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香港競馬！GoGo!
PPW、今週の特集は
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香港

香港

香港

　全ての子どもは希望を持って生まれてくる。非凡な才能を持つチャッ
ピーもその内の1人だった。彼は他の子ども達と同じように、周囲の影響
を受けつつ、彼自身の心と魂の声に従って世の中に立ち向かい、大人へ
と成長していく。しかし、唯一チャッピーが周りと異なるのは、実は彼はロ
ボットであるということ。彼は自分で考え行動できる、初のAI（人工知能）
機能を備えたロボットだった――。
　監督は、アパルトヘイト政策をSF映画の形で描いた「第9地区」で脚
光を浴びたニール・ブロムカンプ。チャッピー役は、ブロムカンプ監督
作品に出演経験のあるシャールト・コプリー。その他、「レ・ミゼラブル」
のヒュー・ジャックマン、「エイリアン」のシガニー・ウィーヴァー、「スラ
ムドッグ＄ミリオネア」のデーヴ・パテールなどの演技派俳優が脇を固
める。

　2016年のヨハネスブルグを舞台に、AIを搭載したロボットの成長をど
のように描くのか。SFアクションを多数手掛けてきたブロムカンプ監督
の野心作。本作品は、人とロボットとの関係の見方を変えてくれるに違
いない。

人工知能を備えたロボットのSFアクション
映画「チャッピー」3月5日公開予定

「チャッピー」
3月5日公開予定
監督：ニール・ブロムカンプ
出演：シャールト・コプリー、ヒュー・ジャックマン、
       シガニー・ウィーヴァー、デーヴ・パテール他

　舞台は北ロシア・バレンツ海沿岸の小さな町。主人公のコーリャは自
動車修理店を営み、妻のリリアと前妻との息子・ロマと共に、店のそばの
家で暮らしていた。物語は、町長がコーリャのビジネス、家、土地を手に
入れようと画策するところから始まる。町長は金でコーリャを追い出そう
とするのだが、コーリャは、土地だけでなく、彼が生まれた時からずっと
親しんできたものを何一つ手放すことはできなかった。すると町長は強
行な手段を取り始め…。
　ロシア出身のアンドレイ・ズヴャギンツェフ監督は、「人は皆、どんな社
会に属そうとも、いずれかのタイミングで『世界』と相対することがある。
その時、奴隷として過ごすか、あるいは自由を手に入れるかの選択に迫
られるだろう。そこで人は自身の信じる正義を貫くべき」と語っている。

　現代ロシアの病理を見事にあぶり出したとされ、ゴールデン・グロー
ブ賞の最優秀外国語映画賞、カンヌ映画祭で脚本賞、ロンドン映画祭で
最優秀作品賞他多数の賞を受賞。ロシアのうねりを感じてみてはいかが
だろうか？

ゴールデン・グローブ賞　最優秀外国語映画賞受賞
「レヴィアタン」3月5日公開予定

｢レヴィアタン｣
3月5日公開予定
監督：アンドレイ・ズヴャギンツェフ
主演：アレクセイ・セブリャコフ他

香港トピックス
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香港＆広東 香港＆広東

今週の香港ピックアップ Exhibition

不思議な世界観へとあなたをいざなう
　インディペンデント写真ギャラリーの「ザ・ソルトヤード」は、著名な写真家・植田正冶の最後

の作品シリーズとも呼ばれている「illusion」の写真展を開催する。

　植田正冶は出身地である鳥取の砂丘を舞台に黒と白を基調とした独特な演出写真で絶大

な人気を誇る写真家。家族や友人を題材にした暖かなものや、マグリッドを彷彿させる構図を

取り入れるなど、幅広い作風で知られる。

　今回の「illusion」シリーズ（1987～1992）は彼の最終シリーズとして知られており、二重露光

技術など、彼の既存のスタイルとは全く異なる手法で撮影された点が高く評価されているも

の。今回の展示会では、世界的に有名な写真家の知られざる一面と、彼の飽くなき写真への情

熱に触れることができるだろう。

植田正治　写真展
「illusion」

3月29日まで

香港に住む女性達へ、心強いUVケア乳液が登場！
　お肌に大敵の紫外線（UV）。UVケアはしたいけど、さらっとした使い心

地は譲れない―そんな日焼け止め乳液をお探しのあなた。クラランス

の「UVプラス アンチポルーション」を試してみては？これまでのライン

ナップをアップグレードし、SPF50/PA++++に対応、さらに10時間のUV

カットが可能となる優れもの。暑くて湿気のある香港にもぴったりだ。

CLARINS
UV Plus Anti -Pollution

3月1日発売

ファーバーカステル　伯爵コレクション
「Pen of the Year 2015」

3月から

上質なペンでデスクを飾ろう
　ドイツの文具ブランド「ファーバーカステル」の伯爵コレクションから
毎年発売される「Pen of the Year」。2015 年はフリードリヒ II 世の命に
よって建てられたサン・スーシ宮殿にインスパイアされて制作されたと
いう一品。1 年間のみ数量限定の発売で、全てのペンにシリアルナン
バーが刻印されている。職人技の文房具をあなたの手に。

B1, 4/F., Jone Mult Ind. Bldg., 169 Wai Yip St., Kwun Tong
木～日 12:00～19:00
(852)3563-8003
www.thesaltyard.hk

(852)2113-3912 (Café Marco)、
(852)2113-7828 (Three on Canton)、
(852)2113-6046 (add@Prince)
www.marcopolohotels.com/en/index.html　

(852)2994-6238
www.clarins.com.hk
HKD370/30ml

紫外線によるシミ、そばかすに！こだわりの自然派コスメ
　金沢の金箔専門店「箔一」による金を使った自然派化粧品「金華」。同

シリーズに保湿成分や油溶性ビタミンC誘導体を配合した美容カプセ

ルが登場！ 金は新陳代謝を活性化すると言われ

ており、肌のキメを整えハリを与える効果が。本製

品はさらりとした使い心地で、朝晩の保湿力アッ

プに最適。日々の美容ケアに取り入れて、美肌を

手に入れよう。

金箔専門店のコスメ「金華」
美容カプセル登場

3～8歳は無料、9～11歳は半額！ 外食でココで！
　マルコポーロホテルズのレストランビュッフェでは、2月から3～8歳の
子供の料金が無料となるキャンペーンがスタートする。9～11歳の子供
も50%オフの料金で料理が楽しめる。マルコポーロ香港ホテルのCafé 
Marco、ゲートウェイホテルのThree on Canton、プリンスホテルの
add@Princeで開催中。お得なビュッフェを家族で味わおう。

マルコポーロホテルズ　
レストランビュッフェ

2月から

9° Beauty: 9/F., Duke Wellington House, 
                    14-24 Wellington St., Central
(852)2425-8368
www.9-concepts.com

