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オフィス、住居のことなら
スターツへ！！

世界21ヵ国32拠点
海外での不動産取引をトータルサポート

TEL：（852）2836-0760
【スターツ香港】  担当：金盛、櫻井、桜木Email：starts@starts-hk.com

c-023320

【スターツ広州】 担当：石村
TEL：（86）20-3877-0041
金利来数碼网絡大厦410室
Email:starts@starts-gz.com
www.starts.co.jp/guangzhou/世達志香港有限公司 Unit 185, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Road, Causeway Bayc-023320

www.starts.co.jp/hongkong
最新物件情報はこちらから
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　セントラル(中環)のランカイフォン(蘭桂坊)近くにある「Sozo Hair 
Design」は日本人のみならず欧米人にも評判の日本人経営のヘアーサ
ロン。同サロンではヘアカットに加えネイル、まつげエクステもできる
トータルビューティーサロンで、家事や子育てで忙しい女性にとってヘ
アカット中にネイル、ネイル中にまつエクができたりと時間の節約にも
なるのが嬉しいところ。
　この度、炭酸シャワーによるヘッドスパの提供も始めた。水環境の良く
ない香港では頭皮や髪で悩んでいる方も多いのではないだろうか。同
店のヘッドスパは3つのステップで頭皮環境を整えていく。
　まず始めに頭皮のチェックを行いツボを抑えたヘッドマッサージで十
分に血行を良くする。その後、頭皮状態に合ったヘッドスパ用の炭酸水
を使ったアクアトリートメントで毛穴に詰まった臭いの元となる皮脂の
を取り除く。皮脂がこびりついたままの頭皮にいくら栄養剤を与えても

毛穴を塞いで逆に悪化させてしまう。最後は保湿をして頭皮に潤いを与
え、新しい毛髪への土壌を整えていく。
　普段ワックスなどの整髪料を多く使う男性からは、炭酸シャワーで皮
脂汚れをしっかり洗い流してサッパリさせてくれると特に好評を得てい
るという。今なら通常価格HKD550が初回限定で20%オフ！ヘッドスパ
をまだやったことのない人はこの機会に一度チャレンジしてみては？

ヘッドスパで頭皮ケア
炭酸シャワーできれいサッパリ　初回20%OFF!

Sozo Hair Design
住所：3/F., Worldwide Comm. Bldg., 34 Wyndham St., Central
       (セントラルD1出口徒歩5分)
電話：(852)2353-5025
メール：hello@sozohairdesign.com
時間：月～金 10:00～20:00、土 9:30～19:00（日曜定休）
ウェブ：www.sozohairdesign.com

　チムサーチョイ(尖沙咀)の中心部から距離を置くように佇む「Waka 
Kushiya」は、本場の日本の味をリーズナブルな価格で味わえる串焼き・
串揚げ専門店だ。東京などで約15年に渡り串焼き職人として腕を振るっ
てきた料理長・栗田氏自らが厳選した徳島産の「阿波すだち鶏」を使用
していながら、1本HKD22～と良心的価格。約20種の中から好みの食材
を選び、「焼き」か「揚げ」を選択する。味付けも塩とタレがあり、栗田氏い
わく「素材の味を楽しむなら塩がおすすめ」とのことだが、注ぎ足しを繰
り返しながら守り続けてきた「秘伝のタレ」も捨てがたい。その他、人気
ナンバーワンの厚切りの“牛タン”や、香港ではなかなかお目にかかれな
い鶏の喉部分“せせり”、コリコリの軟骨を混ぜ合わせた“つくね”なども

大好評。予算に合わせた盛り合わせや軽くつまみたい際のアレンジにも
対応してくれるので、さっと立ち寄りテイクアウトをしたり、お食事での
1軒目から呑んだ後の2軒目としても活用できる注目店だ。

　  「PPW見た」で枝豆一皿無料サービス！

「阿波すだち鶏」の絶品串焼きが良心価格で楽しめる！
日本人の職人が腕を振るうWaka Kushiya

Waka Kushiya
住所：Unit 5, G/F., King’s Comm. Bldg., 
        Chatham Court, TST
電話：(852)2314-2338

香港トピックス
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香港＆広東

今週の香港ピックアップ Exhibition

見れば食欲が湧く！  食をテーマにした展覧会
　“おいしい物が食べたい”という思いは、人間ならば誰しもが持っている欲求だろう。

食の都香港では中華を初め多くの各国料理レストランが軒を連ねその競争も激しい。

そんな「食はとても大切なもの」として考えられている香港。この度6人のアーティスト

たちを迎え、香港のローカル食をテーマに食の大切さを伝える展覧会がフォートレス

ヒル（炮台山）のOilで開催される。参加アーティストは食にちなんだアート作品を創り

上げる。巨大なフォーチュンクッキー、J.Sバッハのコーヒー依存症が社会問題になった

ことを題材にした小喜歌劇、中国の王朝時代のモニュメントや食事のシーンの絵画

だったりと興味深い作品が数多く揃う。これを見れば食に関する知識と関心を深める

ことができるのでは。

I Wanna Eat Yummy Yummy
展覧会

今夜のバレンタイは｢Kitchen｣に決まり！
　W Hotel香港のビュッフェレストラン｢キッチン｣ではバレンタイン限

定のロマンティックビュッフェを提供。アジア料理を始め30種類以上の

各国料理が用意される予定。ディナーを締めくくる甘いスイーツも豊富

だ。ビクトリアハーバーを見渡せる雰囲気抜群の空間で、思い出に残る

夜を過ごそう。 

バレンタインスペシャル
ビュッフェレストラン｢キッチン｣

2月14日

旧正月限定チョコレート
GODIVA

羊の形のチョコを食べて2015年の開運祈願
　2015 年の干支である羊。優し くて可愛らしいイメージの羊は中国文
化では幸先の良いことを象徴する動物とも言われている。そんな羊年の

新年を迎えるに当たってゴディバチョ コ
レートから旧正月限定、プレミアムベル
ギー産チョコレートを使用し羊を形どっ
たチョコレートが販売される。お友達や
親戚周りの際のプレゼントにも最適 。

12 Oil St., North Point
10:00～20:00
(852)2512-3000
www.lcsd.gov.hk/apo

The Peninsula Hong Kong,
Salisbury Rd., TST
(852)2920-2888
hongkong.peninsula.com

Kitchen, W Hong Kong, 
1 Austin Rd. West, Kowloon
1st period:17:00～20:00、
2nd period:20:30～23:00
(852)3717-2299
1st:HKD628、2nd:HKD798

イタリアの庭園や森を思い起こさせる香り
　1869年創業以来、美を追求をし続けているイタリア発のビューティー
ブランド｢ACCA KAPPA(アッカカッパ)｣。今回、創設者の孫にあたる
Elisa Gera自らがデザインした香水｢Tilia Cordata Eau de Parfume｣が登
場。イタリアのベルガモット、エレガントな香りのライム、そして心温まる
香りの白ムスクを使った、すがすがしく爽やかな香りが特徴。

Tilia Cordata Eau de Parfume 
ACCA KAPPA（アッカカッパ）

旧正月のお祝いは華やかな空間で
　香港はもちろん、ニューヨークやパリ、バンコク、東京など世界中の都
市で愛されているラグジュアリーホテル「ザ・ペニンシュラ」。香港、上海
では旧正月のホリデーシーズンを華やかな空間で楽しみたいという方
に、新年特別メニューも用意している。今年はペニンシュラで優雅に過
ごしてはいかが？

