
香港＆広東

今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
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。

インテリジェンス
香港

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

応相談香港/九龍

セールスエンジニア/エンジニア。日系顧客へ
の営業、サプライヤーとの調整等を担当。
要プレス/切削加工のエンジニア経験及び、
コミュニケーションレベルの英語及び北京話。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 20K

香港/九龍

飲食チェーンのウェブサイトや広告のデザ
イン。関連する経験があり、創造的で斬新なア
イデアをお持ちの方。

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

20K

コーディネーター。日系内装会社にて、日系
顧客からの問合せ対応、ローカルスタッフへの
指示出し、時折現場の立会い有り。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

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 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。

香港/香港島 20K～40K インテリジェンス
香港

クライアントマネジャー（日系担当）。外資系
IT企業にて、金融系顧客に対するIT関連サー
ビスの販売及びフォローアップ。ビジネスレベル
の英語。

インテリジェンス
香港応相談香港/香港島

事務＆カスタマーサービス。政府系機関にて、
来客対応と簡単な事務業務。経験・語学不問、
人柄重視。勤務時間も応相談。

インテリジェンス
香港20K～28K香港/香港島

カスタマーサービス＆貿易コーディネーター。
外資系企業にて日系顧客からの問合せ担当、
輸出入書類の作成、見積もり作成等担当。
要貿易実務の知識とビジネスレベルの英語。

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。

香港/香港島

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。英語または北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

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

18K～22K香港/香港島
インターネット関連サービスのカスタマーサー
ビス業務。米国での研修を予定。英語日常会話
レベル以上。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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

20K香港/香港島
コーディネーター。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。
金融業界の経験不問。要ビジネスレベルの英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

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

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）

25K～35K香港/九龍

大手日系メーカーにて、日本人トップマネジメ
ントの会議のサポート、書類・スケジュール
管理、翻訳等マルチタスクに担当。英語ビジネ
スレベル必須。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
外食・フード

香港/新界

20K～23K

マーケティングオフィサー。フード関連のブ
ランディング・マーケティング・プレスとのやり
とり等担当。要2年以上の関連経験とビジネス
レベルの英語。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

東莞 応相談財務会計経理。財務会計経理全般経験者。
北京語：日常会話程度以上。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス RMB10K～広州

主に日系企業を対象としたセキュリティ・
サービス・防犯機器の提案営業やアフター・
フォロー業務。経験不問、北京語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

深圳 RMB
20K～40K

工場長候補。ハーネスの生産技術、車載ハーネス
の経験尚可、工場管理経験。北京語：ビジネス
レベル。

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫

RMB
15K～30K広州

工場内の物流管理・生産管理に関する業務、
顧客対応などの営業業務を担当。北京語不問、
経験不問。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 インテリジェンス

深圳
RMB

12K～20K

営業。営業経験３年以上、電機・電子業界経験者
であればよりベター。北京語：ビジネスレベル、
英語：読み書き。

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。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東　 香港

香港

◇審査担当官の心象が申請結果に影響します
　香港のビザ申請はある一定の基準はあるものの、機
械的にその基準をクリアしているか否かで判定をする
だけではありません。審査に当たるのはやはり人間です
から、審査担当官の心象や感覚が結果に影響する場合
も少なくはありません。
　だからこそ最初のアプローチが大切なのです。自身が
審査担当官のつもりで考えてみて下さい。例えば追加書
類を要求してもなかなか揃わなかったり、審査のやり取
りをしているうちに話が微妙に変わってきたりなどという
ことになると、やはり少し疑いながら書類を眺めてしまう
のではないでしょうか？そうなるとプロセスやその結果
に悪い影響を与えてしまうことにもなりかねません。
　また、申請結果を左右する要素に香港人の職業観も
あります。審査担当官（香港人）の職業に対する認識に
左右されやすいのが、料理人や美容師などといった職

業です。日本人からするとこれらの職業は資格と経験と
センスが必要で、一定のリスペクトを受けるものです
が、香港では少々見方が違うようです。香港ではこれら
の職種は資格を必要としない為、それほど特別な仕事
とは見ていないようです。その為、これらの職種でビザ
申請を行う場合、そのポジションを日本人で補う必要性
と、それが申請者自身でなければならない理由を納得
してもらうのに一苦労するわけです。基本的に香港人を
対象にしたサービスの提供や販売系の職種ではビザ取
得が非常に難しくなります。
　一方、香港ではアカデミックな資格は日本よりも幾分
高く評価される傾向にあるようです。大学での専攻が担
当業務に関係していたり、MBAを持っていたりすると申
請に有利に作用します。とは言え、実務経験が一番大事
なポイントであることに変わりはありません。

