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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

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 インテリジェンス
香港25K

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。IT業界での実務3年以上の
経験と英語コミュニケーションレベル必須。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 インテリジェンス
香港15K～20K

日系幼稚園での保護者対応および事務全般。
総務や簡単な会計業務（記帳程度）など。
コミュニケーションレベルの広東語および英語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～25K

大手日系保険企業にて、主に香港内の日系顧客
担当。書類作成、問合せ対応等の内勤業務も多く、
出張はほぼ無し。要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

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/物流・倉庫 香港/九龍 ～22K

物流業界もしくは商社、メーカ等の経験者尚可。
日系顧客窓口業務、見積書作成、顧客訪問。
中国出張あり。コミュニケーションレベルの英語、
広東語。新規ビザサポート可。

キングスウェイ

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/九龍 ～20K
3年程度の営業補佐または営業経験者歓迎。
パワーポイントを使用したプレゼン資料作成、
顧客対応全般。ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
広州

インテリジェンス
広州

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
15K～20K広州

新規生産ＬＩＮＥと成型設備立上げ・製造機械
設備の改善・新規導入設備評価を担当。5年
以上生産技術経験をお持ちの方。語学不問。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～28K東莞 会計財務。経理の経験必須。簿記保持者は歓迎。

要北京語ビジネスレベル。

サービス系/
その他サービス

RMB
10K～12K広州

大手日系ホテルでのフロントデスク担当として
主に日本人の顧客の対応業務。要北京語あるい
は英語ビジネスレベル。業務経験者は歓迎。

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 20K～23K

日系飲食・フード関連企業にて、ブランディング・
マーケティング・ローカルプレスとのやりとり・
制作舞台や外注先への指示を担当。要2年以上
の関連経験とビジネスレベルの英語。広東語
スピーカー歓迎。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売 応相談香港/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。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～20K香港/香港島

日系法人企業向け、経済・産業ニュースの会員
獲得業務。営業やカスタマーサービスの経験者
歓迎。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
エステ・美容・理容 30K～50K香港/香港島 財務データの管理、分析、グループ企業への報告

など。財務を含む管理業務の経験5年以上要。

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/
コンサルタント

香港/香港島 18K会計士事務所での秘書業務。監査に伴う資料
作成、各種リスト作成など。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/メーカー
（機械・電気・電子）

東莞 ～RMB30K日系食堂の調理師。日本食料理店などでの
料理長経験が必須。語学不問。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） ～RMB25K

総経理・董事候補。中国で長期就業可能で、
更に日本の文化・習慣等を熟知し、企業と折衝
ができる方。更に現地スタッフの指導管理がで
きることが必須。要北京語ビジネスレベル。

東莞

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

香港/香港島 20K

日系金融機関にて、国際会議やイベント時の各種
アレンジメント業務。1年契約の後、パフォー
マンスによっては契約延長も検討可。金融業界
の経験不問。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 15K
アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル以上。

香港/九龍 20K 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/
建設・建築・
内装・住宅関連

日系内装企業でのアフターサービス対応担当。
日系顧客からの問い合せを受け、ローカルス
タッフへの指示出し、更に時折現場の立会いも
有り。要コミュニケーションレベルの英語あるい
は広東語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍

日系アミューズメント関連企業にて店舗の売上
げ管理、イベント企画・運営、ローカル企業との
版権交渉等を担当。コミュニケーションレベル
の英語に加え、普通話・広東語いずれか必須。

25K
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香港クラシファイド

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東北大同窓会香港支部
東北大にゆかりのある方々で集まり、定
期的に食事会を行います。香港の地でも
トンペーを語り合い、親睦を深めていき
ましょう。ご連絡をお待ちしております。
連絡先：田中
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青山学院校友会香港支部
隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください!
連絡先:hoseichina_hk@yahoo.co.jp (事務局)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集!!
香港日本人倶楽部合唱団です。練習は銅
鑼湾の日本人倶楽部にて水曜午前に女
声合唱団、土曜午後に混声合唱団と男声
合唱団がおこなっています。（練習場所は
変わる場合あり）。初心者の方大歓迎!! 歌
が好き! 唄うのが好き!! な方私たちと一
緒に合唱を楽しみませんか? お気軽にお
問合せください。
問い合わせ：
mail:hkjc_choir@yahoo.co.jp（担当:加藤）
HP：www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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分また
は、ランチタイムに集います。経験不
問・登録料などいっさいかかりません。
～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
FXトレーダーの集い。