Prints:
Shop 230, Prince Bldg., 10 Chater Rd., Central
Shop 2127, Elements, 1 Austin Rd. West
Shop 310B, 3/F., Hopewell Ctr., 183 Queen’s Rd. East, Wan Chai
Winner Pens Collection:
Shop 110, Man Yee Arcade, 60-68 Des Voeux Rd., Central
www.graf-von-faber-castell.com
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イギリス人がポニーで競馬をスタート
　香港に競馬をもらしたのはイギリス人だった。イギ
リスの植民地となった3年後の1845年に、ポニーによ
る競馬が行われたと伝えられている。20世紀以前の
競走馬の多くはモンゴル産ポニーで、列車で中国か
ら運ばれてきた。
　1846年にハッピーバレー（跑馬地）に競馬場を開
設。他に適地がなく、「黃泥涌谷」と呼ばれていた沼地
を埋め立てて競馬場を作った。当時の写真をみると、
競馬場は整地して楕円形のコースを設けただけ。
山々に囲まれており、のどかな雰囲気が漂う。その年
の12月、同競馬場で初めてのレースが開催された。
コース近くに竹や茅などを用いたシンプルなスタン
ド（観客席）が建てられた。当初のレースは1年に1
度、旧正月だけの開催だったという。
　競馬の普及とともに、違法に賭け事をする人が増
えたため、1884年に香港競馬を統轄・管理する機関
「香港ジョッキークラブ（HKJC）」が設立された。HKJC
はメンバー制を導入したが、中国人はメンバーにな
ることができなかった。馬主やメンバーは、イギリス
人や外国籍の官僚や外資系商社に務める人たち
だった。中国人がメンバーになることが認められた
のは、約40年後の1926年のことである。
　1918年2月、レースが行われていたハッピーバ
レー競馬場で火災が発生。竹製のスタンドが焼けて、
500人以上の観客が亡くなる惨事となった。その後、
スタンドは、1931年に3階建ての常設スタンドへ、
1957年に7階建てビルへとリニューアルされている。

世界でもトップ規模の
沙田競馬場を開設
　1940年代前半の日本占領
時代、治安が維持されている
ことをアピールするために競
馬の開催は続けられた。レー
スは週末に10レース程度、通年で開催した。イギリス
の統治時代より安く楽しめるようになり、庶民の娯楽
として広がっていった。戦後、競馬は一時中断される
が、1947年にイギリスによって再開され、再びHKJC
が統括するようになる。1971年にプロ騎手の立場を
保障するライセンス制度を導入。夜間照明を設置し、
初めてのナイター競馬が開催されたのは1973年のこ
とだった。1974年に、ノミ行為を防ぐために場外馬券
発売所を設置して、場外馬券の発売を始めた。
　近代的な競馬場を作るために、沙田海を埋め立て
る大掛かりな工事が行われ、1978年、新界沙田区に
世界でもトップレベルの規模となる沙田競馬場が完
成した。同競馬場は競技場全体で約10万人収容可能
で、1988年には香港競馬で初となる国際レース「香
港招待カップ」が開催された。
　沙田競馬場の開設に伴い、ハッピーバレー競馬場
の近くにあった廐舎も沙田へ移された。それまでは
レースの前後などに人に引かれ、一般道を通って廐
舎と競技場を行き来する競走馬の姿も見られた。
　1997年に香港が中国に返還された後も「一国二制
度」のもと競馬の開催は認められている。

競馬で負けても
「香港に貢献！」と胸を張ろう
　香港ジョッキークラブ（HKJC）は非営利団体として、
競馬やマークシックスなどの収益を、学校や病院の
建設、奨学金へ寄付をする慈善事業に注力してきた。
その歴史は1世紀以上にもなり、香港の発展の礎に
もなっている。2013、2014年にHKJCが行った寄付
は、HKD3.6億にも達し、168ものプロジェクトを支え
てきた。また、2013、2014年にHKJCが支払った税金
は約HKD20億にもなり、香港の低税率の維持にもつ
ながっている。
　現在、香港競馬の開催は原則として水曜日と週末
で、ハッピーバレー競馬場では、主に水曜日のナイ
ター開催が行われている。競馬が開催されていない
日、競技場は公園として市民に解放されており、ジョ
ギングやサッカーなどスポーツに興じる人々の姿な
どが見られる。

香港競馬！GoGo!

香
港
で
一
番
人
気
の
ス
ポ
ー
ツ「
競
馬
」

賭
け
事
を
楽
し
み
な
が
ら
街
の
発
展
に
も
貢
献

英国植民地時代から市民の身近に根づく香港の競馬は、
単なるギャンブルにとどまらないエンターテイメントだ。
せっかく香港に居るなら一度は体験してみたい香港競馬。
歴史から日本競馬との関わり、初体験レポートまで、
様々な角度からその溢れる魅力と楽しみ方を総力特集。
これを読めば、きっとあなたも競馬場へ行ってみたくなるはず！

広東では
「馬術」の魅力に 
迫ります！

特集 「馬年は終わったなかり」
なんて言わないで（笑）

約170年という長い歴史を持つ香港の競馬。
どのように成長、発展してきたのか？
まずはその歴史を紐解き、香港社会との関わりを見てみよう。

旧正月などは特別レースも
行われる

香港の街の
あちこちで見かける
場外馬券発売場
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　ハッピーバレー競馬場内にある香
港競馬博物館では、香港競馬の歴史
ともに1世紀以上にも及ぶ香港ジョッ
キークラブ（HKJC）の慈善事業を紹介している。競馬に関する展示では
19～20世紀の貴重な写真のほか、華やかなレースプログラムやクラッ
シックな馬券発券機などのアイテムが飾られており、当時の雰囲気を伝
えている。香港で初の三冠王に輝いた名馬「翠河」の剥製や、香港馬王を
3回獲得した名馬「禄怡」の骨格標本も展示されている。博物館は1996
年の開設以来、36万人以上の香港市民と観光客が訪れているという。フ

リーのガイド・ツアーもあり、先着
順で対応してくれる。ギフトショッ
プも併設。博物館の窓から競馬場
の様子を見ることができる。

The Hong Kong Jockey Club Celebrating the Club’s 130th Anniversary
ウェブ：130.hkjc.com/en/index.aspx

　1846年に開設され、香港競馬とともに約170年近い歴史を刻ん
できたハッピーバレー競馬場。何度かのリニューアルを経て、近代
的な施設へと進化を遂げてきた。1957年に建設された7階建ての
スタンドの収容人数は現在5万5千人。1995年にダート
コースは世界に通用する芝コースへと生まれ変わった。芝
コースは1周1417m、最後の直線距離は312m。幅は30m
に拡張され、国際レースにも対応可能となった。競技場内
には、芝のサッカーグランドやラグビーコート、1周1059 m
のジョギングコースがあり、市民にも開放されている。ここ
では主にナイトレースが開催されている。競馬場を囲む摩
天楼のきらめく光とともに白熱したレースを楽しむことが
できるため、その雰囲気を味わいにくるファンも多い。

　今年創立130周年を迎えた香港ジョッキークラブ（HKJC）では、
様々な記念イベントが予定されている。その中でもハイライトとな
るのが、乗馬とアクロバット、ダンスなどをミックスしたパフォーマン
スで知られる「CAVALIA」を招いて行うショーだ。ショーはセントラル
（中環）のハーバーフロントに設置した大テントで3月31日より始ま
る。また、イースターホリディには、沙田競馬場内のレースコースや
Penfold Parkで、ポニーの乗馬や乗馬ショーなど、家族で楽しめる企
画が盛りだくさんのフェスティバルを開催する。競馬のぬいぐるみ
やオクトパスカードなど、130周年の記念グッズもお見逃しなく。イ
ベント等の詳細についてはHKJCの130周年記念サイトで確認を！