◇知らぬ間に法に触れてはいませんか？
　日々忙しく働くビジネスマンの中には、ビザ取得直前
まで出張ベースで動き回りながら、ビザ承認を待って正
式に着任するという方も多く見られます。出張ベースの
商談等は認められていますが、時にあまり意識せず法
に触れている場合があるので注意が必要です。
　入札や展示会に参加したり、短期のセミナーやミー
ティングへの出席等はビジタービザで行うことは可能
ですが、いわゆる「営業活動」は当然禁じられています。
これは給与を得ているかどうかは全く関係なく、ビジ
タービザしか所持していない者が香港法人の日常業務

に携わることは出
来ません。
　出張ベースでビ
ザ申請し取得後その
まま赴任という場合も
実際には多く、その期間
にこちらの法人の日常業務に関
わってしまうケースは多々あります。ビザ無しの就労が
摘発される場合の多くは内部からの告発等で、移民局
側が確証を持って動いているケースです。内部を疑いた
くはありませんが、些細なことや意外なきっかけで外部
に漏れてしまうこともあり得ますので注意が必要です。
　例えば、日本から香港の子会社や関連会社に出張で
訪れた方が会議に出席するのは問題ありませんが、香
港の法人宛に掛かってきた電話を真っ先に取ってしま
うと日常業務を行っているとみなされアウトという事に
なってしまいます。実際にビザ申請中にオフィスに掛
かってきた電話の相手が移民局の審査担当官で、しか
も自分の名を名乗ってしまった為問題に…というケース
も過去にありました。
　ビザ手続きが完了してから業務をスタート出来ること
が一番ではありますが、実際には出張ベースからの横滑
りというケースが多いようです。ビザの申請・取得状況は
大事な個人情報の一つと理解し、関係者以外にはオー
プンせず、しっかりと管理されることをお奨めします。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326　   メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

審
査
に
お
け
る
日
本
と
香
港
の

「
職
業
観
」や「
意
識
」の
違
い

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第２回

ビザ
のこと

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい

ビザ申請に関する無料相談受付中
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香港＆広東 香港

香港

　2014年9月にに「広東省職工生育保険規定」（以下「規定」という）が可決され、
2015年1月1日より正式に実施されています（中国語の「生育」は、出産の意味。避
妊などの計画出産を含む。以下この意味で使用）。
1. 生育保険待遇の明確化
　規定第12条～第17条により、生育保険の待遇には生育医療費及び生育手当が
含まれます。

（1）生育医療費の範囲

（2）生育手当の計算方法及び産前産後休暇の規定
規定では生育手当の計算公式は次のとおりとしています。

　また、生育手当計算の際の重要な基準となる法定休暇日数は次のとおり定めら
れています（第16条）：

2. 生育手当と賃金支払いの関係
　「社会保険法」の発効により、出産休暇
期間の生育手当と出産休暇期間の賃金
（「広東省賃金支払い条例」2005年）が競
合となります。当該競合を明確にするた
め、規定では、従業員が生育手当を受け
た場合は雇用者により出産期間の賃金
が全額支払われたものと見なされると
定めています。生育手当が従業員の賃金
基準より高い場合、生育手当と賃金の差
額は雇用者によって従業員から払い戻
されます。生育手当が従業員の賃金金額
より低い場合、その差額は雇用者によっ
て補填され従業員に支払われます。
　また、従業員が計画生育の法律・法規
の規定により追加の出産休暇または看護休暇を受けた場合、雇用者は規定のと
おり賃金を支払い、従業員は生育手当を受けないものとします。
3. 当該規定に対する雇用者の対応
（1）従業員の生育保険金を納期までに全額納めなければなりません。納期までに
全額納めない場合の行政処罰や経済補償金支払いの法的リスクを避けます。
（2）従業員賃金総額を正確に報告しなければなりません。雇用者の正確報告義務
を怠ったため従業員からの生育手当減額損失賠償請求を回避します。
（3）従業員賃金待遇、休暇などに関わる管理規定は、法律・法規に合致し、制定プ
ロセスは、従業員代表大会または従業員大会の集団協議を通し、かつ従業員に公
示しなければなりません。

【広東君厚法律事務所】 
　◆アドバンスパートナー弁護士 劉 静
　◆実習弁護士 曽志恒

劉静弁護士プロフィール：2002年、中国西
北政法大学を卒業。2004年から、広東君信
法律事務所や国信連合法律事務所所属。
2011年～現在、広東君厚法律事務所にて
アドバンスパートナー弁護士を担当。十数
年にわたり法律業務に従事し、労働法や会
社法律、不動産、契約紛争などの訴訟、及
び国有企業のシステム改定、M&A、資産配
置など、訴訟以外の法律業務へのアドバイ
スの面で豊かな経験をもつ。広州市仲裁
委員会仲裁委員、広州市弁護士協会執業
保障委員会委員、広東省弁護士協会青年
委員会委員、広州市総工会弁護士団弁護
士、「南方人才」雑誌の「弁護士による法律
解釈」コラムの特別協力者として活躍。