FXトレードについて、あれこれ一緒に
話せる仲間作りませんか?トレードのス
キルアップやアイディアのきっかけ作り
にもなる。
●経験: これから始めたい方、初心者～
上級者まで経験は問いません。
● 日時: 週末メインですが平日もあり。
● 会費: ゼロ
どうぞお気軽にご連絡下さい。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
ジオスホンハム校では、ベビーシッター
さんを募集しています。
詳細は、メールでお問い合わせ下さい。
 hunghom@geosasia.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：centralhk@geosasia.com
電話：(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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

（連絡先 65009794　宮崎）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団2015新春コンサート
香港日本人倶楽部合唱団コンサートの
ご案内です。日本人も香港人も「皆で一
緒に楽しむ!」がモットーの合唱団。50余
年にわたり、クラシックからポップスまで
多種多様な曲に挑戦してきました。今年
の新春コンサートも、大人から子供まで

楽しんでいただける歌を中心に、美しい
ハーモニーでお届けします。素敵なゲス
トも登場。日曜日の午後のひととき、ご家
族やお友達と是非お出かけください。
入場無料。　
日時：2015年2月8日(日)　午後3時開演
場所：香港日本人倶楽部18階ロビー
(68 YEE WO STREET, CAUSEWAY BAY, HK)
演奏曲:　「Let It Go～ありのままで～」

「逢いたくていま(MISIA)」「雨のち晴レル
ヤ」「ト調のメヌエット変奏曲」「LIKE TO 
THE DAMASK ROSE」「となりのトトロ」

「You’ll be in my heart～Disney“Tarzan”
より」「雨ニモ負ケズ」「上を向いて歩こ
う」など。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

香港

ベトナム

香港



広東 香港

　前回は、中国の独占禁止法について（一）独占合意
篇と題して、事業者間で競争を排除、制限する合意な
どをした場合のリスクについて解説させていただきま
した。今回は、前号に引き続いて、「市場における支配
的地位の濫用」について紹介させていただきます。

一、「市場における支配的地位の濫用」の定義
　市場における支配的地位とは、事業者が関連市場
において、商品の価格・数量もしくはその他の取引条
件をコントロールすることができ、又は他の事業者の
関連市場への参入を阻害し、もしくはこれに影響を及
ぼすことができる能力を有する市場地位を指します。
　また、他の事業者の関連市場への参入を阻害し、も
しくはこれに影響を及ぼすことができるとは、他の事
業者の関連市場への参入を排除すること、他の事業者
の関連市場への参入を遅延させること、又は他の事業
者が当該市場に参入することはできるが、算入コスト
を上昇させ市場において競争を行えなくさせること等
を指します。

二、「関連市場」の画定
　市場における支配的地位の濫用に該当するか否か
を判断するには、まずは前提条件となる事業者が関連
市場における支配的地位を有するか否かを確認する
こととなります。したがいまして、関連市場の画定は常
に独占禁止法違反事件において最も重要な要素であ

るといえ、関連市場の大小によって事業者が最終的に
法的責任を負うか否かが決せられるといえます。関連
市場とは、「事業者が一定の期間において特定の商品
又は役務について競争を行う商品の範囲又は地理的
範囲をいう」と定義されています。中国独占禁止法の
実務においては、これについて、関連の商品市場と関
連の地域市場を確定する必要があります。関連の商品
市場とは、「商品の特性、用途及び価格等の要素に基
づき、需要者により比較的密接な代替関係があるとみ
なされる１組又は１種類の商品によって構成される
市場を指す」と定義されています。関連の商品市場と
は、「需要者が比較的密接な代替関係にある商品を入
手できる地理的区域を指す。」と定義されています。

三、市場における支配的地位濫用行為
　「市場支配的地位濫用行為の禁止に関する規定」に
よりますと、市場における支配的地位を有する事業者
が、正当な理由なく実施した次の各号に掲げる取引行
為は、支配的地位を濫用する行為と認定される蓋然性
が極めて高いといえます。