「CAVALIA」によるショーの開催を
発表した関係者たち

香港ジョッキークラブ創立130周年記念イベント
馬と人が織りなすスペタクルショー「CAVALIA」も開催

貴
重
な
写
真
や
ア
イ
テ
ム
と
と
も
に
香
港
競
馬
と

香
港
ジ
ョッ
キ
ー
ク
ラ
ブ
の
活
動
を
紹
介

香港競馬博物館
（The Hong Kong Racing Museum）

香港競馬博物館（The Hong Kong Racing Museum）
住所：2/F., Happy Valley Stand, Happy Valley Racecourse
時間：月～日  12:00～19:00 / ナイトレース日  12:00～21:00
電話：(852)2966-8065
ファクス：(852)2966-7057
メール: museum@hkjc.org.hk
ウェブ: entertainment.hkjc.com/entertainment/english/racing-museum

W

1000m 2400m 2200m

1800m

1650m

1200m

　沙田競馬場は、国際レースが開催できる競馬場とし
て1978年に完成した。1988年には香港初の国際レー
ス「香港招待カップ」が開催された。2003年に、世界最
長となる三菱電機製大型スクリーンが設置され、ギネ
スブックに登録されている。また2004年に世界初とな
る開閉式屋根が導入された。コースは外側に芝コース
（1周1899 m）、内側にダートコース（1周1555m）、その
内側には調教用のダートコースが設置されている。芝
コースの最後の直線距離は430m。2つの8階建てのス
タンドを備え、競技場全体で約10万人を収容可。なお、

2008年の北京オリンピックで
は、ここの隣接地に設けられた
会場で馬術競技が行われた。現
在沙田競馬場では、主に週末に
レースが開催され、香港競馬の
拠点となっている。

摩
天
楼
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光
に
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れ
な
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ら

香
港
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馬
と
と
も
に
進
化

［ハッピーバレー競馬場］
芝コース：1周1417m、ホームストレッチ（最後の直線距離）312m、幅30.5m
収容人数：5万5000人（スタンド）
主なレース：ジャニュアリーＣ、ハッピーバレートロフィー、ハッピーバレーヴァーズ、
　　　　　 1010 Million Challenge、インターナショナルジョッキーズチャンピオンシップ
アクセス：MTR コーズウェイベイ（銅鑼湾）駅A出口より徒歩10～15分。
　　　    トラムやバスでも行ける。

［沙田競馬場］
芝コース：1周1899m、ホームストレッチ（最後の直線距離）430m、幅30.5m

ダートコース：1周1555m、ホームストレッチ（最後の直線距離）365m、幅22.8m
収容人数：約7万人（スタンド）、約10万人（競馬場全体）

主なレース：香港インターナショナルレース、クイーンエリザベス2世カップ、香港ダービーなど
アクセス：MTRレースコース（馬場）駅より徒歩。レース開催日は、各地からバスやミニバスが運行される。
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●香港での主な活動は？
　香港で行われるレースに出走する日本の馬に対するサポート
や、逆に香港の馬が日本に遠征する際のサポートなどが最も大き
な活動ですが、その他にも年間を通じ、香港ジョッキークラブと
様々な分野で交流しながらお互いの競馬の発展に努めています。
●日本の競走馬が香港のレースにも出走しているのですか？
　はい。香港の競馬に日本馬が始めて出走したのは1993年で
した。それ以降、20年以上にわたり、ほぼ毎年日本からの遠征は
あります。昨年12月に行われた香港国際競走には4レースに日
本から9頭が出走しました。
●香港のレースでも日本馬や日本人騎手が活躍しているんですか？
　これまで香港では8頭の日本馬が、延べ11勝をあげています。
1995年にフジヤマケンザンが香港カップに優勝したのが初勝利
です。過去、香港で最も活躍した日本馬といえばエイシンプレス
トンでしょう。彼は2001年の香港マイル、2002年と2003年のク
イーンエリザベスⅡステークスと香港で3勝をあげています。近年
では2012年と2013年の香港スプリントを連覇したロードカナロ
アが記憶に新しいところですね。

　騎手については、武豊騎手や福
永祐一騎手の活躍が目立ちます。
香港では毎年12月に世界各国の

一流騎手が集い、腕を競い合うインターナショナルジョッキーズ
チャンピオンシップというイベントがあるのですが、武騎手は
2004年に同点優勝、福永騎手は昨年、単独優勝を果たしました。
●逆に日本競馬で活躍した香港馬あるいは騎手は？
　香港からの遠征は、6月の安田記念や10月のスプリンターズス
テークスに多く、この2レースが香港で最も有名です。安田記念で
の香港馬は2000年にフェアリーキングプローン（香港馬の日本
初勝利）が、2006年にブリッシュラックがそれぞれ勝利していま
す。スプリンターズステークスではサイレントウィットネスが2005
年に、ウルトラファンタジーが2010年に勝っています。また、日本
国内最高賞金レースであるジャパンカップでは1999年に出走し
たインディジェナスが2着になりました。
　騎手に関しては、ダグラス・ホワイト騎手とザック・パートン騎
手が日本で過去に好成績を収めています。日本でも、世界のトッ
プジョッキーによるワールドスーパージョッキーズシリーズとい
うイベントを毎年施行していますが、ホワイト騎手は2004年に同
点優勝、パートン騎手は2012年に単独優勝を果たしています。こ
の2人は日本の競馬ファンの間でも御馴染みの存在ではないで

しょうか。
●今年、日本馬が香港で参戦
するレースはありますか？
　まだレースまでかなり日
があるので現段階では何と
も言えませんが、例年です
と4月下旬のクイーンエリザベスⅡカッ
プ、5月上旬のチャンピオンズマイルまた12月中旬の香
港国際競走に、世界各国から馬が集まります。その中に多くの日
本馬が含まれていれば嬉しいですね。
●香港で人気の日本馬や日本人騎手は？
　やはり、香港での活躍が目立つ先述のロードカナロアは人気
があり、2013年には香港の競馬ファンに最も人気のある外国馬
として表彰されました。また、騎手では武豊騎手や福永祐一騎手
は、過去、香港での騎乗機会も多く、よく知られた存在です。
●香港で購入できる主な日本のレースを教えてください。
　今年は日本のG1シーズンがまだ少し先ということもありまだ
決まっていないようですが、随時、香港ジョッキークラブのホー
ムページ等で案内があると思います。

香港に日本中央競馬会（以下JRA）の駐在員事務所があるのをご存知だろうか。
なぜ香港に？ どんな目的で？ 日本の騎手や馬も走っているの？？
あまり知られていない日本のJRAと香港競馬の関係について、
JRA香港駐在員事務所所長、小林雅嘉さんにお話を伺った

　香港法定古蹟に認定されている旧中央警察署、
中央裁判司署、ヴィクトリア・プリズン。16世紀半ば
の英国統治下に建設された建物は古き時代の趣を
残し、セントラルの中心的建物として人々の記憶に
刻まれてきた。その建物群をスイスの国際的建築家
ユニット、ヘルツォーク＆ド・ムーロン設計により
アートとレジャーの複合施設として新たに再生させ
るプロジェクトが現在進行中だ。完成は2016年後半
を予定。香港の歴史と現代アートをミックスした新
名所の出現が待ち遠しい！