「
広
東
省
従
業
員
生
育
保
険
規
定
」

　
　
　
　
　
　
　
　

  

に
つ
い
て
の
説
明 広東君厚法律事務所　King & Land Law Firm

住所：広州市天河路101号興業銀行ビル14階
電話：4000-182-606（日本語・英語ホットライン）
メール：consultancy@vip.sina.com
ウェブ：www.kingandland.com

生育医療費 計画生育の医療費
子宮内避妊器具の装着と除去、精管・卵管
結紮術及びそれらの回復手術、人工妊娠
中絶、分娩誘導法による中絶などに発生
した医療費

国や省の規定する出産前の検査、妊娠中
止、出産入院期間の医療費

女性従業員生育休暇日数 計画生育手術休暇日数

正規分娩

難産

多子出産

妊娠4ヶ月未満で流産

妊娠満4ヶ月で流産

98日

30日追加

多子出産の場合、
1人毎に15日追加

15日

42日

子宮内避妊器具の除去

子宮内避妊器具の装着

卵管結紮術

精管結紮術

精管・卵管回復手術

1日

2日

21日

7日

14日

備考：複数の手術を受ける場合、日数を合計する。

生育手当= × 法定休暇日数当企業前年度の従業員平均賃金
30
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香港＆広州

日本経済新聞はいつ頃から、どんな読み方をされていますか？
　就職活動をしていた時から読んでいます。日本では毎朝、朝刊を
読み、会社から帰宅したら夕刊を読むという習慣でした。現在は、毎
朝家で電子版をチェックし、オフィスに来てから気になる記事を新聞
で読みます。就業時間の30分前には出社して新聞に目を通していま
すよ。またお昼の休憩中に時間があれば外に新聞を持って行き、記
事をチェックしています。夕刊に関しては、だいたい4時くらいに電子
版で読んでいます。あまり時間がとれないことが多いのですが、一面
は必ずチェックしています。

電子版も活用されているんですね。電子版の良さはどこですか？
　今日の一面をパッと見れるところです。短い時間で何が起きてい
るのかを全体的に一面ですぐに確認できるので便利ですね。また、
保存が簡単にできるのもいいですね。学生時代、記事の切り抜きも
していましたが、電子版の機能を使用すれば、共感できた記事をす
ぐに保存できるのですごく便利です。また、ニュースメールが毎朝く
るので情報がいち早く取集でき、端的でわかりやすいです。電子版と
新聞の両方を組み合わせながら情報をチェックすると内容がより頭
に入ってきます。

日本経済新聞国際版で一番チェックしている記事は何ですか？
　アジアで仕事をしているのでアジアBizの情報は欠かせません。
電子系やメーカ関係も香港に拠点を置いていたり、チャイナプラス
ワンとしてタイが注目され、さらにタイプラスワンでラオスやベトナ
ムに生産拠点を持ってきたりと、アジアにおける日系企業の動きは
目まぐるしく変化しています。私たちは駐在員向けの住宅やオフィス
の手配も行っているので、日本がどこに向かっているのかといった
情報が重要になってきます。日本で不動産営業と人事を担当してい
た時は、人事の動きを中心に確認していました。なぜなら部長が変

わるのと同時にその部下も変
わってくるので、この会社は全体
的に動くだろうという推測ができ
るからです。海外で働くとなると、
アジア全域に対して人がどう動い
て行くかなどの情報に注目して
読んだりしています。法人関係に
も携わっているので、香港に関わ
る記事、また香港にある企業が動
くなど、日系企業が題目になる記
事はおさえています。

日本経済新聞国際版が欠かせないと感じるときは？
　情報が偏っていない部分です。国際面、経済面、株式さらにスポー
ツも要点となる部分は必ず載っており、色々なカテゴリーの情報を
提供してくれているので偏りすぎていなくて読みやすいです。日本人
として日本の情報を常に把握していたいという考えがあるので、日
本の動きが全て見られる日経新聞に情報収集の部分では頼りきっ
ています。またテレビでニュースを見ますが、どこもトップニュースに
ほとんど全ての時間を割いています。しかし日経新聞だと社会情勢
の経済面をオールマイティーに見られるので欠かせないものとなっ
ています。
　さらに、新聞で色々な記事を読んでいくとそれが蓄積され、先を見
通せるようになってきます。ビジネスでは、将来を見据えた閃きを持
つことが大切だと考えます。例えば、こういったニーズがあったから
こういう商品が出来てきた。さらにこういった世界情勢があるから場
所が移ったなど1つ先をいくような先見性を日経新聞を読み続ける
ことで養え、自分の仕事に応用できると思います。日経新聞は経済の
情報だけでなく、経営者の経験談など臨場感溢れる内容の記事もあ
るので、自分に蓄積されやすくビジネスだけでなく生きるうえでの
ヒントになったりもします。