（1）顧客との取引を拒絶すること
（2）取引相手を限定すること
（3）抱き合わせ販売をすること、取引時に不合理な取  
引条件を付加すること

（4）条件が同等の取引相手に対して差別的取扱をする  
こと

四、助言
　市場における支配的地位を濫用したとして、調査及
び処罰を受けることを避けるため、市場における支配
的地位を有する企業は、次のような対応策を講じるよ
う助言いたします。
　１、独占禁止に関する内部調査を実施する。かつ、
独占禁止に関する法理論及び実務に精通する専門化
の協力を得て全面的に独占禁止法違反のリスクを分
析し、自社が市場における支配的地位を有するか否か
を確認する。
　2、独占禁止法に係わる部署の担当役員及び従業員
に独占禁止法についての研修を受講させることによ
り、独占禁止法に対するコンプライアンス意識を強化
させ、独占禁止法違反リスクを低減する。かつ、市場に
おける支配的地位濫用行為が存するか否かを確認し、
存するようであれば、今後の対応について専門家に相
談したうえで実施する。

中国の独占禁止法について（二）

中
国
法
律
コ
ラ
ム 4

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com
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ベトナム&ミャンマー版
差し上げます！
名刺スキャンと共に御名前、会社名、
住所、電話番号、メールアドレスを明記の上
メールをお送り頂いた方に本誌一冊を
無料プレゼントいたします。
メール：zets_ppw@pocketpage.com.hk

※発送は香港広東地区に限ります。

ぽけっとページ電話帳
ベトナム&ミャンマー
2014～15年度版

現地のホットな情報をお届け！

ぽけっとページ電話帳
ベトナム&ミャンマー
2014～15年度版

現地のホットな情報をお届け！
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ハノイ
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香港

香港

香港

　近年、自身のアート作品を週末のフリーマーケットやフェイスブックなどで販売する若きク
リエーターやアーティストが増えている。クリエイティブな発想で彼らが創り出す、ユニークな
デザインの商品は密かに多くの人から支持を受けている。今回は、最近注目されている現役
大学生ジュニさんのガラスアクセサリーを紹介しよう。
　ガラスアートと聞くと何を想像するだろうか。一般に馴染みのあるガラスアートは、ステンドガラス
や吹きガラスである。その他、ガラスを切断する方法を用いれば非常に美しいアクセサリーを作るこ
とができる。ジュニさんは大学で始めてガラスアートを学び、その魅力に取り付かれたという。授業で
は吹きガラス、成形、はめ込みを学んだ。そして、彼は香港にはガラスアートのアクセサリーが少ない
と知って驚き、それなら自分で作ってみようと思い、ネックレス、リング、イヤリングやブレスレット等の

アクセサリーを作り始めた。
　当初は思った色が出なかっ
たり成型に苦戦したりと悪戦
苦闘の連続だったが、試行錯

誤を重ね、ようやく彼が求めるオリジナルデザインのアクセサリーの完成に漕ぎ着けたという。
　そんなジュニさんにアクセサリーの作り方を伺った。まず、切断機でガラスを大まかなサイズ
に切り取る。そしてはさみを使ってデザイン部分を切り取る。その後、デコレーションに白いガラ
スの粉を吹きかけ1500度のオーブンでファイナルタッチを加える。1つ1つの細かい作業を丁寧
にこなし、愛情を込めて仕上げられる作品は、1つのネックレス作るのに平均2日間かかるとい
う。時間をかけて作るからこそ貴重な作品ができ上がるのだろう。
　そんな彼の作品はインスタグラムとフェイスブックのオンラインショップ｢Merry Go Round 
Accessories｣で購入できる。ショップをオープンして以来、口コミで広がり今では多くのファンを持
つ。彼の作品は週末のフリーマーケット等で実際に手にとって見ることもできる。フリーマーケットで
あれば店頭でサイズの調整やデザインの変更のリクエストを即座にやってくれる。他にはない、あな
たにピッタリの一品が見つかることだろう。興味がある人はさっそく彼の店をチェックしてみよう。