ペニンシュラホテルズ
チャイニーズニューイヤー

G/F., 5 Caroline Hill Rd., CWB
12：00～22：30
(852)6222-4242
9 個入りHKD298
18個入りHKD498 
28個入りHKD768

ACCA KAPPA Shop
CWB店：P106, World Trade Ctr. more, 
                280 Gloucester Rd., CWB
TST店：2217-8, The Gateway, Habour City, 
             7-27 Canton Rd., TST
(852)2890-7168 (CWB)、 
(852)3188-1748 (TST)
accakappa.com
www.facebook.com/AccaKappaHK
HKD798/100ml
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　2月27日～3月29日まで、約1ヵ月にわたり開催される

「香港藝術節（香港アートフェスティバル）」。普段なかな

かチケットが手に入らない有名アーティストの公演も開

催されるため、毎年注目を集めている。1973年に始まり

43回目を迎える今回は、世界各国から集結した約140の

パフォーマンスと170以上もの講演会やワークショップ

が、香港文化中心や香港シティーホールなど計28会場で

行われる。

　ここで今年の話題のプログラムをいくつかご紹介しよう。

Opera：Cantonese Opera（3月8日・12～15日）
　中国の古典演劇「京劇」の広東版ともいえる広東オペ

ラ。世界無形文化遺産にも登録され、今や香港を代表す

る伝統芸能だ。3月12～14日は広東オペラの王道をいく

Classics Revisited、8日と15日は夫婦の愛の悲劇を描いた

Lovers’ Tearsの演目を楽しめる。

Music：Bobby McFerrin ‒ spirityouall（3月13～14日）
　これまで幾度もグラミー賞を獲得しているアメリカの

ジャズシンガー、ボビー・マクファーリン。胸や頬を叩きな

がら歌うなど、独特な技巧とジャズの固定観念にとらわれ

ない歌声で世界中にファンを持つ「声の

魔術師」は、香港でどんなライブを見せ

てくれるのだろう。

Music：Gustavo Dudamel and the Los 
Angeles Philharmonic（3月19～20日）
　名門ロサンジェルス・フィルハーモ

ニックによるオーケストラ。指揮は、ベネ

ズエラ出身のグスターボ・ドゥダメルだ。

タイムズ紙の「世界で最も影響力のある

100人」の1人にも選ばれた若き天才マ

エストロによる壮大な世界観に酔いしれ

よう。

Theater：Complicite ‒ Lionboy（2月27～3月1日）
　日本語版も発売されるなど世界30ヶ国以上で翻訳され

ているイギリスのベストセラー小説「ライオンボーイ」は、

ネコ語を話す11歳の少年が、誘拐された両親を探し出す

ためロンドンからアフリカを旅する冒険ファンタジー。創

立30年の演劇団Compliciteとしては初となるファミリー

向けの演目で、子供から大人まで楽しめる。

Ballet：The Bolshoi Ballet ‒ The Flames of Paris/Jewels
（3月24～26日・28～29日）
　バレエ好きでなくとも誰もが1度はその名を耳にしたこ

とがあるだろうロシアのボリジョイバレエ団。今回はフ

ランス革命などを題材にしたThe Flames of Paris（パリの

炎）と、エメラルド、ルビー、ダイアの3つの宝石を題材に

したJewels（ジュエルズ）を上演。その美しい衣装にも注

目が集まる。

　また各公演にちなんだ様々な関連イベントが楽しめる

「フェスティバル・プラス」も同時開催。実際に舞台で使う

セットや衣装、小道具が見学できるバックステージツアー

や、バレエ団スタッフによる講演会、音楽家が作曲のコツ

やアレンジアドバイスをしてくれるワークショップ、トップ

バレリーナやフラメンコダンサーによる技術指導セミ

ナー、広東オペラの演舞者による演劇解説など、アートフェ

スティバルをより深く楽しめるイベントが盛りだくさん。

　チケットのお求めは、ウェブにて。人気の演目はすぐに

定員となってしまうのでお早めに。

　伝統絵画に中国陶器、現代美術や映画、音楽、ダンス、建築･･･。一口にアートといっても、そ
の幅は限りない。
　香港では近年、金融だけではなく、アジアにおけるアートの中心地を目指そうと、国を挙げて
のアートマーケットへの参入が盛り上がりを見せている。2年前からはアジア最大級の現代アー
トフェア「アートバーゼル香港」が開催されるなど、1年を
通して大規模なアートフェスティバルを楽しむことができ
るようになってきているほか、アジアだけではなく欧米
アーティストのギャラリーが各地に続々とオープンする
など、世界のアートが着実に香港に集まってきており、
アート市場において、今後アジアのアートシーンを牽引
する都市として世界から注目を集めている。
　今回はそんな香港のアートシーンの現在を広東とと
もにご紹介！香港・広東の新たな一面を覗いてみよう！

■Opera
3月8日・12～15日▶Cantonese Opera
3月20～22日▶Jockey Club Local Creative Talents Series -
                            Datong - The Chinese Utopia
3月20～22日▶The Bolshoi Opera - The Tsar’s Bride
3月24～25日・27～29日▶Zhejiang Xiaobaihua Yue
                                                Opera Troupe

■Music
2月27～28日▶Christian Thielemann and 
                            the Staatskapelle Dresden
2月28日▶Hong Kong Chinese Orchestra - 
                   Music about China IX
3月3日▶William Christie & Le Jardin des Voix Academy
                  Soloists with the Orchestra of Les Arts Florissants
3月5日▶David Fung Piano Recital
3月6日▶Fabio Biondi Violin Recital
3月6日▶Seong-Jin Cho Piano Recital
3月6日▶Joyce DiDonato: Drama Queens
3月7日▶Barefoot Divas
3月7日▶Europa Galante
3月12日▶HSBC A Hong Kong Story Concert
3月13日▶Trio Dushkin
3月13～14日▶Bobby McFerrin ‒ spirityouall
3月13～15日▶Mikhail Rudy & Marc Chagall - 
　　　　　　   The Sound of Colours
3月19～20日▶Gustavo Dudamel and 
　　　　　　   the Los Angeles Philharmonic
3月21～22日▶Cassandra Wilson - Coming Forth By Day:
　　　　　　   A Celebration of Billie Holiday
3月25～26日▶Theatre of Voices
3月27日▶Kavakos and Pace Recital
3月27日▶World Music Weekend: Las Migas
3月28日▶Hong Kong Sinfonietta and Plamena Mangova
3月28日▶World Music Weekend: Korean Music -
　　　　  Jeong Ga Ak Hoe & Su:m
3月28日▶World Music Weekend: Pansori meets Flamenco
3月28～29日▶Pink Martini

■Theater
2月25～3月1日▶Not I / Footfalls / Rockaby
2月26～3月1日▶Ontroerend Goed and The Border
　　　　　　　  Project - Fight Night
2月27～3月1日▶Complicite ‒ Lionboy
2月28～3月1日・3～8日・10～15日▶The Amahs
2月28～3月2日▶The Paper Cinema's Odyssey
3月5～8日・11～15日▶The Gate Theatre - 
　　　　　　　　　　 Pride and Prejudice
3月13～15日▶PuppetCinema - Planet Egg
3月17～22日▶Gandini Juggling ‒ Smashed
3月27～29日▶New Stage Series: The Crowd