仕事以外の記事でよ
く読むコーナーなどは
ありますか。
　「私の履歴書」はよく
読みます。すごく読みや
すく、電車に乗っている5
分を費やして読んでい
ますが、読めない時は電
子版で読むなどして欠
かさず読んでいます。毎
月1人の人にスポットをあて、最初は幼少時代から中盤は仕事に関
して終盤はその人の生き様が1ヶ月を通して書かれております。1ヶ
月単位でスケジュールを把握する時もあるので、これで1ヶ月が終わ
るんだなと、生活リズムが日経新聞の記事と重なっているようにも
思えます。さらに、「課長時代」も読んでいます。経営者が若かった頃
の辛かった事、さらに楽しみにしている事などを知ることができ、今
の自分と重ね合わせています。トップの人たちの経験談を読むこと
で自分を回想したりもしますね。すごく勉強にもなり、楽しみにして
います。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

電子版で記事を素早くチェック
情報の蓄積がビジネスの応用に！！

香港で活躍する日系企業の方たちにとって 
不可欠な情報源となっているのが、「日本経済新聞国際版」。

今回は日本でも長年日経新聞を愛読していたという 
スターツ香港（世達志香港有限公司）総経理・桜木竜二さんに、

日ごろどのように活用しているのか、お話を伺った。
スターツ香港（世達志香港有限公司）
総経理

桜木 竜二さん
2014年7月から香港在住。趣味はゴルフ、読書、ドラマ観賞。ゴ
ルフは香港ではまだ経験していないのでこれから挑戦する予
定。また香港に来た当初からスクールに通って英語の勉強を
続けている。これからトレッキングにも挑戦したいと考え中。

住所：Unit 185, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 
　　  463-483 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2836-0760
メール：starts@starts-hk.com
ウェブ：www.starts.co.jp/hongkong

　今年で10年目を迎え、主に日本から来る駐在員
の方の住宅手配、日系企業のオフィスの移転手伝
い、交渉などを行っております。現在世界で32拠
点ありますが、2019年までには50拠点になるよう
目指していきます。ネットワークを張り規則化しな
がら、日本に限らず海外でも同じサービスを提供
していきたいと思っております。スタッフは全員日
本語での対応が可能ですので、どんな小さな相談
であっても聞き入れるようなパートナーであり、生
活で困っている部分もサポートできる、生活アド
バイザーでもありたいと思っています。さらに、ア
フターケアーもしており、トラブルが発生した場合
はオーナーの間に立ってケアをします。日中家に
いらっしゃるのは奥様です。奥様が家にいる間に
なんらかのトラブルが発生した場合、旦那様に連
絡がいくケースが多いですが、すぐに対応できる
ように直接弊社に電話して頂くようにお声掛けし
ております。そして、御主人にはトラブルの内容を
改めて弊社から報告させて頂くというような対応
をとっています。お客様に安心して生活して頂け
るようにアフターケアにも力をいれております。

日本経済新聞 国際版、電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

スターツ香港（世達志香港有限公司）

更に、スターツ香港の今後の
事業展開についても桜木さんに伺った。

ビジネス（香港・広東共通）
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート進水式
【3/8(日)開催イベント】香港の伝統的な
進水式に参加してみませんか？
2015年のドラゴンボートシーズンが始
まります。進水式ではシーズンの安全と
チームの隆盛を祈念します。守り神へ
の祈願、龍の目入れ儀式、バイサン （豚
の丸焼きへの入刀）、交歓会、体験試乗
会等盛り沢山 です。 
百聞は一見にしかず！ご家族、ご友人、
お誘い合わせの上是非ご参加下さい。
お子さんも大歓迎です。
詳細は、www.hkjpdragon.org/  から。
また申し込みは、
hkjpdragon@gmail.comまで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港三田会　総会兼新年会
香港三田会の新年会を、総会も兼ねて
下記のとおり開催いたしますので、皆さ
まお誘いあわせのうえ、ご参加下さい。
＜日時＞3月20日（金）午後7時～
＠Novotel Century Hong Kong, Function 
Room(Plaza 1-2)
＜会費＞新年会費 HK$550 （現役学生
HK$350）予定、年会費 HK$150 （現役
学生は免除）※新年会費と年会費の合
計HK$700は、当日、会場にてお申し受
けします。
2月27日（金）迄に、
hk.mitakai@gmail.comまでメールに
て参加可否をご回答下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
Email: fxron@outlook.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ ル
トショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいますの 
で是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
營業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 深圳
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京基濱河時代公寓 （Jingji Binheshidai Gongyu）