［ Merry Go Round Accessories ］

ユニークなデザインが人気
現役大学生クリエーターのガラスアートアクセサリー
ユニークなデザインが人気
現役大学生クリエーターのガラスアートアクセサリー

メリーゴーランドアクセサリー（Merry Go Round Accessories）
電話: (852)6573-8057
Facebook: www.facebook.com/pages/Merry-Go-Round-Accessories/1378350909064449
Instagram: merry_go_round_accessories 

●委託販売をしているショップ
    <HK Room>S405, 4/F., PMQ, No.35 Aberdeen St., Central
    <Monocal x taae>Shop D, 2-4 Mee Lun St., Central
    <白紙工作室>85 Fuk Wa St., Sham Shui Po
    <DeerField>Shop 30, Modern World, 3/F., Kwai Chung Plaza, Kwai Fong

●マーケットへの出店スケジュール
    2月7～8日、2月23～27日に開催されるクリエイティブマーケットに出店する。
    詳細は、ショップのインスタグラムとフェイスブックでご確認を。

クリエイティブマーケットとは？

香港では、最近、多くの団体が週末ごとに香港でクリエイティブマーケット
を開催している。地元のアーティストや美大生が、このマーケットに参加し
て、革商品やアクセサリー、文具やビンテージ服等のハンドメイド作品を販
売している。ここでは、作品を販売するだけにとどまらず、コンサートやワー
クショップ、映画の上映、展示なども行われている。アーティストとデザイ
ナーのタマゴたちが集結し、異なる分野の芸術を一緒になって発信し、香
港の芸術を発達させる場ともなっている。
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深圳 深圳 香港

深圳 香港＆広東広州

住
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（所在地） コーズウェイベイ （銅鑼湾）
（間取り） 2LDK  623sqf （実用540sqf)
（室　内） 家具・家電付き　シャワートイレ設置可
（環　境） 銅鑼湾の中心エリア、抜群のロケーション
（備　考） 当社管理委託物件の為、入居中のトラブルにも迅速に対応でき

安心です。仲介手数料も不要！

（月　額） HKD20,000　（管理費、税金込み）

エリザベスハウス Elizabeth House  (Block A  高層階)

（所在地） タイクー （太古）

（間取り） 3LDK+S  1,034s.f （実用821sqf)　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、山景

（環　境） MTR太古駅、AEON近接、クラブハウス完備

（備　考） 太古で人気のマンション

（月　額） HKD38,000　（管理費、税金込み）

グランドプロムナード　嘉亨湾  (Tower 3  高層階)

香港

ザ・オーチャーズ　逸樺園　(Tower 2  中層階)

（所在地） サイワンホー （西湾河）
（間取り） 3LDK+S  1,532s.f （実用942sqf) 　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、全海景
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、日系スーパーＡＰＩＴＡへ徒歩

約１０分弱、大型クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD54,000 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
H

o
n
g
 K
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n
g

G
u
a
n
g
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o
n
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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
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
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
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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【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

◆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

第160回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

自分で判断できる基準とは
スグに食べられる
　これは、食欲があるしるし。いろんな病気の前兆は、食が細くなること
から始まります。
スグにトイレタイム
　胃腸の消化機能がきちんとしていたら、食べたものの栄養もきちんと吸収
されるし、排出もきちんとできます。体内に毒素をためる時間もなくなります。
スグに眠れる
　スグに眠りに入れるということは、神経中枢の興奮を抑制するはたら
きがきちんとなされているということ、つまり内臓からの神経への邪魔も
ないということです。
スグに返事ができる
　人に対する反射能力があると言うことです。頭がすっきり冴えわたって
いるから、思考も敏捷になります。
速く歩くことができる
　人体の老化は、下肢から始まります。例えば、心臓が衰弱していたら、
下肢の循環に問題が起きます。中枢神経に問題があったら歩き方がお
かしくなることがよく見られます。速く歩けると言うのは、心臓、動脈、神経
が正常であるということです。