■Dance
2月26～3月1日▶Gala Flamenca
3月5～7日▶Asia Pacific Dance Platform VII
3月12～14日▶Dutch National Ballet ‒ Cinderella
3月12～15日▶The Hong Kong Jockey Club 
　　　　　　   Contemporary Dance Series
3月24～26日▶The Bolshoi Ballet - The Flames of Paris
3月28～29日▶The Bolshoi Ballet ‒ Jewels

香港、広東
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香港藝術節 Hong Kong Arts Festival
ウェブ：www.hk.artsfestival.org
FESTIVAL PLUS +
ウェブ：www.hk.artsfestivalplus.org

Hong Kong
Arts Festival
Schedule香港アートフェスティバル

ボリジョイオペラ演劇
The Tsar's Bride
（皇帝の花嫁）

オランダ国立バレエ団
Cinderella
（シンデレラ）

演劇集団Compliciteによる
人気小説の舞台
Lionboy
（ライオンボーイ）

ドイツの国際的指揮者
クリスティアン・ティレーマン

（詳しい情報は左記のウェブで確認を）
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　今年で3回目となるアートバーゼル香港

が、最強といわれるギャラリーラインナップ

を用意し3月に開催。UBSをリードパートナー

に迎え、世界37カ国より主要な233軒のギャ

ラリーが参加、20世紀初頭の近代から最新

のコンテンポラリーアーティストの作品まで

が出品する予定だ。2015年度は、これまで世

界各国から参加しているギャラリー陣に加

え、ヨーロッパ・アメリカ・アジア地域より新た

に多くのギャラリーが参加予定。日本からも

多くのギャラリーが参加するが、その中でもTaro Nasu(東京)、

Yoshiaki Inoue (大阪) が初参加となる。

　展示はさまざまな部門に分かれており、メインは「ギャラリー

ズ（Galleries）」である。179もの近現代ギャラリーが参加し、最高

レベルの絵画や彫刻ドローイングやインスタレーション、写真、

ビデオそしてエディション作品などが展示される。

　また「インサイト（Insights）」部門では、アジアにスペースを持

つ34のギャラリーによるキュレトリアルプロジェクトが展開。展示

は個展形式、優れた歴史的素材を使用したもの、そして明確な

テーマを持ったグループ展などがある。2フロアの中心部を使用

して展示される同部門では、オーストラリア、アゼルバイジャン、

カンボジア、インド、日本、中国、サウジアラビア、韓国、パレスチ

ナ、フィリピン、台湾、タイ、トルコ、そしてアラブ首長国連邦から

のアーティストを迎え、国境を超えた美術の世界を紹介する。

　そのほか、世界中から注目を集める新進アーティストを個展・

2人展形式で紹介する「ディスカバリー（Discoveries）」や、国際

的に著名な文化者の生の声が聞ける貴重なプログラム「トーク・

パネルディスカッション」、大規模彫刻作品やインスタレー

ション作品を展示する「エンカウンター（Encounters）」部門があ

る。さらに昨年好評を博した新部門「フィルム (Film) 」は、会場に

ほど近い香港アートセンターとのコラボレーションのもと、アニ

エス・べーシネマにて開催。

　早めにチケットを購入することでお得に楽しむことができる。

今すぐウェブで確認しよう！

第39回  香港国際映画祭　
The 39th Hong Kong 
International Film Festival（HKIFF）
場所：香港文化センターなど
日時：3月23日～4月6日
ウェブ：www.hkiff.org.hk
詳細は近日発表

第39回 香港国際映画祭世
界
中
の
映
画
フ
ァ
ン
必
見
！

ワ
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ル
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ス
の
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　世界中の映画ファンや映画製作者が訪れるアジアで最大級と

いわれる映画の祭典「香港国際映画祭」の時期が近づいてき

た。同イベントは、1977年より毎年開催され今年で39回目となり

着実に歴史を刻んでいる。香港のアカデミー賞である金像奨

（Hong Kong Movie Awards）や、アジア映画大賞（Asian Film 

Awards）の受賞も行い、チムサーチョイ（尖沙咀）の香港文化

センターを中心に香港内の各地で開催され約1ヶ月半もの間映

画界を盛り上げる。

　50を超える世界各地から約280のフィルムが集まり上映され、

香港で最大級の文化イベントとして知られ、毎年同時開催イ

ベント「香港国際フィルム＆テレビマーケット（フィルマート）」に

出席する5,000人のビジネス客を含む60万人以上の観客で大盛

況となる。新しい才能の発掘、中国の映画界の幅広さ、ワールド

クラスのフィルムを楽しむことができる。

　アンバサダーには香港の俳優ルイス・クー（Louis KOO Tin-Lok）

氏を迎え、映画祭を盛り立てる。同氏は、アジアで有名な映画俳

優であり、最近は「Don’t Go Breaking My Heart 2」,「 Overheard 3」,「 

Aberdeen」, 「Out of Inferno」などに出演。国際的に有名な映画

祭で280ものフィルムを紹介することができワクワク

していると意気込みを語る。

　また同映画祭のポスターを作製したジャック・リー（Jack LEE 

Ka Wa）氏は、ヴィクトリアハーバー上にカラフルな船を描きそこ

から人気のある映画キャラクター達が街におりてくるファンタ

ジーな世界をポスターに描いた。グラフィックデザインや多数の

会社の広告デザインも行い、2004年に個人のスタジオを設立し

た若き才能あふれる同イラストレーターにも注目が集まる。

　同映画祭のチケットの種類はさまざまで、VIPチケットや売り

切れていない映画であればほとんどを見ることができるSuper 

Value Passがあり、ウェブにて購入が可能。いずれも少し値が張

るが映画ファンにはオススメ。そのほか見たい映画のチケット

は、ウェブサイトからの申し込み、映画祭が開催される映画館窓

口などで購入できる。

　長い歴史を持つ国際的な同映画祭は、約1ヶ月半もの間、製作

者、映画マニア、香港を訪れた客を魅了するだろう。まもなく映

画祭の詳細がウェブにて公開される。人気の映画は売り切れる

場合もあるため、早めに確認したい。

香港、広東

アートシーン
現 在
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まHong Kong 

Guangdong 

What’s New?
Art Scene

アートバーゼル香港  Art Basel Hong Kong
場所：香港コンベンション＆ エキシビションセンター （HKCEC）
日時：一般公開日 3月15日（日） 13:00～20:00
  3月16日（月） 12:00～20:00
  3月17日（火） 12:00～17:00
入場料： 1日券　HKD250（月、火）、HKD300（日）
 2日券　HKD400（月、火）
 3日券　HKD650
 5歳以下　無料
購入方法：artbasel.com 、hkticketing.com、(852)3128-8288
ウェブ：artbasel.com
フェイスブック：facebook.com/artbasel

