を旅行するひと時をイメージして、ヘッドウェア
と自由を愛する旅行客の雰囲気を作り出す。
ヘッドウェアのほかに、ぜひ体験してほしいのが、同ブランド職人Garry Bishop氏に
よる来店イベントだ！ 期間は11月19日〜11月23日の5日間。その素晴らしい技術を披
露し、11月19日〜12月24日の期間中に購入された方に作品がプレゼントされる。
まだ成熟してないヘッドウェア界でトップを行く
「HELEN KAMINSKI」。愛する人へ
贈る寒いシーズンのギフトが、
ここで見つかるかもしれない。

HELEN KAMINSKI

住所：Shop200E, 2/F., Paciﬁc Place, 88 Queensway
時間：10:30〜20:30
電話：(852)2850-7131

香港

香港

香港
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