（所在地）  南山区南山大道与創業路交匯處
（間取り） 2LDK/50㎡～、3LDK/70㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（登良）徒歩15分　バス停至近（海岸城へも大変便利）
（備　考） 超特選物件！ 家具家電全新
  家賃が特にお値打ち　室内（内装）はデベロッパー仕様
 キッチンスペースも広く快適　地下鉄も建設中
 駐在員の社宅としても各企業が利用（新築オフィス隣接）
 南山区のおすすめ新築物件
（月　額） ＲＭＢ：2DK/4,500～、3LDK/8,000～

栖游记（Xiyouji）

深圳

南園楓叶国際公寓 （Nanyuan Fengye Gguojigongyu）

（所在地） 南山区后海大道与花果山路交匯處
（間取り） 1DK/32㎡～、2LDK/75㎡～、3LDK/89㎡～　
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄2号線（東角頭）徒歩6分　（湾厦）徒步9分
（備　考） 2014年完成、募集開始で家賃もお値打ち
  地下鉄『東角頭』徒歩6分、『湾厦』徒歩9分
  日本人学校スクールバス半島城邦（ペニンシュラ）
  へも徒歩圏内　新内装、家具家電新品
  好立地、海月ショッピングモールへも便利
（月　額） RMB：1DK/4,000～、2LDK/6,500～、3LDK/8,000～

（所在地） 福田区濱河大道与東涌路交匯處
（間取り） 1R/37㎡、1LDK/59㎡～、2LDK/79㎡～
（室　内） 2014年完成（新築物件募集開始）
（環　境） 地下鉄1号線（車公庙）徒歩15分
 地下鉄建設中：地下鉄7号線（上沙）徒歩5分、9号線（下沙）徒歩2分
（備　考） 室内（内装）はデベロッパー仕様
 ホテルのような高級感で水周りも広々
 家具家電全新品　1階はショッピングモール（今春～夏完成）
 地下鉄も建設中（年内完成予定）　眺望抜群！！
 シンセン湾の海がとても綺麗　希少、福田区の新築物件
（月　額） ＲＭＢ：1R/4,300～、1LDK/5,300～、2LDK/7,200～

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
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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サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第36節】