The 39th Hong Kong International 
Film Festival

◉アート・バーゼルとは
　アート・バーゼルは、モダンおよびコンテポラリーアート
を取り扱う、世界第一級のアートショーをバーゼル、マイア
ミビーチ、そして香港で開催している。開催都市と地域性を
反映した各ショーの独自性は、出展ギャラリー、展示作品、
そして地元機関と同時共催されるプログラムのコンテンツ
に現れる。世界中から集まる一流ギャラリーが立ち並ぶ大
規模なブースに加え、各ショー独自の展示セクターでは、ビ
ジュアルアートにおける最新動向にスポットライトが当て、
来場者に新しいアイデアや着想のヒントを提供する。選考
委員会は著名な国際ギャラリストで構成。SCAI THE 
BATHHOUSE の久保田真帆氏（東京）、Take Ninagawaの蜷
川敦子氏（東京）が日本人の選考委員会メンバーである。

世
界
中
の
ア
ー
ト
ギ
ャ
ラ
リ
ー
が
集
結

３
日
間
の
一
般
公
開
は
見
逃
せ
な
い
！

アートバーゼル香港
Art Basel Hong Kong
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　ジョッキークラブや政府などが合同で運営する「ジョッ
キークラブ・クリエイティブアートセンター（通称JCCAC）」
は、ビルを丸ごと芸術空間にした複合アート施設。1970
年代に建てられたこの建物は、以前は工業ビルとして使
われていたそうで、外壁には今も当時の「石硤尾工廠大
厦」の文字が残る。一方、吹き抜けだった中心部にガラス
を張り、雨がしのげるパフォーマンスホールにするなど、
内装はフルリノベーション。古さと新しさが何とも言えな
い雰囲気をかもし出している。9階建ての建物の中には、
120を超えるアーティストのアトリエ兼展示室があり、廊
下や階段、部屋と部屋のちょっとしたスペースにも彼らの
作品が飾られている。場所はMTRセッギッメイ（石硤尾）

駅から徒歩約10分。
定 期 的 に ワ ーク
ショップなど様々な
アートイベントが開
催されているので、
ウェブでチェックして
みよう！

　香港のアート好きの間で、今最もホットなスポットと
言っても過言ではないのが元警察宿舎を改装してできた
「PMQ」だ。若手デザイナーによるアクセサリーショップや
雑貨店、雰囲気の良いカフェなどそれぞれの部屋が個性
的で、眺めながら歩くだけでも楽しい。日本の最も有名な
芸術賞、グッドデザイン賞を運営する日本デザイン振興会
による初のオフィシャルショップ「GOOD DESIGN STORE」
もあり、ここでは過去の受賞作のなかでも選りすぐりの製
品を購入することができる。小瓶に入ったペンキや塗り筆
などちょっとしたお洒落なDIY用品が手に入る、香港では
珍しいペイントショップ「513 Paint Shop」や、懐かしい玩
具や香港文化をモチーフにした雑貨を販売する
「mall852.com」などもユニーク。また「SEE Through 
Craftsmen」では、香港の伝統工芸を明日へ伝えようと、一
度引退した職人が実際に店内で作業しその商品を販売し
ている。昔、一般的に使われていたブリキの郵便受けを作
る老人や、桶職人などの作業工程は見ていて飽きない。

 

PMQ 元創方
住所：No.35 Aberdeen St., Central
ウェブ： www.pmq.org.hk

個性が光るアートショップが
勢ぞろい！

　MTRワンチャイ（湾仔）駅から徒歩15分の場所にある「香港アートセンター」には、ギャ
ラリーや劇場、映画館などがあり、様々な現代アートに触れることができる。また政府公認
のアートスクールが併設されており、世界中の有名アーティストによるセミナーが頻繁に
行われることから芸術家の卵たちが多く集まる。現代的な建物の中には至るところに作
品が展示されており、館内を歩くだけでもアートに触れることができるほか、芸術関連の
書籍や雑貨を扱うアートショップなどもある。また同じワンチャイには、同センターと市區
重建局によって建てられた、漫画やアニメに特化した施設「コミックス・ホーム・ベース
（CHB）」がある。こちらの建物のテラスには4月16日まで香港の漫画キャラクターが展示
されており、巴路士街から見ることができる。

Hong Kong Arts Centre
香港藝術中心
住所：2 Harbour Rd., Wanchai
時間：8:00～23:00
ウェブ：www.hkac.org.hk

芸術学校が併設された
香港現代アートの拠点

Jockey Club Creative Arts Centre
賽馬會創意藝術中心
住所：30 Pak Tin St., Shek Kip Mei
電話：(852)2353-1311
ウェブ：www.jccac.org.hk

古
い
工
業
ビ
ル
を
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョン
し
て
で
き
た
ア
ー
ト
施
設 Cattle Depot Artist Village

牛棚藝術村
住所：63 Ma Tau Kok Rd., Ma Tau Kok
時間：10:00～22:00

　以前カイタック（啓徳）空港があった場所にほど近いマータウコック（馬頭角）に
は、1908年から1999年まで家畜検疫所として使われていた建物が残る。そこは2001
年に香港の芸術家たちにより修復され芸術村へと生まれ変わった。1.7ヘクタールの
敷地には飼料小屋、事務所、3棟の家畜小屋などがあり大変広いものであった。当時
の名残を残す独特な雰囲気の芸術村には、現在は20ほどのアートグループがあり、
芸術家のアトリエ、イベントが行われる小さな会場も用意された。外観の赤レンガ
はまさに当時のまま、牛をつないでいた鉄製リング、水飲み場なども残っている。ま
た一歩中に入ると、現代のアートを感じることができ、新しい感覚で芸術を楽しむ事
ができるだろう。近くにはMTRの駅が無いため、バスかフェリーで訪れると良い。

歴史を感じながら
地元芸術家によるアートを堪能

Cattle Depot
Artist Village

牛棚藝術村

PMQ
元創方

SpotAH
ong K

ong

rt

Hong Kong
Arts Centre

香港藝術中心

Jockey Club 
Creative Arts Centre

賽馬會創意藝術中心
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　イギリスの芸術大学を卒業し、アクセサリーのデ
ザイン会社に勤務経験を持つイギリス人講師による
授業。子供から大人までスケッチや水彩画、コラー
ジュなどが学べる。1クラス定員8名で英語でのレッ
スン。国籍は問わないが、現在6人の日本人が通って
いる。授業では、光と影の関係をしっかり観察し、把
握することで立体を表現するという基本的なことか
ら学ぶという。仕上がりは東西融合の雰囲気になる
こともあるのでそれを楽しんで欲しい。絵を描くこと
は失敗もあるが、何かを足したり、
目立たなくするなど、様々な工夫
やアイデアで絵の印象が新しいも
のに変化するとい
う体験は、絵画の
世界だけでなくこ
れからの人生にも
役立っていくので
はないだろうか。

　「香港アカデミーパフォーミン
グアーツ」は、1984年に政府によ
り設立され芸術の専門教育を行
う。MTRアドミラリティ(金鐘)駅と
ワンチャイ(湾仔)駅の間に位置す
るアジアのパフォーマンスを先導
する第3の組織である。ダンス、ド
ラマ、映画、テレビ、音楽、劇場、
エンターテインメントアート、チャ
イニーズオペラなどのプロフェッショナルな学部教育を学ぶ。その教育の哲学は、中国と西洋の
影響を強く受けた香港の文化の多様性を反映している。またコンサートホールでは学生のみな
らずプロのピアノコンサートやジャズコンサート、劇場では広東オペラやドラマなど、さまざまな
演目が楽しめる。ハイレベルな専門教育を受けた人たちの素晴らしい演技が期待できるだろう。