亜健康度チェック
□ストレスが溜まっていて、焦燥感や、不安感がある
□心の中で自分を卑下することがある
□集中力に欠ける
□怒りっぽい
□人の名前など、ど忘れすることがある
□欲望が少ない。興味を持つものが少ない
□社交性に欠ける
□疲れを感じやすい。目が疲れやすい
□動作が緩慢
□頭がふらつくことがある
□目がしょぼしょぼしたりする
□体に力が入らない
□体重が減ってきた
□不眠症。眠りが浅い
□朝はすっきり起きられない、昼間は眠くなる
□手足が冷える
□手のひらや腋に汗をかく。口が渇く
□微熱があるのを感じる、寝汗をかく
□足腰が痛い
□舌に白い苔。口臭がすると思う
□口内炎がしょっちゅうできる
□味がよくわからない。食欲がない
□ゲップをする。食欲不振
□便秘がち。おなかが張る
□風邪を引きやすい。唇にできものができることがある
□喉が痛い、鼻が詰まって鼻水がでる
□息が詰まることがある
□胸が痛んだり、心臓に圧迫感がある
□動悸、息切れがある
□耳鳴りがすることがある
6つ以上当てはまったら亜健康状態、生活習慣を見直すことが必要になります。

楊さちこの中医美容学的　健康の基準とは
健康な体と心理があって初めて見た目の健康や美しさが手に入ります。

　〔亜健康とは？〕別に、お医者さんに行くほど具合が悪いわけじゃ
ないんだけど、なぁんかシンドイ。そんな微妙な体調を表現する
キーワードが、最近中国で流行している。そのキーワードとは「亜健
康（あけんこう）」。熱帯と温帯の中間にある気候を亜熱帯と呼ぶよう
に、亜健康とは即ち、病気と健康の中間を示す健康状態のこと。
　「亜健康」。じつは英語「sub-health」から中国語に翻訳したもの。
世界保健機構(WTO)は１９４８年に健康の定義を設けた。健康と
は、「肉体的、心理・精神的、そして社会的に健全な状態」。そして、

「亜健康」とは「病気と健康の中間、半健康状態」にあること、「病院に
いくほどではないが、日常的な体の不調・悩みなどを抱えている状
態」を指します。考え方としては、病気というのは、突然なる訳ではな
く、健康な状態から、徐々に病気に進んでいきます。だから、病気の
一歩・二歩手前が「亜健康」ということになります。
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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

香港

香港

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　冬になると日本の温泉
が恋くなる私。大のお風
呂好きで日本に住んでい
たころは温泉めぐり、そし
て温泉に行けないときは
家のお風呂で半身浴をし
たり、入浴剤をいれて楽しんだりしたものです。香港の家でもバスタブ
があるのでしようと思えばできるのですが、ユニットバスなので水を溜
めて、ゆっくりして、水を抜いてという手間が面倒でついついいつも
シャワーで手短に済ましてしまいます。湯船に使ってゆっくり体を温め
ることは大切なんですけどね…。皆さんはちゃんとお風呂に入れてい
ますか？
　私はさすがに毎日はできないのでゆっくりできる日を見つけてお風
呂を楽しむようにしています。入浴剤も色々持っていて、体に良いとい
われればなんでも試したい性格。そんな中で最近の私のお気に入り
は｢酒風呂｣。お酒？？？なんて思う人もいるかも知れないけれど体の

芯から冷えが改善されて便秘も解消。また、
日本酒には、石鹸でも落ちない毛穴の奥ま
で入り込んだ汚れを取り除き、ツヤと潤い溢
れる肌を保ってくれる効果もあります。美白
効果もあるのでお肌はつるつるに。さらに、
体を温めることによって1日の疲れがよく取れ
て次の日には気持ちよく目覚めることができ
ます。これだけ効能があるというならこれは
絶対やってみなくちゃいけないでしょう（笑）。
　やり方は簡単。ご家庭の浴槽にいつもの
通りお湯を張り日本酒５合を湯船にいれて
かき混ぜる。体が温まったら湯船を出て体を
洗います。酒風呂は洗浄力が非常に強いの

で、湯船に残ったお湯の汚れが酷いかも知れませんが、びっくりしない
ように。自分がそこまで汚いわけではないです。普通ですよ…。
　私は以前、極度の冷え性で冬の間は氷のように手足が冷たく、寝
るときには寒くて靴下が手放せなかったのですが酒風呂を始めてか
ら今では素足でも平気で寝られるようになりました。個人差があるとは
思いますがとりあえず試してみてくださいな。