競馬だけでなく文化やスポーツにと
さまざまな社会貢献を行っている同クラブ。
その一部をご紹介しよう！

日本とは一味違う香港競馬。HKD10から気軽
に楽しめるので、仕事終わりのちょっとした気
分転換や週末のデートにももってこいだ。で
も、どのように賭けていいのか分からない…と
いう人も多いのでは？ここでは香港競馬の馬
券について説明しよう。

■賭け金はいくら？
　いずれもHKD10から購入可能でHKD10ず
つ単位を上げられるが、一部、1枚のカードで
HKD100を超える場合はHKD1～2ずつの単
位となるものもある。

■購入はどこで？
　馬券は窓口または自動販売機で購入でき
る。一部の発売窓口では最小購入単位が決
まっている場合があるが、馬券の発売は「售
票/SELL」で、払い戻しは「派彩/PAY」で行って
いる。自動販売機を使う場合には、前もって現
金券（キャッシュバウチャー）を購入する必要
がある。現金券の購入は「發售或兌現金券」と
書いてある窓口で。HKD100から購入でき、残
額のある現金券は払い戻しも可能だ。また
タッチパネル式の自動発券機であればマーク
カードに記入しなくても購入できる。

■馬券の種類
　馬券は全15種類。日本と違って枠番はない
が、日本にはない賭け方もある。詳しい馬券の
種類は右記の通り。ただし、三重勝、四連単な
どは対象レースが限定されるのでご注意を。

■カードの記入法
　マークカードの記入方法も日本とは異なり
やや複雑。カードの帯色によって賭け方が異
なるので、単勝、複勝など賭け方を決めたら、
まずは6色あるカードのなかから自分が賭け
たい式別用のカードを用意しよう。
　カードには「レースナンバー」、「POOL（賭
け方）」を選択し、「SELECTIONS」に賭ける馬
の番号をマークすればオーケーだ。1枚に3
レースまで記入でき、左から早いレース番号
順に記入していく。「BANKER ONLY」は、馬番
連勝複、ワイドなどの流し馬券を購入する場
合の軸馬を記入する枠なので、普通に賭ける
場合は何もマークする必要はない。

香港ジョッキークラブ
還元活動紹介

日本のJRAが香港にも！？
JRAに聞いた、
日本競馬と香港競馬の深い関係

これを知れば一攫千金も夢じゃない！？
馬券の買い方HOW TO

住所：10 Hollywood Rd., Central

Central Police Station Revitalization Project
旧中央警署建築群再生プロジェクト（中區警署建築群活化計劃）

2016年に完成予定
歴史建造物とアートの複合施設

　西貢の美しい海岸沿いに位置するゴルフコー
ス。香港で唯一の公共ゴルフ施設で、３つの１８
ホールゴルフコースを完備している。そのうち２
つのコースは南アフリカ出身のゴルフ界の重鎮
ゲーリー・プレーヤーによるデザイン、もう１つは
ネルソン・アンド・ハワースによるもので、ゴルフ
ファンの心をくすぐるチャレンジングなコースを存
分に楽しむことができる。ショートコースももち
ろんあり。飲食施設やゴルフショップも併設されて
いるので、各種イベントにもおすすめだ。

住所：Kau Sai Chau, Sai Kung
電話：(852)2791-3388
ウェブ：www.kscgolf.org.hk

Kau Sai Chau Public Golf Course
滘西洲公眾高爾夫球場

自然豊かな西貢で楽しむ
絶景ゴルフコース

福永祐一騎手
福永祐一騎手

■カード帯色：紫 
獨贏（WIN）.................... 単勝 ................1着を当てる。
位置（PLACE）................ 複勝 ................3着までに入る馬を当てる。
連贏（QUINELLA）.......... 馬番連勝複 ........着順は関係なく1着と2着に入る馬を当てる。
位置Q（QUINELLA PLACE）... 拡大連勝複（ワイド）....着順は関係なく1～3着に入る馬を2頭当てる。
過關（ALL UP）..............ころがし.........前に賭けたレースの配当金が次に選択したレースに全額自動投資される。
　　　　　　　　　　　　　　　  獨贏・位置・連贏・位置Qのみだが、レースごとに買い方を変更することも可能。

■カード帯色：オレンジ
三重彩（TIERCE）.......... 三連単............1～3着を着順通りに当てる。

■カード帯色：緑
孖寳（DOUBLE）............ 二重勝............連続する2レースの1着をそれぞれ当てる。
三寳（TREBLE）.............. 三重勝............最終レースから数えて3レースの1着をそれぞれ当てる。
六環彩（SIX UP）........... 六重勝............最終レースから数えて6レースの1着もしくは2着をそれぞれ当てる。

■カード帯色：赤
單T（TRIO）..................... 三連複............着順は関係なく1～3着に入る馬を当てる。
孖T（DOUBLE TRIO）...... 二重勝三連複.....指定された2レースで、着順は関係なく1～3着に入る馬を当てる。
三T（TRIPLE TRIO）.......... 三重勝三連複.....指定された3レースで、着順は関係なく1～3着に入る馬を当てる。
四連環（FIRST 4）.......... 四連複............着順は関係なく1～4着に入る馬を当てる。

■カード帯色：茶
四重彩（QUARTET）..... 四連単............指定されたレースで、1～4着を着順通りに当てる。

■カード帯色：深緑
騎師王............................. 　ー　............1着12点、2着6点、3着4点のポイント制で最終レース終了時に合計1位
（JOCKEY CHALLENGE）　　　　　　　　となる騎手を当てる。

馬券種類　　　　日本名　　　　　　　　　　　　内  容
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■予備知識は「付け焼き刃」でも、いざ出発！
　香港に来て1度は行ってみたいなぁと思っていた、ハッピーバ
レー（跑馬地）へ、ついに行ってきましたー！！香港島の中心地に
あるためアクセス方法はさまざまで、気軽に行くことができるハッ
ピーバレー。オフィスのあるヤウマーテイ(油麻地)からでも、117
番の2階建てバスで40分ほど。なんと乗り換えなしで行けます。
　バスの中では、事前に購入した新聞を見て出場馬を確認し、

「逃げ」、「追込」など馬の脚質を一通り学び用意はばっちり！「賭
けるからには勝ちたい！」という意気込みもばっちり！ ハッピー
バレーが近づくと窓越しにライトで照らされた競馬場が見えて
きて嫌でもワクワク感は高まります。
　同行のK先輩と共に終点でバスを降り、競馬場入り口までは徒
歩3分ほど。電車の改札口のような入口が見えてきます。オクトパ
スで入場（HKD10）すると、目の前に広がるのは、明るく大きな客
席スタンドとビアガーデン！そして賑やかな声とともに芝生の匂
いが漂ってきました。おじさんがペンを耳に新聞を握りしめる姿
ばかりを想像していたＭでしたが、香港中の欧米人が集まってき
たの？というほど欧米の雰囲気が漂っていて想像と全く違うこと
に驚くばかり。ギャンブルというより、ビール片手にこの雰囲気を

思い思いに楽しんでいるとい
う感じです。この日は音楽イ
ベントもあり、リズムに合わせ
ながら周りを見渡すと香港特
有の高層ビルの明かりがぐる
りとコースを囲んでいました！