　白壁とレンガの横縞模様が特徴的な「フリンジ・クラブ」。100年以上の歴史を持つ低層
建築のこの建物は、元々乳業会社の冷蔵倉庫として使われていたが、その後外国人記者
クラブなどとして利用され、30年ほど前に現在のアートスペースとして始動した。建物内
には昔ながらの舞台がいくつかあるほか小さなステージ付きのバーもあり、ジャズや
ロックのライブ、ダンスパフォーマンスなど様々なイベントが行われている。ランカイ
フォン（蘭桂坊）から近いこともあって週末の夜になるとほろ酔い気分の音楽好きが集ま
り素敵な音色に酔いしれる。舞台以外にもギャラリーや、屋上庭園のあるレストランなど
があり、まさに都会のアートオアシスといったところ。昼間でも十分楽しめる。

絵
画
だ
け
で
は
な
く
人
生
勉
強
が
で
き
る
！？

Speakeasy
開催日：第2、4金曜 15:30～16:30
　　　 土曜　　　 12:00～13:00（中学生以上）
料金：HKD400（2回）
住所：13/F., Fortune Ctr., 44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2574-6256（横井まで）　
ブログ：speakeasycafe.blog.fc2.com

Speakeasy
 

The Fringe Club 藝穗會
住所：2 Lower Albert Rd., Central
電話：(852)2521-7251
時間：12:00～深夜
定休日：日曜
ウェブ：www.hkfringeclub.com

都会のオアシスで
音楽とアートに酔いしれる

 

The Hong Kong Academy 
for Performing Arts
香港演藝学院
住所：1 Gloucester Rd., Wanchai
電話：(852)2584-8500
ウェブ：www.hkapa.edu

　アジア有数の映画祭である国際電影
節が毎年春に開催されるなど、映画に
熱い香港。ヤウマーテイ（油麻地）にある映画館「ブロー
ドウェイ・シネマティーク」は、映画ファンが数多く訪れ
る香港芸術文化のランドマークの1つともいえる場所
だ。ブロードウェイ系列の映画館は多数あるが、1996年
にオープンしたこちらの複合映画館は4つのスクリーン
を持ち、香港ではここでしか見られないようなレア作品
も上映。映画館だけでなく本屋やDVDストア、アート雑
貨のお店もあり、名監督スタンリー・キューブリックから
名付けられたDVD店「KUBRICK」では海外映画のポス
ターなども販売している。また同名のカフェにはアー
ティステックな写真集や香港アーティストの作品が並
ぶ。ちなみに今年の電影節は3月23日～4月6日まで。

 

Broadway Cinematheque
百老匯電影中心
住所：Prosperous Garden, 
　　  3 Public Square St., Yau Ma Tei
ウェブ： bc.cinema.com.hk

アーティストの
芸術作品も並ぶ
複合映画館

香港演藝学院

The Hong Kong Academy
for Performing Arts

　チムサーチョイ（尖沙咀）のビクトリアハーバー沿いに建つ
「香港藝術館」は、中国文化遺産の保護や香港の美術文化の
向上を目的に設立されたアートミュージアム。香港最大級の
美術館というだけあって見応えは十分だ。広い館内には
15,000点を超える貴重な品が所蔵されており、16世紀ごろか
らの中国の歴史ある絵画や書画、陶器などが常時展示されて
いるほか、香港で活躍する現代アーティストの作品による企
画展もシーズン毎にテーマを変えながら開催している。また
館内のミュージアムショップでお土産を探すのもオススメ。伝
統的な中国陶器の柄を模したコースターや現代アーティスト
によるバッグなど、街中ではなかなか手に入らないユニーク
なアート雑貨を購入することができる。昨年改修工事が終了し
た美術館前の広場にはアジアを代表するアーティストの彫刻
作品が飾られており、湾からの風を感じながらアートに触れら
れるのも気持ちがいい。毎週水曜日は入場料が無料になる。

Hong Kong Museum of Art
香港藝術館
住所：10 Salisbury Rd., TST
電話：(852)2721-0116
時間：10：00～18：00（土・日・祝～19：00）
定休日：木曜（祝日除く）
ウェブ：hk.art.museum

ショッピングや観光に便利な立地の
香港最大級美術館

Broadway
Cinematheque
百老匯電影中心

Hong Kong
Museum of Art 

香港藝術館

The Fringe Club
藝穗會

香
港
が
誇
る

     

芸
術
専
門
の
教
育
機
関

見るだけじゃつまらない？
実際に「アート」してみよう！

香港、広東

アートシーン
現 在

の
い
まHong Kong 

Guangdong 

What’s New?
Art Scene

期間限定のフェスティバル以外にも、香港の街中には常設のアートスポットがたくさん！
ここでは、歴史を感じられる美術館から複合映画館、
古い建物を再利用して出来たアート施設など、選りすぐりの10スポットを一挙ご紹介。
小さな香港だからこそ気軽に行けるアート施設で、ゆっくり芸術の1日を過ごしてみてはいかが？
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　一大都市・香港を、アートを通して長年見つめ続けてき
た現代アーティストのDr. Tang Ying Chi, Stella（ドクター・
タン・イン・チー、ステラ）さんに、香港のアート文化につい
てインタビューを行った。
　東洋と西洋の文化が混ざり合い発展したこの国だから
こそ表現できるアートとは？いち表現者として、また今後
の香港アートの行く末を案ずる者として、彼女は香港の芸
術発展をどのように捉えているのだろうか？

●タンさんにとってアートとは何ですか？
　アートとは、人々に自分が知らないことを理解させる最
善のメディアだと思っています。またアートは日常のなか
で触発され作り出されていきますが、私はアートが歴史の
記録的役割を担うと信じています。例えば、社会の中で何
かが破綻するような出来事が起こった場合、様々な表現
方法で、その時、人々が何を考えどのように振舞ったのか
を記録することができます。

●なぜタンさんの作品には香港をテーマにしたものが多
いのでしょうか？
　アート表現を通して自分の人生と香港の発展を思い返
すことが、私自身には重要なことなんです。私は芸術活動
を始めた早い段階で香港のアイデンティティに注目して
いました。私達はアジアにいながら西洋文化の影響をと
ても深く受けていますが、特に香港は東洋と西洋の文化
がうまく交じり合った土地です。そんな地に住む人々の行

動を記録するため、写真とペイントでアートと
して表現することにしたんです。

●香港アートの歴史を教えてください。
　1940年代辺りでみられる芸術発展の第1段
階では、中国から沢山の芸術家が香港へ流れ
こんできましたが、彼らの精神や魂はまだ中国
にあり、表現する作品にもそれは強く反映され
ていました。また当時、香港は植民地でしたし
芸術活動が制限されていたので、新時代を象
徴するような自由な活動はまだできませんで
した。
　戦後に生まれた子供達が社会に出始めた
1960～70年代の第2段階でも、そうした過去