Vol. 35ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

美
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香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ❼
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　Soweluを切り盛りしているのは日本人オーナーの中村光成さん。
同店では中村さんが企画するイベントの他にも、大人数での貸切BBQ
も受け付けている。これまでも、大阪府人会や福岡県人会など様々な会
が開催されており、予算や要望に合わせたプランを考えてくれる。異動
が多くなるこれからのシーズン、歓送迎会にもぴったりだ。他とはちょっと
違う歓送迎会で、幹事を任されたあなたも同僚から一目置かれるかも？！

もちろん
イベントも
できるよ！

　Soweluでは、「今までお世話になった皆様へ感謝の気持ちを込め
て」、3周年記念パーティーを開催する。2月28日に自身の誕生日を迎え
る中村さんは、「2015年も様々な形でのイベントを開催し、お客様同
士のつながりを持てる場をつくっていきたいです！」と抱負を語る。

　パーティーは2月28日（土）21：00スタート！　
HKD400で軽食付き、飲み放題！（深夜1：00まで）「Sowelu

は初めてという方も、お一人様も大歓迎！」と中村
さん。仲間を誘ってぜひ参加してみよう。

そして
３周年記念
パーティー！

Sowelu Dining Bar
住所：5/F., Chung Wai Comm. Bldg., 
　　  447-449 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2766-1171
時間：月～土　19：00～2：00
フェイスブック：www.facebook.com/sowelu.hk

テラスが楽しい
銅鑼湾 Soweluが３周年
2月1日で3周年を迎えたダイニングバーSoweluは、
香港島の繁華街の真っただ中という立地を活かしたテラス席が
「他では味わえない雰囲気を満喫できる！」と、話題の店だ。
普通とはちょっと違うイベントを開催してみたい、ありきたりな歓送迎会では物足りない…、
と思っているあなたに、Soweluならではの楽しみ方を紹介しよう。

2月1日で3周年を迎えたダイニングバーSoweluは、
香港島の繁華街の真っただ中という立地を活かしたテラス席が
「他では味わえない雰囲気を満喫できる！」と、話題の店だ。
普通とはちょっと違うイベントを開催してみたい、ありきたりな歓送迎会では物足りない…、
と思っているあなたに、Soweluならではの楽しみ方を紹介しよう。

記念パーティーも！

　同店に入るとまず目に飛び込んでくるのは、大理石で作られた大
人の雰囲気たっぷりのカウンターバー。ビール、ウイスキー、オリジナ
ルカクテル等をはじめとした幅広いジャンルのお酒を用意しており、

仕事帰りにひと息つきたい人に最適な空間だ。また、ソファ席もある
ので落ち着いて食事をしたい人にもお勧め。更に、店内奥の階段を下り

ると、同店自慢のテラスがお出迎え。5階に位置しているため、雑居ビルに囲まれた
香港独特の不思議な空間を味わうことができる。夜風にあたりながらお酒やBBQ

を楽しめるこのテラスでは、これまでにハロ
ウィンパーティー、たこ焼きパーティー、沖縄
パーティー等沢山のパーティーイベントが開催
されてきた。香港ならではの空間の中で楽しい
想い出がつくれるとあって、参加者からも大好評
だ。

不思議な
空間で

パーティー！

この時期のお勧めメニューは福岡県唐泊産の「恵比寿
牡蠣」（1個 HKD28）。朝にあがった恵比寿牡蠣が夕方に
は店舗に届くので鮮度はバッチリ。香港で牡蠣を食べる
のはちょっと・・・という人も、日本産なので安心して食べられる。

鮮度抜群！
恵比寿牡蠣

直送！

　　今なら、来店してフェイス
ブックチェックインされた方に
「本日の一品」をプレゼント！！

さらに

オーナーの中村さん

Yeah!

過
去
の

パー
ティーの様子

こんな感じで盛り上がりました！

2月中パーティープラン
ご予約の方に
牡蠣をお1人様1個
プレゼント!!

2月中パーティープラン
ご予約の方に
牡蠣をお1人様1個
プレゼント!!
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