■さて、どこでレースを見る？！
　続いてスタンドに足を踏み入れたＭは、そこには清潔感があ
ふれているのにまたびっくり。3～5階にはフォーマルなビュッ
フェ式レストランがあり食事をしながら競馬を楽しめますが、そ

の雰囲気に尻込みしていたＭが向かった先は2階席。ここでは
HKD20を払うと、机付きの席に座ることができます。馬券を何十
枚も机の上に束ねている人もいて、その眼差しは超真剣。グラン
ドの無料席もありますが、少し高い位置からコース全体を見るこ
とができる2階は、レースをじっくり見たい人にオススメです！
レースは30分ごと。この日は、全8レース開催で、夜8時を過ぎて
到着した私達は、第4レースからの参戦となりました。

■いよいよ馬券を購入！
　どの馬に賭けるか、馬券の種類は何にするかを考えていると
30分のインターバルはあっという間。「レースが始まっちゃう！」と
アタフタするＭ。馬券を用意しレース番号、馬番、金額などを
ボールペンで塗りつぶし、対人式の購入窓口へ急いで持ってい
きます。まずは、初心者でも当たりやすいQUINELLA PLACEとい

う賭け方にチャレンジ！1枚HKD10
から賭けられますが、当たった時の
ことを考え、大胆にも（？）HKD50を
賭けることに。「捕らぬ狸の何とや
ら」ですね（笑）。知識が少ないた
め、ネット上で評判の馬を素直に
選ぶＭ。レースは馬がゲートに入
ると定刻にスタート。馬が走り始め
ると熱気に包まれる周りに負けじ
と、最後の直線では「1と8！来
いー！」と思わず絶叫（笑）。どの馬
が勝ったのか分かりませんでした
が、しばらくして、電光掲示板に出
た着順は、1番・10番・8番。おおっ！
1着3着でもQUINELL PLACE なので
大当たりです！人生初の馬券が見

事に的中！「やったー！！」と歓喜の声をあげ興奮気味のＭの傍ら
で、Ｋ先輩がハズレ馬券を見つめ落胆している姿が…。
　掲示板に正式配当が表示され、その結果、HKD50がなんと
HKD243に！思い切ってHKD50にして良かった～（ニッコリ）。こ
れで調子づいたＭは次のレースもやる満々。ドンマイ、K先輩！
　続いてのレースから、日本の単勝にあたるWINやPLACE（複
勝）TREBLEという日本にはない難しい馬券など、いろいろ挑戦し
たみたけれど、最初の喜びは何処へやら、なかなか当たりま
せん（涙）。最後は第7と第8レースにまたがるDOUBLEという賭
け方に挑戦してみました。2つのレースの1着を連続で予想する

というものです。これも日本にはない馬券ということです。初心
者のMとしては無難に、というか予想のしようもないので、2レー
スとも1番人気の馬をマークしました。第7レースで予想した馬
は終止先頭を走って危なげなく1着で第一関門突破です。さあ、
残るは最終レースのみです。

■大興奮の最終レース！
　最後なので再び馬が間近に見えるグランドへ降りてみまし
た。こんなに間近で馬を見ることができるなんて、やっぱりテン
ション上がります！各レースとも走り終わるとウィニングランが
あり、観客の前まで馬が近づいてきてサービス精神も満点。今に
も手で触れることが出来そうな位置へ馬がやってきて手を伸ば
す人も。実際鼻ヅラを撫で撫でしてる人もいましたよ。
　さて柵にかぶりついて見ているうち、にいよいよ最終レースが
スタート。芝生を蹴りながら颯爽と目の前を走り過ぎていく12頭
の馬の姿は筋肉がたくましくかっこいい！なんて見とれている
場合ではありません。Mが買っている10番の馬はなんと、、、まさ
かの「ほぼビリ」。場内スクリーンに映し出される10番は向う正
面でも順位が上がる気配もなし。「こら～、やる気あるのか～！」
と叫びたい気持ちです。もうあのカーブを回れば最後の直線で
す。「ダメだこりゃ」と諦めかけていた私の目に飛び込んで来た
のは、最終コーナーを回って外側からものすごい勢いで突っ
込んで来る10番の勇姿でした！「キタ～！！！」他の馬をごぼう抜
きにしながら10番が目の前を駆け抜けます。「10番！10番！ナン
バーテン！！」そのままゴールへ突っ走れ！
　そしてそして…、勝った。なんと勝ちました！ 1着です！ 途中
で諦めかけた私が悪かったよ。ゴメンナサイ！モレイラ騎手に乾
杯！最終倍率は9.5倍。HKD50買っていたので、配当はHKD475！
　途中のスランプ（？）がウソのようにスッキリしました。場内で
飲んだビール代を差し引いても収支は負けていません。これぞ
まさしく「ビギナーズラック 」ですね（笑）。ドンマイ、K先輩！
　当初は「最終レースが10時50分のスタートなんて長いなぁ」
などと思ってたのに、終わってみれば
あっと言う間の2時間でした。マークカー
ドに慣れた頃に終了というのがなんだか
寂しいくらいです。次回は友人を誘って
来てみようと再び訪れることを誓うMな
のでした。
　あなたもいつもとは違う大人だけの
夜、競馬ナイトを満喫してみてはいかが？

　競馬が趣味で毎週競馬場に通っている人も、テラスの
あるVIPルームで食事を楽しみながら観戦したことがあ
る人は少ないのではないだろうか。VIPなんて夢のまた
夢…なんて思っている人に朗報！ 海外投資セミナー等
を行っているAMETHYST HONG KONGでは、沙田競馬
場のVIPルームを貸し切り、豪華なビュッフェを楽しみな
がら競馬を観戦できるツアーを開催している。今回編集
部は、2月7日（土）の同ツアーに密着取材してきた。
　当日は10：30にチムサーチョイ（尖沙咀）の時計台に
集合しツアーがスタート。毎回参加している人、今回が
初めての人など老若男女様々な顔ぶれの合計36名が
参加した。競馬場までは専用のバスで移動する。バス内
では、V I Pルームに入る為の専用チケットの他、

AMETHYST HONG KONGのCEOであ
る笹子善充さんの著書、同社のオリジ
ナルグッズ等が参加者に配られた。そ
うこうしているうちにバスはあっという
間に目的地に到着。いよいよVIPルーム
のある6階へ。
　部屋に入ると、華やかにセッティング
された丸テーブルと笑顔が素敵な競馬
場スタッフがお出迎え。テラスから太陽
の光が差し込むとても明るい雰囲気の
部屋だ。各テーブルには、当日のレース
に出場する馬の特徴について説明され