の影響は僅かながら残っており、中国に対する感情を作品
に表現する傾向がありました。しかしその後、中国以外か
らも多くの有名アーティストが香港に移住してくるようにな
り、1980年代はそういった芸術家達によって香港における
アート活動の黄金時代が形成されたのです。また私達は
1997年に香港返還を経験することになります。これ以降、
ローカル要素が色濃く盛り込まれるようになりました。

●香港アートの過去と現在ではどのような違いが？
　昔はアーティストとして香港で食べていくのは非常に難
しいことでしたので、芸術家としての活動を断念する人も
多かったかもしれません。しかし近年はインターネットの
発展なども影響してアートがより身近になりました。今や
無名のアーティストであっても国際的なアート市場に参
入できる機会を与えられているわけです。それは世界中
の人が香港アートに触れられるようになったとも言えま
す。それでも、香港のアーティストは自分自身のスタイル
を築くためには今後何をすべきかということを考え続け
なければいけません。

●香港においてアートが果たす役割とは何ですか？
　政府はアーティストの卵を芸術に長けた西洋諸国で学ば
せ、香港のアートを一大産業に築き上げようと構想してお
り、現在多額の投資をしています。しかし私は、アートが香港
の中心産業の一部と成り得るかどうかに関してはまだ不透
明だと思っています。またアーティストを含め香港の人々は、
もっとアート教育や政府が進
めるアート促進活動に関心を
寄せてほしいです。

●世界から見た香港アート
の現在のポジションは？
　香港のアーティストにとっ
て、世界へ羽ばたく足がかり
をつかむことはまだまだ至
難の業です。現段階では、独
自の芸術文化を築いていこ
うという雰囲気が香港には
ありません。なかにはローカ
ル文化を学ぶことに積極的

な人もいるんですが…。アートを発展させるためにはそれ
は重要なことで、例えば日本の漫画には長い歴史があり、
今や世界で通用する独自のアート文化となっています。漫
画家はこのおかげで世界的な知名度を得ることができまし
たし、文化的な遺産を次の世代へ残すこともできたのです。

●香港アートは今後どのように発展していってほしいと考えますか？
　アートの発展は喜ばしいことですし、香港においてアー
トへの関心が高まっていることには素直に嬉しく感じてい
ます。今後は、行政が中心となりさらに芸術活動を広めて
くれることを期待しています。

　香港で創作活動に励む日本人アーティスト、足立さん
が香港に住み始めたのは1996年。香港が中国に返還さ
れる1年前だ。大学の卒業旅行で初めて香港を訪れて以
来、この土地の魅力に取り憑かれ、大阪で舞台美術等を
手がける会社に勤めながら年に数回のペースで香港へ。
「それならいっそ香港に住んでしまおう」と、一般日系企
業の営業アシスタントの現地採用として香港に居を移し
た彼女。「言葉もできないし、香港に住めるなら仕事は何
でもよかった」という。1996年という「時代」がそれを許し
たとも言える。だが、仕事の傍ら自らの作品制作も続けて
いたという彼女はその後転職を重ね、徐々にアート関係
の仕事に近づいていった。
　現在はフリーとして創作活動を行っている足立さん。
「描きたい物があれば描く。なければ無理には描かない」
という彼女だが、来港から今に至るまで創作意欲が途切
れたことはないという。「香港に居るからこそ描き続けら
れているのかも知れないし、自分でその流れを作って来
た。日本にいたら描いていたかどうか分からない」。“エネ
ルギッシュ”と形容されがちな香港の街に暮らしているか
らこそ、「スイッチを切り替えて静かな環境で描きたい」と、
今はスタンレー（赤柱）にアトリエを構る。「『自然』など、自
分ではコントロールできない物が世の中にはある。あえて
それをコントロールしないように向き合う」というのが一
貫した彼女のスタンスだ。自身の作品のスタイルやアプ
ローチの変化も「そう描きたいと感じれば、そうする」と。
　年に1度ペースで作品を発表する彼女は、同時にコー

ズウェイベイ（銅鑼湾）、深圳の蛇口などで絵画教室も開
いている。大人、子供にかかわらず、「描きたい」「表現し
たい」という思いの大切さ、描く事の楽しさを伝えている。

　近年徐々に海外のギャラリーの香港進出が目立ち始
め、２年後に予定されている美術館「M＋」のオープン
や、昨年始まった「アートバーゼル」など、彼女の来港当時
と比べて、香港のアートシーンは大きく変化し、活性化し
ているように感じられるが、彼女はこの状況をどう見てい
るのだろうか。
　「ギャラリーが増えたことで、海外のいろいろな作品に
触れる機会は増えています」。鑑賞者、見る側としては歓
迎しつつも、「だからといって、作品が売れるわけでもな
く、私たちレベルのアーティストにはあまり関係がない」
と、自身アーティストである彼女は冷静だ。「純粋に創作
活動だけで生活して行くのは難しいけど、これは世界中
どこでも変わらない。香港のアーティスト達も経済的に自
立していない若い人たちを除けば、ほとんど大学で教え
るとか、商業デザインで生活している」とのこと。
　セントラル（中環）
のPMQには人が集ま
り香港の若い世代を
中心にアートへの関
心は高まっているか
に見えるが、「すごく興
味をもっている人が

来てるんじゃなくて、すごくヒマな人が来てる」。また、M＋
に関しても「それはすごくいい事だけど、定期的に魅力的
な企画を打ち出し、継続的に海外の優れた作品を香港に
呼べる人材が香港にあるのか」と、期待と同時に複雑な
思いを語る。彼女の話から、行政主導の「香港アート
シーンの盛り上がり」と実際に香港で活動するアーティス
ト達の間にある「温度差」を垣間見る思いだ。
　「今は何かしら作品発表の機会や仕事の声がかかる。
これはこちらで長く続けてきたおかげ。地道に描いていく
しかない」と、シーンの変化に捉われることなく、今後もこ
の香港で描き続ける足立さん。「次の個展は６月の予定」
という彼女の活躍を応援したい。

アーティストに

毎週木曜 19:30～21:00まで、
コーズウェイベイ教室にて
アート絵画教室 生徒募集。詳しくは、
www.ayumiadachi.wordpress.com

●アーティスト
Dr. Tang Ying Chi, Stella
（ドクター・タン・イン・チー、ステラ）

足立あゆみさんに、自身の活動、香港アートシーンについて聞いた！

足立  あゆみ/ Ayumi Adachi
電話：(852)9105-0097
ウェブ：ayumiadachi.wordpress.com
メール：007ayumi@gmail.com

Ayumi Adachi
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香港で活動する
日本人アーティスト

香港特別行政府がおよそ216億香港ドルの予算を投
じる西九文化区を知っているだろうか。「M+」を含む、

劇場、展示施設などが入る巨大複合文化エリアが立ち上がる予定だ。Museumの
頭文字｢M｣と､これまでの美術館にない価値を表す｢＋｣を組み合わせた「M+」
は、2017年に完成を予定している。エグゼクティブ・ディレクターに、以前ストック
ホルム近代美術館館長を務めていたラース・ニッティヴェ氏を迎え、20､21世紀の
絵画や彫刻にとどまらず､建築やデザイン､映像もコレクションに加える。「M＋」の
作品購入予算は17億香港ドルで、アジアの現代美術を中心に､これまでに約
4,000点を収集した｡元駐中国スイス大使のウリ･シグ氏が集めた世界最大級とい
われる中国現代美術のコレクションが目玉だという。