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info

　香港プレミアリーグにまた1人の日本人サッカー選手がやっ

てきた。香港の古豪香港レンジャーズFC(標準流浪FC)に片野寛

理(かたのひろみち)が加入したのだ。

　片野は筆者が業務提携するユーロプラスインターナショナル

の契約選手で、筆者が香港側の現地コーディネーターとして香

港プレミアリーグへの移籍を決めた第1号の選手となった。

　香港プレミアリーグの今冬の移籍市場では、覇権を争う上位

チームからリーグ残留争いの下位チームに至るまで、実績と経

験のある選手を中心に補強が敢行され、片野が加入した香港

レンジャーズFCも2人のベテラン外国人選手を補強した。

　今回の片野の香港プレミアリーグへの移籍には、ふたつの大

きな意味がある事を特筆したい。

　先ず1つ目は、片野がタイプレミアリーグの強豪チームからの

移籍選手である事。近年目覚ましい発展を遂げたタイプレミア

リーグは、既に日本・韓国・中国・オーストラリアに追随する高い

リーグレベルを保持。片野は4シーズンに渡ってチームの主力と

してタイプレミアリーグでプレーしていた選手だ。

　アジア有数のプロサッカーリーグとなったタイプレミアリーグ

には、世界中から優秀な選手が集まっており、日本からもJリーグ

での実績のある指導者や選手が活躍している。また近年ではタ

イで活躍している選手が香港のチームに移籍を果たすケースも

増えている事が、香港のプロサッカー関係者の選手評価基準と

して承認されている証しと言えるだろう。

　次の2つ目は、片野は香港のプロサッカーリーグでプレーする

史上初めての日本人センターバック選手である事。過去に20人

弱の日本人選手が香港でプレーしてきたが、身体の強さや高さ

と戦術指示力を求められるセンターバックのポジションに、日本

人選手が採用されたのは初めてのケースだ。

　現在香港プレミアリーグでプレーしている日本人選手は5人

で、片野を除いた4人はいずれもフォワードの選手だ。過去に

2人ゴールキーパーの選手が在籍していた事があるが、基本的

には日本人選手と言えばオフェンシブな選手の補強がなされて

きた歴史がある。

　片野の香港での活躍次第では、タイを中心とする東南アジア

諸国でのプレー実績のある日本人選手や、センターバックを代

表格とするディフェンシブな日本人選手の流入に拍車が掛かる

事になるかもしれない。筆者は現地コーディネーターとして片野

が万全の状態で試合に臨めるようサポートしつつ、新たな日本

人選手の筋道立てを模索して行く。

　1月の天行元朗との対戦で吉武剛と、2月のYFC澳滌との対戦

で福田健二との顔合わせは既に終わってしまったが、4月に南華

との対戦が残っており中村祐人との日本人マッチアップも期待

したい。試合は4月5日(日)17:30から旺角スタジアムで開催され

る予定。

【片野寛理略歴】

かたのひろみち。1982年生まれ。千葉県船橋市出身。順天堂大

学(関東大学サッカーリーグ1部)～栃木SC(日本フットボール

リーグ)～佐川印刷京都SC(日本フットボールリーグ)～ニュー

ウェーブ北九州(日本フットボールリーグ)/ギラヴァンツ北九州(J

リーグ2部)～オーソットサパーサラブリーFC(タイプレミアリー

グ)～香港レンジャーズFC(香港プレミアリーグ)。香港九龍在住。

≪つづく≫

　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会 賛助会員）
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　広東語版ドラえもんの声を担
当して30年の林保全さんが1月
2日、突然、お亡くなりになりまし
た。香港でドラえもんの声とい
えば唯一無二、香港人なら誰で
も知っている、子供のころから
ずっと聞いてきた声。30年とい
う長さは本家日本の大山のぶ
代さん以上です。
　香港のドラえもんの歴史は日

本の次に古くて、日本同様人気が高いのですが、林保全さん
が吹き替えたキャラはドラえもん以外にも、それはそれは、多
いなどというものではありません。ガンダムのアムロ、キャプ
テン翼の若林源三、ドラゴンボールの天津飯、ちびまる子
ちゃんの永沢君、忍たま乱太郎の山田先生…。列挙していた
らきりがないのですが、こういう名の知れた役だけではなく、
ちょっとした端役の短いせりふにも林保全さんの声は出てき
ます。そうすると香港の子供たち、および以前子供だった人た
ち、つまり全ての人たちは、あ、叮噹（ドラえもん）の声だ、とわ
かるわけです。
　日本人でも、往年の香港映画のファンであれば、林保全
さんの声は必ず聞いています。サモ・ハン・キンポーの声が林
保全さんの吹き替えだったからです。ほかにも、『霊幻道士』
で意地悪な警官を演じたビリー・ロウの声や、ジャッキー・
チェンの『ポリス・ストーリー』の署長の声、などなど。香港映
画が撮影同時録音に切り替わっていくのは1990年代の半ば
頃からで、それまではほとんど声優によるアフレコです。チョ
ウ・ユンファのように本人が自分の声で吹き込む場合もあり
ましたが、基本的に俳優と声優は分業。これは香港だけでな
く、日本以外の全アジア諸国での常識でした。なぜなのか、と

聞かれて昔よく答えに困ったのですが、とにかく俳優は演技
だけが専門、せりふはせりふのプロが担当と決まっていたの
だから仕方ありません。方言が多くて俳優の言葉が均一でな
いから、と説明したこともありましたが、これはむしろ逆で、ア
フレコだったからこそ当時の香港映画では、ブリジッド・リン、
サリー・イップ、ジョイ・ウォンなど、台湾から来た広東語ので
きない大物女優が多く活躍していたのだといえましょう。
　ヨーロッパやアメリカには、いわゆる声優という職業はあり
ません。普通の俳優が担当します。日本に専業の声優ができ
たのは洋画の吹き替えという大仕事があったからで、他のア
ジア諸国では、加えて自国映画の声も声優の仕事の範囲だっ
たのです。日本はアニメ産業の勃興で声優が脚光をあびるよ
うになり、スター声優が続々と生まれます。洋画吹き替えの頃
は、チャールズ・ブロンソン、テリー・サラバス、ジャン・ギャ
バンなどの声で人気があった森山周一郎さんのような方もお
られましたが、一般に声優は顔の見えない影の存在、裏方に
過ぎません（森山さんのハードボイルドな味のある声は後に
ジブリの『紅の豚』で、マルコの渋い中年男の魅力を作り出し
ます）。香港では、吹き替え作品に声優の名前のテロップが出
ることすらほとんどなく、日本に比べればとても不遇な扱いな
のですが、そんな境遇の中、声一本の裏方職人技で草の根の
人気を獲得した林保全さんは、やはりすばらしいと思います。
　1985年、日本で突如、広東語の教本・教材がたくさん売れ
るという珍事が起きます。この原因はジャッキー・チェンの映
画です。80年代後半から90年代半ばにかけては、日本からの
留学生が香港の中文大学や語学学校の広東語クラスを埋め
つくします。この現象の原因も、ジャッキー・チェンからキョン
シー、さらにチョウ・ユンファの時代…と、香港映画が日本に
もたらしたブームのせいです。当時のジャッキー・チェンや、
ほとんどの俳優の声は吹き替えだったのだから、日本の