た解説本や馬券マークシートなどが準備されており、参
加者たちはレース開始まで食事を楽しみながら、どの馬
に賭けるかを熟考していた。食事はビュッフェスタイル
で、VIPルームで出される食事とあり、点心、ローストビー
フ、粥、デザート、ワイン、シャンパン等、どれも申し分な
い美味しさの料理の数々であった。
　この日は、第1レースが13：00から始まり、17：45ス
タートの最終レースまで合計10レース。部屋に設置され
たモニターで人気馬やその倍率がチェックできるので、
倍率を見ながらスタートギリギリまで馬券を悩む参加者
の様子が見られた。
　第1レースの開始時刻前になると多くの人がテラス席
に移動。香港ジョッキークラブ会員でなければ入ること
のできないVIPルームのテラスから観戦できるのは、同
ツアーの1番の醍醐味だ。編集部も皆さんの後に続き、
テラス席の空気を吸いながら観戦してみることにした。
上から見下ろす競馬場コースはとても青々としていて広
大！ 地上で観戦している人たちはまるでミニチュアのお
もちゃようだ。レースが始まり、馬がゴールに近づいてく
ると、「○番行けー！」「頑張れ頑張れ！」という声があちら
こちらで聞こえ、参加者のテンションもMAXに。1つの
レースが終了する毎に、勝った喜びで乾杯する人、「次、
次！」と負けても気持ちをプラスに切り替えて次のレース
の準備をする人などで盛り上がっていた。
　レース観戦ももちろん良いが、同ツアーの魅力は他に

もある。専用チケットを持っている
と、一般の人は入れないパドックに

も入ることができ、レース前の馬や騎
手を間近で見ることができるのだ。自分の目の前を、手
を伸ばせば届きそうなほどの距離で競走馬が通過して
いく…馬好きにはたまらない体験だろう。
　競馬ファンの人もそ
うでない人も十分に
楽しめるこのツアーは
3月21日（土）にも開催
される。勝ったら本当
のVIPになれるかも!? 
詳細は下記のとおり。

香港競馬観戦ツアー
日時：3月21日（土）　10：30集合～19：00頃解散（途中退出可）
費用：HKD500（アメジスト会員は無料）
申し込み・問い合わせ：sales@amethyst.hk    担当　牧野まで
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■info.
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F
11棟

電話：(86)20-37
03-9736

 
Photo: 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！？

貸切VIPルームで
豪華ビュッフェを楽しめる

テラス席からの眺めは最高

「
勝
ち
ま
し
た
〜
！
」

　
　
　
　
　  

乾
杯
！

どの馬に賭けようか皆さん真剣…

目の前を駆けてゆく競走馬

香港に来て1年半のまだまだ新米主婦、編集部Ｍが
ハッピーバレーのナイト競馬に初挑戦。
日本での競馬経験ゼロ、香港でももちろん経験ゼロ！  
そんなＭの人生初競馬の顛末やいかに？

香港
競馬

初体
験

レポ
ート

ハッピーバレーで
　  ハッピーエンド？！
ハッピーバレーで
　  ハッピーエンド？！
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　日本の焼肉店をそのまま持って来たよ
うな高品質の肉とサービスが受けられる
「伊呂波」。栃木、鹿児島、佐賀、オーストラ
リアの高級和牛を提供し、多くの日本人の
胃袋を満足させてきた銅鑼湾の名店だ。
人気メニューの日本産和牛カルビ盛り合
わせ(HKD300)はカルビ、中トロカルビ、中
落ちカルビの3種盛りで欲ばりな方には
もってこい。また、厳選したカルビを自家製の秘伝ダレに漬けた壷漬けカルビ(HKD220)は、フ
ルーツを使ったさっぱりとしたタレがお肉を柔らかくしジューシーな味わいを楽しませてくれ

る。たまの贅沢には厳選食材を取り揃えた同店をぜひ
利用してはいかがだろうか。

焼肉  伊呂波
住所：2/F., Jardine Centre, 50 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：(852)2882-9877
時間：12:00～15:00 / 18:00～23:00
ウェブ：www.iroha.com.hk

勝勝
パーっとパーっと

ったらったら
負け
たら
？

負け
たら
？
美味しい物を食べて
忘れましょう！
美味しい物を食べて
忘れましょう！

いきたいね！いきたいね！

ご馳走と言ったらやっぱり焼肉！
特選ダレで頂く日本産和牛に舌鼓
焼肉  伊呂波

競
馬
に
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馬
に

　大きな窓からハーバービューを一望で
きる広東レストラン「國金軒（Cuisine Cuisine 
ifc）」。ミシュランの星も獲得しているほど
味には定評があり、手軽な飲茶から旬の
食材を使った季節ごとの特別メニュー、こ
こでしか味わえない斬新な広東料理など
がいただける。競馬で勝利した日は、広東語で“馬の友”と書く海水魚スレッドフィンを使った

「鹽燒馬友（HKD480）」がおすすめ。身はふっくらなのに対して、皮が黄金色に美しく輝くまで
丁寧にフライされており香ばしくカリッとした食感が楽しめる。また帆掛け舟を模した「滿載而

歸（HKD580）」もお祝い事にはぴったり。揚げた鱈で作った船にエビ
やホタテなどの海鮮が豪華に盛られている。壁いっぱいのワインクー
ラーからソムリエが料理に合う1本を選んでくれるのも嬉しい。円卓の
VIPルームも完備しているので、仲間と集う特別な夜に最適だ！

國金軒（Cuisine Cuisine ifc）
住所：3101, Podium Level 3, ifc mall, Central
電話：(852)2393-3933
時間：月～金11:30～14:30 / 18:00～22:30　土日祝11:00～15:00 / 18:00～22:30
ウェブ：www.miradining.com/cuisine-cuisine-ifc

　日本人シェフによる本格鉄板焼き「雪舟」は飛騨牛、栃木牛をメ
インとした日本産黒毛和牛や、たらば蟹、アワビなどの世界各国の旬
な食材を目の前で調理してくれる人気店。ヨーロッパで修業したシェ
フによるフレンチと和食のコラボレーションを目と舌の両方で楽しむ
ことができる。6種類のコースを提供しているが、オススメは店名と一
緒の雪舟コース(HKD980)。季節の野菜やフォアグラ、アワビのグリル
と満足度は高い。また単品では店内ショーケースの中から築地直送

の旬の鮮魚を選んで調理してもらう
こともできる。ディナー以外にもお
手頃なランチセットも提供している
ので肩肘張らずにリラックスして至
福の時間を過ごしてみよう。

鉄板焼　雪舟
住所：8/F., Cubus, 1 Hoi Ping Rd., CWB
電話：(852)2576-0880
時間：12:00～15:00 / 18:00～23:00
ウェブ：www.sessyu.hk

日本人シェフによる本格鉄板焼き
旬の厳選食材をシンプルに愉しむ
鉄板焼  雪舟

　ハッピーバレー行きトラムの終点で下車し、5分ほど歩いた昌明街に位置する寿司澄。競馬
場からもアクセスしやすい同店は、カウンターと厨房に計4人の日本人職人が常駐している。日
式の寿司店が多い香港で、どこに座っても日本人が握る本格寿司が食べられる店だ。
　勝った日にぜひ食べていただきたいのは寿司盛合せ。HKD1,500で、握りの他、小鉢、和牛、
汁物が出てくる。苦手なネタがある人は注文前に伝えておこう。
　写真は、左手前から、スルメイカ、カワハギ、サヨリ、ぼたん海老、ハマチ、金目鯛の炙り、更に

奥左から、フグの白子、赤貝、ホタテ、大ト
ロ、大トロ炙り。ネタはもちろん全て日本産
だから安心。
　今なら「PPWを見た」と伝えると、なん
と10％引き！「負けても来てください」と
大将。当日予約も受け付けているので、行
く前に1本電話をして行こう。