（エムプラス）とは？

Dr. Tang Ying Chi, Stella （ドクター・タン・イン・チー、ステラ）
オーストラリアのロイヤルメルボルン工科大学で芸術学の博士号と
修士号を、ロンドンのゴールドスミス大学にて学士を取得。これまで
香港の様々な問題をテーマにしたアーティスト活動を続けてきた。彼
女の手掛ける作品は香港藝術館や香港文化博物館、シドニー中央図
書館など国内外の公共施設にも展示されている。現在、香港在住の
芸術家による非営利団体「MIA (Mere Independent Artists)」に所属。
ウェブ：www.tangyingchi.com
メール: stellatangyc@gmail.com

MIA (Mere Independent Artists)
住所: L5-05, JCCAC, 30 Pak Tin St., Shek Kip Mei

〈会場提供・協力〉
Fashion Walk
住所：Great George St., CWB
ウェブ：www.fashionwalk.com.hk

聞け！香港を拠点に活躍する2人の芸術家に、自身の活動や取り巻く芸術環境について話を伺った。
「香港」という地でアーティスト活動を続ける理由とは？　また今後のアートシーンの行く末とは？
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　工場跡を改造したおしゃれなアートエリアが広州にも
増えつつある。そのなかでも注目なのが「紅専廠」だ。広
州の新都心開発エリア「員村」の一角に位置する。有名な
缶詰ブランド「鷹金銭」の工場跡地を利用したアートス
ポットで、画廊やイベントスペース、おしゃれなカフェやレ
ストランが建ち並ぶ。
　赤レンガ工場を意味する「紅専廠」は、その名のとおり、
赤レンガ造りの建物が主体となっている。1956年、旧ソ連
による協力のもと建てられたため、広州では珍しい赤
レンガに三角屋根というロシア風建築となった。当時はア
ジア最大の缶詰工場として、中国人なら知らない人はいない「豆豉鯪魚」を生産してい
たという。工場閉鎖後しばらくは何の変哲もない工場跡地だったが、現在では数十棟の
赤レンガ建築物が良い状態で保存され、おしゃれな店舗なども入り、見事な変貌を遂
げた。工場の建物をそのまま利用しているので、どの店舗も天井が高く広々としており、
ゆったりとした空間が広がる。エリア内では個性的なオブジェを目にするが、これらは
すべて鷹金銭工場の機械や部品で作られた作品だ。
　そんな独特の雰囲気を求めて訪れるのは、おしゃれに敏感な若い人たちだけではな
く中高年も多い。夜になるとレストランでゆっくりディナーを楽しむ人の姿が見られる。
また、地元の文化に触れることもでき、絵画や写真の展覧会が催されていたり、中国伝

統の切り紙細工を体験することも可能だ。世界の工場とい
われるほど製造に力を入れる中国だが、ここに来れば「中国
製造」だけではなく「中国創造」にも明るい未来があること
を感じられる。

広東Art 香港、広東

アートシーン
現 在

の
い
まHong Kong 

Guangdong 

What’s New?
Art Scene広東――

ホントはこんなに
アーティスティック！

文化や歴史について語られることの多い広東だが、現代美術や芸術について取り上げられる機
会は意外に少ない。ところが近年、街の変貌とともに続 と々注目のアートスポットが登場している。
世界が注目する絵画村、工場跡地を再利用したおしゃれスポット、斬新なデザインの建物―。一歩
足を踏み入れるとそこには驚きの光景が広がっていた。広東が誇るアートの世界へようこそ！

　草原に建つ小さな家のような牧歌的佇まい
の「牧羊語咖啡画廊」では、油絵を中心とした絵
画を多数展示している。アンティーク調の革の
ソファーやレトロなシャンデリアがオシャレな
店内はどこか懐かしい雰囲気。植物を題材にし
た作品が多く、優しい色合いの絵画に囲まれな
がらゆっくりと一休みできるリラックス空間だ。
　90～96℃の温度で蒸らすことで豆の風味を
最大限に引き出したコーヒーが同店のもうひ
とつの自慢。すべて手づくりという各種デザー
トも充実しており、油画村散策で疲れた時には
嬉しいカフェだ。味わい深い牧羊語咖啡画廊
で芸術の香りに酔いしれてみるのも良いかも
しれない。 

　「360店」。このユニークなネーミングは、「お
客様の期待に360度応えられるような商品を
取り扱う」という同店のモットーが由来。広州で
生まれたアートな雑貨を中心に画集・文学書
などの書籍、手づくり天然石鹸、ガラス茶具、
フォトフレームなど、アナログもデジタルも
引っくるめた豊富な品揃え。とにかくオシャレ
なものが沢山詰まったこの雑貨店は、見ている
だけでも楽しめる。2012年に広州のアートス
ポット「紅専廠芸術創意区」内にオープンして
以来、休日ともなると多くのオシャレっ子たち
が訪れる同店で広州アートに触れてみよう！

住所：深圳市龍岗区布吉鎮大芬油画村
　　  老囲東十巷3-2

牧羊語咖啡画廊

木馬咖啡画廊

360店

鉄幕BAR

住所：深圳市龍岗区布吉鎮大芬油画村内
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小さな入口の「鉄幕BAR」。
広州音楽シーンへの登竜門となるか！？

住所：広州市天河区員村四横路128号
　　  紅専工場生活区制罐街F11棟
電話：(86)20-3703-9736

住所：広州市天河区員村四横路128号
　　  紅専工場芸術生活区制罐街F13棟
電話：(86)20-3703-9737

　オーナー自身がアーティストだという「木馬
咖啡画廊」は、油画村を囲むようにして通って
いる目抜き通り・油画街沿いにあるため誰で
もすぐに見つけることができる。淹れたての新
鮮コーヒーが飲める喫茶店としても人気があ
る同店では、すでに絶版した建築や写真、絵画
などアート関連の本が豊富に取り揃えられて
おり、どれも閲覧可能だ。店内の一角に設けら
れたギャラリースペースでは、オーナー厳選の
作品を集めた展示会や自身の個展も定期的に
開催している。上品でちょっと個性的な作品た
ちを楽しみながらアートなひと時を味わってみ
てはいかがだろうか。

モダンで開放的な造りのオシャレな内装に胸が高鳴る！

　隠れ家を思わせる小さな入口から店内に入
ると鉄製のレトロなテーブルセットに木製の
棚。ロフトスタイルの広々としたスペースが何
ともオシャレなバーだ。シンプルな造りの店内
では豊富な種類のお酒はもちろんのこと、手の
込んだディナーを楽しむこともできる。そんな
同店では、毎週水曜日と土曜日の夜9時には地
元バンドによるライブパフォーマンスが行わ
れており、地元のミュージシャンへ表現の場を
積極的に提供している。多彩なバンドが出演
する同店主催のライブステージ。広州の音楽
シーンを牽引する若き才能に出会えるかも！？

かわいいテラス付きで牧歌的な雰囲気満点！
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紅専廠芸術創意区（Redtory）
　世の中には良質のレプリカ（複製画）が数多く流通しているが、それらはどこで作られ
ているかご存じだろうか？深圳市龍崗区布吉街道・深圳地下鉄3号線「大芬」駅のA1出
口から歩くこと3分のところにある「大芬油画村」。ここでは世界市場のおよそ6割のレプ
リカが作られているといわれている。街のど真ん中に形成されたこの“レプリカ村”で
は、至る所で筆を走らせる人たちを見ることができる。油絵を中心に書画、刺繍、彫塑、