ファンは別人の話す広東語を聞いて、学習意欲をかきたてら
れていたことになります。これも香港の声優のみなさんによ
る影の業績といえるのでしょうかね。
　林保全さん追悼の報道で目立ったのは、叮噹の２文字。香
港でのドラえもんの、40年来の名称です。新聞も１面に大きく、
叮噹。版権所有者側の要請で1997年、公式には「多啦A夢」と改
名したのですが、これが不人気、受け入れられないのです。作
者の考えは尊重すべきだと思う、しかし「叮噹」のほうが、より親
しみを感じられる。林保全さんも生前、インタビューでこう答え
ておられます。叮噹（ティントーン、Dingdong）とは、鈴や鐘の
鳴る音。ドラえもんは首に鈴をつけているから叮噹なのです。
ドラミにはいくつもの名前が付けられていましたが、やはり叮
嚀がよろしいですね。叮嚀とは、昔、注意や警戒のために鳴らし
た鈴・鐘。これで丁寧に合図の伝達をしたわけで、日本語の「て
いねい」（丁寧）の語源はこれ。由緒ある語です。叮噹と叮嚀、す
てきなネーミングではありませんか。ドラミは叮鈴とも書かれ
ますが、広東語で嚀（ning）は鈴（ling）と同じ発音になるので
す。それぞれの言葉の中にはそれぞれの世界がひらけていま
す。日本語には日本語、広東語には広東語の世界。ところで、林
保全さんは、男性です。香港の感覚からすれば、日本ではドラえ
もんの声が女性だというのは、とても奇妙に感じられます。
　　　　　

　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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冬になりイベント事も続き、「正月太り」で悩む人も多いだろう。日本
では、年末から続く飲み会で体重が増加する人がたくさん。ここ香港
でも旧正月は、家族で集まり祝い膳を食べ、仕事も休みのためうっ
かり体重を増やしてしまう人も多いという…。そんな旧正月で太った
体をひきしまった体型へ変えてくれる救世主、香港の女性向けエス
テサロンMiss Parisと男性サロンDandy Houseのショップマネー
ジャー重森さんに読者から寄せられた質問に回答していただいた。

Beauty Spa Miss Paris/Dandy House

　香港ではセントラル（中環）とチムサーチョイ（尖沙咀）に店を構えるMiss ParisとDandy House。
日本で150店舗以上を構える定評のあるサロンだけに、香港の美容意識の高い人たちの間でも
人気の店だ。こちらでは施術に使う薬剤や機器は、全て日本と同じものを使用。日本人の施術ス
タッフもいるので、細かな悩みも相談しやすい。これであなたも冬の乾燥と正月太りには困らず
生活ができるだろう！  これから暖かくなり肌の露出が多くなる前に始めてみては？

「正月太り」と「乾燥」の悩みを解消

適切な栄養バランスで3食きちんと食べることです。また、朝:昼:夜を3:5:2の
バランスで食事をとることも重要です。栄養をしっかりと補給してあげれば脳
は余計な食欲を出さなくなります。正しく食べることこそ正しいダイエットの
最初の一歩です。はじめはプロの指導のもとで行うことを推奨します。

Q2 正しく食べながら痩せるポイントを教えてください。

減食で体重が減ったとしても、それは痩せたとは言えません。重要なことは
正しく食べながら痩せることで「リバウンドしないこと」です。

年末年始でたくさん食べて太ってしまった体、減食だけで痩せますか？Q1

冬は哺乳類は脂肪を溜め込みやすくなります。寒さや飢えか
ら体を守るためDNAレベルでそうなっています。ですが現代
は、飢えもなければ服を着れば寒さも問題ないため暴飲暴
食や運動不足になりがちで当然太りやすいです。しかしこの
時期に正しい生活リズムを作っておけば1年通してダイエッ
トは継続できます。冬にお勧めなのは半身浴などで体を温
め、汗をかくことです。