寿司澄
住所：Shop A, G/F., Mint Garden, 
　　  1-3 Cheong Ming St., Happy Valley
電話：(852)2803-5558
時間：12:00～14:00 / 18:00～23:00

ハッピーバレー競馬場からすぐ！
日本人が握る本格寿司を堪能できる店　
寿司 澄

　本格的な日本料理と贅沢なカニ懐石を
堪能できる「蟹膳（かにぜん）」。レースの祝
杯を挙げるにはぴったりだ。なかでもオス
スメは「カニセット三種盛」。松葉ガニ、たら
ばガニ、毛ガニが、刺身や蒸篭蒸し、ボイル、
餃子、天ぷら、しゃぶしゃぶ、雑炊などでいた
だける全11品のかに三昧ディナーコース（4人前HKD1,480）。甘くて身の詰まったカニを食べ比
べできる極上の贅沢体験をぜひ味わっていただきたい。また「ウニとカニのセット」は、カニに加
えてウニも堪能したいという欲ばりさんにオススメな全8品のコース（2人前HKD1,480）。海鮮以
外にも九州産のA5和牛を使った「和牛しゃぶしゃぶセット（HKD760-150g/HKD580-80g）」な

どがあり、カニの苦手な人がいても大丈夫。カニしゃぶの
ランチセットもあるので、昼から乾杯！なんてのもありかも。

蟹膳
住所：G/F., 3 Thomson Rd., Wanchai
電話：(852)2866-1618
時間：12:00～14:00 / 18:00～22:00
フェイスブック：www.facebook.com/KANIZEN

松葉・たらば・毛ガニの
「カニセット三種盛」がおすすめ！
蟹膳

國金軒（Cuisine Cuisine ifc）

ミシュラン広東料理を
ハーバービューと共に楽しむならここ！
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●なぜ馬術を始めようと思ったのですか？
　幼い頃は陸上競技をしていました。
ある時、馬術チームのコーチがメン
バー選抜に来ました。私は背が高いほ
うでしたので選ばれたようです（笑）。 
“人と動物が一緒になって初めて成り立
つ”このスポーツに魅力を感じました。
トレーニングは大変ですが、馬と一緒に
生活し、目標に向かって挑戦する中で次第に馬術の虜になっていきました。

●馬に対する思い入れが深いですね。
　そうですね。馬たちは家族のようです。馬は、一緒にトレーニングをし、汗
を流し、栄光のために戦うチームメートでもあります。このような感覚は、経
験しなければわからないものかもしれません。家で飼うペットとはまた違っ
た思い入れがあります。馬術をあまり知らない人に「この馬肉は食べられま
すか？」とよく尋ねられますが考えられないことです。

　英姿馬術倶楽部は、広州地区で最大の馬術専門クラブ。広い馬
場と理想的な設備が整う。馬に関係する幅広いサービスが魅力で、
レッスンはもちろん、馬のレンタル・販売、馬具や関連書籍の販売、
各種馬術競技会の開催
なども手がける。馬は、内
モンゴル産の品種など40
頭をあまり。コーチは内
モンゴルからきた経験豊
富な専門家ばかり。広州
天河城と東莞莞城から20
キロほどの場所にあり、
路線バスも通っているの
でアクセスに優れている。

　金伯楽馬術学府（Camelot）は、東莞市長安鎮にある馬術クラ
ブ。オリンピック水準の室内および野外馬術練習場を備え、世界
各地から優れた品種の馬を取り揃えている。特徴は、国際水準の
乗馬ライセンスコースがあること。スウェーデンHayfields Intl 
Equestrian Academy（海爾菲徳騎術中心）のカリキュラムを採用
し、経験豊かなスウェーデン人コーチがレッスンにあたる。レベル

ごとに6つのクラスに分けられ
ているので適正に合わせたレッ
スンを受けられる。

●広東省馬術チームのレベルにつ
いて教えてください。
 中国国内では一、二を争うレベル
です。アジアでも、総合実力なら上
位に位置しており、とりわけ「馬場
馬術」を得意としています。しかし、
「障害飛越競技」はサウジアラビアなどの“金持
ち国”が強いですね。彼らは資金に恵まれてい
ますから（笑）。

●最も印象に残っている試合について教えてく
ださい。
　2009年の中国第11回大会の馬場馬術団体
戦ですね。ライバルの新疆チームが高得点を
叩き出すなか、私と「吉祥」(馬の名前)は最後に
出場しました。その際、アリーナに強い突風が
吹き、競技場全体に砂埃が舞いました。加えて、
一部の人が妨害の歓声を発したため「吉祥」は
驚いて後ずさりをはじめ、私を含む誰もが優勝
を諦めました。しかし、審判は再演を決定。とて
つもないプレッシャーのなかでの演技を私と
「吉祥」は見事に乗り切って最高得点をマーク
し、新疆チームを抑えて栄冠を勝ち取ることが
できました。

●逆境にも負けず大切なことを学んだのですね。
　人と馬の信頼関係が非常に重要だということ
を改めて学びました。これは私にとっての課題
であり挑戦でもあります。メンタル面も含めた競
技前の準備はもちろん、平常心をもって試合に
臨むということが大切ですね。

●馬との信頼関係を築くためには何が必要な
のでしょうか？
　馬を熟知することですね。馬に対する愛情を
培うには、それ相応の時間が必要になります。
馬はとても利口なので、できる限り一緒に過ご
してあげる必要があります。重要なのは、力で操
ろうとするのではなく、感覚と感性を働かせて
接してあげることです。

●「乗馬=貴族のスポーツ」というイメージがあ
りますが。
　そんな風に言われますね。確かに乗馬はお
金のかかるスポーツです。でも、お金持ち全て
が貴族というわけではありません。馬術や乗馬
のトレーニングは精神的・体力的な忍耐力を
養ってくれます。馬に対する愛情や忍耐です
ね。貴族を貴族たらしめる本質はそこにあるの
だと思いますよ。

●ありがとうございます。最後にチームの展望
をお聞かせください。
　現在のチーム状態からして、大きな潜在力を
秘めていると思います。今年はさらに一頭の新
馬が入る予定なので今後が楽しみです。

　新鮮な空気と環境に恵まれた東莞の「松湖花海」景区にあるク
ラブ。血統の優れたホルスタイン種（霍士丹）、ハノーバー種（漢
諾威）、オルデンブルグ種（奧登堡）、トラケーネン種（特雷克納）、
メクレンブルク種（梅克倫堡）など30頭あまりを揃えている。レベ
ルや年齢に応じて騎馬体験ができるよう経験のある専門の調教
師が団体競技についても豊かな知識と経験で指導してくれる。障
害飛越、馬場馬術、野外乗馬体験、調教などのメニューがある。

●馬術を始めたきっかけは何ですか？
　父が大変な乗馬好きだったので、小さい頃から乗馬に連れて行かれまし
た。以前は砲丸投げの選手で、特に乗馬が好きだったわけではないのです
が、馬術トレーニングや試合を経験し、馬と一緒に過ごすことで徐々に好き
になっていきました。