工芸品を扱う美術商が立ち並び、1,200以上のギャラリーが
軒を連ねる。中国各地から芸術を志す者が集まっており、この
地に住む画家・絵師は8,000人以上ともいわれる。
　かつてはひなびた農村だった大芬。1989年、香港の画商が
20人の職人を連れて移住したのをきっかけに芸術文化が芽
生えた。その後、行政もこの村の発展に寄与し、レプリカのみ
を手がける画工は深圳市の公募展に3回入選すると「画家」と
呼ばれ、画家専用の住居に周辺の賃料の3分の1の値段で住
めるなどの恩恵を受けられるようになった。そのため大量
オーダーにも対応できる技術力と人材が育まれたのだ。

　ここには、世界各地からお目当ての複製画を求めて訪れる人、ホテルやレストランな
どに飾る絵画を大量に買い付けるバイヤーなど実に多くの人が押し寄せる。これほどま
でに人気の理由は、クオリティーの高さと驚きの
価格にある。余談だが、これらは決して贋作では
ない。複製画は原則作者の死後50年が経過した
作品で、サインは入れず、著作権を侵害していな
いかどうかはスタッフがチェックしている。「大芬
美術館」では、新進のオリジナル絵画の展示など
が行われており、この地で作品を生み出す画家た
ちのコレクションを鑑賞することも可能だ。
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大芬油画村（DAFEN Village）

紅専廠芸術創意区（Redtory）
住所：広州市天河区員村四横路128号
電話：(86)20-6631-9930
ファクス：(86)20-8557-8470
ウェブ：www.redtory.com.cn
アクセス：地下鉄5号線「員村」駅B出口を左手に進み、珠江にぶつ
　　　　かる突き当りを左折、10分ほど歩くと赤い看板が見える。

大芬油画村（DAFEN Village）
住所：深圳市龍崗区布吉街道布沙路・深恵路
電話：(86)755-8473-2633
ウェブ：www.cndafen.com
アクセス：深圳地下鉄3号線「大芬」駅から「ウォルマート」
　　　　方向へ約500メートル 
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香港＆広東 香港

香港

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

営業・販売系/商社 香港/香港島 RGF 香港15K～25K

電化製品、アパレル、繊維製品、化粧品から
スポーツ用品にいたるまで、工場などの生産側
と小売業などのベンダー側の仲介を行ってい
る企業での営業の求人。香港での営業経験あ
る方歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

香港/香港島 RGF 香港18K～25K

アートギャラリーのオフィスでのアシスタント
業務。主な業務は上司のスケジュール管理、ホテ
ルやフライトの予約、プレゼン準備の補助や、
各種資料の作成、その他総務全般。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 18K～25K

化粧品メーカー/商社で間接部門（総務、人事、
財務）の管理業務。売上データ、財務データの
作成・管理。採用管理。英語、中国語、広東語の
どれかがビジネスレベル。間接部門の管理経験
がある方。

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

香港/香港島 20K～25K

大手会計事務所でのコーディネーターを募集。
BtoB営業経験、会計経験、会計コンサルタント
経験者歓迎。英語ビジネスレベル（社内公用語
が英語のため）、学ぶ意欲が高い方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K

日本人パートタイム人材（8:00～12:00か
14:00～18:00)の募集。日本語ホットライン
の対応。各種連絡業務。顧客からの問い合せに
対する対応。翻訳業務（日本語⇔英語）。庶務お
よび一般事務。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 35K～42K

香港人上司（30代前半）の営業サポート。リース
に関する審査書類の作成。関連企業や顧客と
の連絡。市場の情報収集。新しい市場を開拓す
るための新商品の開発援助。顧客リストの作成。
要英語ビジネスレベル。

RGF 香港

キングスウェイ

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/新界

電気電子部品商社の経理部門の責任者として
毎月の資金繰り計画作成、連結決算のとりまとめ、
日本本社への報告業務。商社、製造業での経理
部門での勤務経験者歓迎。英語か中国語ビジ
ネスレベル。

キングスウェイ営業・販売系/サービス ～30K香港/香港島

マーケティングやPR関連の経験、日系ならび
にローカル企業のフォロー、新規クライアント
開拓など。コミュニケーションレベルの広東語。
新規ビザサポートあり。

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

～22K香港/香港島

5年以上の就労経験、営業等の経験者。ビザ
関連申請手続き、顧客からの問い合わせ対応、
コンサルティング。会社設立関連のサポート。 
ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 20K～25K

包装資材事業を行う日系企業にて営業の募集。
既存顧客のフォロー及び新規顧客開拓。運送
対象物のチェック、見積もりと提案各種税関業務、
フォワーダーとの連携。要広東語スキル。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 20K～30K香港/香港島

損害保険の法人営業（商品説明、リスクコンサル
ティング、新規開拓）既存契約更新業務約7割、
新規営業約3割。営業・サービス経験者。入社時
に保険資格不要(入社後取得)。英語ビジネス
レベル。長期勤務可能な方。

RGF 香港サービス系/
エステ・美容・理容 16K～22K香港/香港島

トリマーペット看護士を募集。トリマー経験の
ある方、簡単な英語または中国語のできる方。
日本在住の方は、就労ビザサポート有。保険、
往復航空券、住宅、光熱費、全額支給。

RGF 香港
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

18K～20K香港/香港島

日系進学塾で塾講師の募集。６歳～１５歳の
学生への数学、英語の授業の提供（日本語で）。
進路相談、コンサルテーション。大卒以上。教師
未経験でもやる気のある方考慮。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 20K～30K

ホームオートメーションシステムを販売している
企業にて日本人スタッフの募集。日本マーケット
の調査。日系顧客からの問い合わせ対応。
翻訳業務（日⇔英）市場調査やマーケティング
の経験ある方歓迎。

キングスウェイ
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RMB
10K～12K

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。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
サービス 応相談

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。

香港/香港島

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 15K～18K

コールセンターにて顧客の問い合わせ対応、
顧客の注文受付、発送、返品業務。取引先：高級
アパレルブランド（鞄、靴、財布等。各ブランドに
1名の担当者）。英語ビジネスレベル。勤務はシ
フト制。

RGF 香港事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 香港/九龍 20K

日系技術商社が企画部門でデータ管理ができ
る人材を募集。Excelでデータ分析をした経験
があり、数字に強い方。英語ビジネスレベル。
データ分析、売上分析、市場分析。売上分析等
の各種レポート作成。

香港/九龍 15K～25K RGF 香港営業・販売系/商社

電子部品商社にて営業・マーケティング職の
募集。国内・海外（東南アジア・オセアニア）に
向けての販促活動。問い合わせ対応。市場調査、
アナリスト業務。取扱商品は主にLEDライト、
タッチパネルなど。

RGF 香港営業・販売系/
その他サービス 香港/九龍

セールスサポート職。既存の顧客との関係の維持。
クライアントへの出荷納入アレンジ。スケジュール
調整や支払滞納や納品遅れなどの対応。中国への
出張あり（月１回程度）。要英語OR中国語。

15K～25K
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