Q3 冬のダイエットで気をつけること、
他の季節との違いを教えてください。

もちろんご用意しております。顔だけでなく体全身の保湿も
あります。その時だけの保湿ではなく、長く保湿力を持続さ
せることが可能です。

Q4 今年の冬はとても乾燥していますが、
Dandy Houseでも保湿の技術はありますか？

リポソームと言う成分を使った化粧品です。この成分は肌に吸収されや
すくできています。また肌の中で一気に保湿されるのではなく長時間か
けて保湿成分を出し続けていきます。そのため、肌の中に加湿器を入れ
ているように持続的に保湿してくれます。

Q5 長く保湿力を持続されるものとは、どんなものですか。
その特徴を教えてください。

潤った肌とひきしまった身体を手に入れよう！

Beauty Spa Miss Paris/Dandy House　ハーバーシティ店　
住所：1008-1009, 10/F., World Commerce Centre, Harbour City, 11 Canton Rd., TST

Beauty Spa Miss Paris　
香港セントラル店
住所：20/F., 1 Duddell St., Central

電話：(852)2526-6671　（3店舗共通）※日本語可
時間：12:00～21:00（月～金）、11:00～20:00（土日祝）
ウェブ：www.miss-paris.com.hk、www.dandy-house.com.hk

Beauty Spa Dandy House　
香港セントラル店
住所：Shop B, 9/F., Entertainment Bldg., 30 Queen's Rd. Central
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　夕食の後に別の店に移動しデザートを食べるということが一般的なここ香港では、夜
更けにスイーツ店の前に行列ができている光景が珍しくない。ショッピングとグルメの
街として知られるモンコック（旺角）にあるHak Po Street（黒布街)とPak Po Street（白布
街）には、デザート専門店が集中している。今回は、そんなデザート激戦区に位置する
「Pheromone Dessert（フェロモンデザート）」をご紹介。
　淡いパステルブルー1色で塗られた外壁と大きな窓。白を基調とした店内にはヨー
ロッパ調のインテリアが飾られ、エレガントかつ夢のような世界感を漂わせている。ここ
では提供するデザートも主に西洋スタイル。数あるメニューの中でも｢スフレのアイスク
リーム添え（Soufflé with Ice Cream）」は見逃せない。Group Buyerが選ぶ、香港・キュイ

ジーヌアワード・トップ100で、ベスト5に選ばれたことも
あるほど、スイーツ好きの間では知らない人はいない
このデザート。伝統的なものとは違いオリジナルのレシ

ピで作る同店のスフレは、ベイリーズアイリッシュクリーム、ウィスキー、リキュールベー
スの生クリームなどがミックスされており、ほのかなリキュールの香りと滑らかな舌触り
が楽しめる。焼き加減も絶妙で、ふわふわの内部とは対照的に、外側はサクサクな食感
が味わえる。
　「ブラウニーと綿菓子のお城・アイスクリーム入り（Brownie Candyfloss Castle with 
Ice Cream）」も同店ならではのデザート。初めて見る人はその姿にびっくりさせられるこ
とだろう。うっすらとピンクに色づけされた、ファンタスティックで大きな綿菓子の下から
は、甘さと硬さのバランスが良い1口サイズのブラウニー、アイスクリーム、シリアル入り
チョコボールが登場する。もちろんそれぞれで食べても美味しいが、全て一緒に口に入
れると、口どけの良さや歯ごたえが融合した新しい食感が楽しめる。
　果物を使ったデザートがお好みであれば、「イチゴワッフルのアイスクリーム添え
（Strawberry Waffle with Ice Cream）」がオススメ。ほどよく厚みのある3枚のワッフルは
サクサクとした食感で、アイスクリーム、生クリーム、イチゴやブルーベリーなどと一緒に
ボリューム満点に盛り付けられている。いくつか果物の種類があるので、あなたのお気
に入りを選ぼう。
　モンコックでのショッピングに疲れたら、甘いデザートでエネルギー補給をしてみて
はいかが。

Pheromone DessertPheromone Dessert

Pheromone Dessert
住所: Shop 8, G/F., Ngai Hing Mansion, 
           2-24 Pak Po St., Mong Kok
電話: (852)3998-3412
フェイスブック: www.facebook.com/PheromoneDessert
時間: 15:00～25:00

　　
デザートはやっぱり別腹！
グルメの街「旺角」で話題のスフレ
デザートはやっぱり別腹！
グルメの街「旺角」で話題のスフレ

可
愛
ら
し
く
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よ
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香港人のお墨付き！ 「スフレのアイスクリーム添え」

綿菓子を使った斬新なデザート
「ブラウニーと綿菓子のお城」

お好きな果物が選べる
「ワッフルのアイスクリーム添え」

淡い色で塗られた壁と大きな窓が
店内を明るい雰囲気に
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