●印象深いトレーニングについて教えていただけますか？
　2010年から2013年までの3年間、デンマークで乗馬の基礎を勉強しまし

た。ヨーロッパでは、乗馬は一般的な娯楽
として文化の一部になっています。そのた
め、馬術を学ぶための環境や条件が中国
国内よりも整っています。デンマークの人
口は約500万人と少なく、街中でも人はま
ばらです。そのため、気を散らす要素が少
ない環境の中で、馬術トレーニングに集中
することができました。また、馬術の名手と
の出会いから多くのことを学びました。

住所：東莞市松山湖大学路松湖花海景区 
電話：(86)769-2662-1168
ウェブ：www.sslequestrian.com/about

【松山湖馬術クラブ】
多彩な品種が揃う環境も◎な馬術クラブ

住所：東莞市長安鎮沙頭管理区
　　  環瓏山五点梅水庫 
電話：(86)769-8999-3888
ウェブ：camelotrrcc.com/news

【金伯楽馬術学府】Camelot Riding Resort 
& Country Club）

オリンピック水準の設備！東莞市長安鎮の馬術クラブ

住所：広州市増城区広園東路鳳凰城
　　  （正門右側）荔枝文化村内
電話：(86)20-8280-8884、(86)20-8280-9538
ウェブ：www.yzhorse.com

【英姿馬術倶楽部】
アクセス便利で広州最大級の設備が魅力！

コーチのお薦め！ 広東の馬術クラブ
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馬術の世界を垣間見たあなた、馬に興味が湧いてきたのでは？そこで、近場で乗馬体
験してみたい方に耳寄りの情報！趣味の乗馬、そして本格的な馬術トレーニングにも
対応した設備と環境の整う馬術クラブをコーチが教えてくれた。

広州市郊外・黄村にある「オリンピックスポーツ
センター」。2009年のアジア陸上大会も開催
された「広東オリンピックスタジアム」を備えた
広大な敷地内には、各種オリンピック競技の訓
練施設が集まる。広東省におけるスポーツの聖
地とも言えるこの地に「広東馬術チーム」のト
レーニング場がある。今回は、同チームの現役
選手とコーチの3人に取材し、馬術の魅力につ
いて語ってもらった。競馬とは違った馬術の知ら
れざる世界を紹介する。

中国屈伸の馬術集団！
「広東省馬術チーム」に独占インタビュー
競馬より面白いかも！？ 知られざる馬術の世界を紹介！

〈広東省馬術チーム〉
1986年に結成。現メンバーは18名(2名の女性選手）。中国におけるスポーツ選手の最
高称号「国家級健将」が4名在籍する中国屈指の実力派チーム。広東省内から選手を
集め国内外の各競技へ出場しながら次回のオリンピック選手輩出を目指している。

〈これまでの成績・記録〉
中国巡回賽総決賽（決勝） 2014年馬場馬術 個人優勝
国際馬術連盟（FEI）馬場馬術チャレンジマッチ 2014年 団体優勝
中国全国運動会（4年に1回開催） 2001年～2013年 4大会連続団体優勝
2010年広州アジア競技大会 団体準優勝
2002年釡山アジア競技大会 団体3位

顧コーチ：2014年馬場馬術チャレンジマッチでの1枚

未来のオリンピック選手を目指して！
広東馬術チームのホープ2人に注目！

黄麗興（ファン・リーシン）さん

【チーム歴17年】
優勝経験もある女性選手 

胡子康（フ・ヅカン）さん

【チーム歴5年】
ストイックなイケメン選手！

広東馬術チームの若きホープ！左から胡選手、 黄選手

練習馬場での朝のトレーニング風景

顧兵（コ・ヘイ）さん

【選手兼コーチ】
チームをけん引するトップ選手

広東で
は

「馬術
」に注

目 

してみ
た！

馬に生きるひとたち
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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/新界 RGF 香港～30K

カメラ部品を扱う企業での営業。既存顧客
フォロー、新規顧客開拓。華南地区への出張週
１～２回。香港での営業経験ある方。電子部品
業界の経験あれば尚可。北京語スキル歓迎。

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

香港/香港島 キングスウェイ～22K

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。

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 ～30K
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。コミュケーションレベルの英語。

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）/
コンサルタント

香港/香港島 20K～25K

日系会計事務所で顧客と社内会計士の仲介役。
顧客からのヒアリング、問い合わせ対応。深圳
日帰り出張あり。日本語ネイティブレベル、英語
ビジネス要。広東語・北京語堪能な方尚可。
大卒以上、就業経験3年以上要。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 20K～25K

日系大手広告代理店での営業。既存顧客フォ
ロー、問い合わせ対応やスケジュール管理等。
顧客とデザインチーム間の連絡。マーケティング・
営業いずれかの経験要。広告業界での経験優遇。
英語力要。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 25K～30K

日系大手広告代理店での営業マネジャー。
既存顧客フォローと新規開拓。顧客への提案、
結果報告。マーケティング・PR・営業いずれか
の経験要。広告業界での勤務経験優遇。英語
ビジネスレベル必須。広東語尚可。

香港WORKS

香港WORKS

サービス系/外食・フード 18K～25K香港/九龍

レストランでのサービス指導。香港でのビザ
所有優遇。レストランでのホールスタッフ経験者
優遇。英語・広東語・北京語コミュニケーション
レベル。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

15K～30K香港/新界
会計業務。会計実務経験者優遇。LCCI又は
簿記等の資格をお持ちの方。英・広・北京語い
ずれかビジネスベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

15K～17K香港/九龍 カスタマーサポート業務。経験不問。人物重視。

香港WORKS

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

香港/香港島 18K～23K
コーディネート業務。ビジネス英語必須。
コミュニケーション能力の高い方。学ぶ意識の
高い方。業界未経験者。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 25K～40K香港/香港島

金融企業向けサービス業での顧客マネジャー。
既存顧客フォロー、新規顧客開拓、問い合わせ
対応。金融業界経験要。営業経験尚可。日本語
ネイティブレベル。英語力要。就業経験３年以上。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 16K～22K香港/九龍

日系ジュエリー企業での日本人営業担当サ
ポート。外出・深圳日帰り出張あり。ビジネス英
語要。広東語、北京語歓迎。日系企業勤務経
験、ビジネスマナー要（BtoB営業経験尚可）。
元気があり、人と話すのが好きな方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

15K～18K香港/九龍

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 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 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。

香港WORKS生産管理・品質管理/商社 日本 年収480万
～700万円

営業・生産管理業務。中国・ASEAN生産（出張
ベースでの訪問あり）。アパレルOEM業界
経験者。ビジネス英語。商社経験者。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

20K～25K
Payroll・医療保険管理などの人事業務。
英・広・北京語いずれかビジネスレベル。
payrollの経験。

香港/新界

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/九龍 ～18K

4年程度の事務経験。日本人顧客へのカスタ
マーサポート業務（各種予約手配など）。レポート
作成。担当加盟店の売上報告書、社内報告書
作成など。広東語必須（英語、北京語尚可）。

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 ～25K
2年程度の営業事務経験。納期管理、中国工場
とのやり取り（日本語）、本社対応。その他総務
業務。語学不問。

香港/九龍 ～40Ｋ キングスウェイ営業・販売系/
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。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売 香港/九龍

3年以上の経理、財務経験。決算までの業務
経験者尚可。CPA（候補者含め）歓迎。ビジネ
スレベルの英語。

応相談
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ビジネス（香港・広東共通）
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