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香港

愛くるしい「ミニオン」たちから目が離せない！
家族で楽しめるコメディアニメ映画
　ユニバーサル・ピクチャーズ史上No.1ヒットに輝き、日本でも大ヒット
した映画「怪盗グルーのミニオン危機一発」。その「怪盗シリーズ」で大人
気のバナナ好きなキャラクター「ミニオン」が主役になって登場する。
　人類が誕生する遥か昔から誕生していた黄色い生物「ミニオン」は、
代々その時代で最も強く卑劣なボスに仕えて生きてきた。しかし、いつも
失敗ばかりで長続きせず、やがて仕えるボスがいなくなり絶滅の危機
に。そんな中、兄貴肌の「ケビン」は、やんちゃな「スチュワート」とまだ幼
い「リトルボブ」を連れ、新たな最強のボスを探す旅に出る。そこで3人
は世界初の女悪党スカーレット・オーバーキル（声：サンドラ・ブロック）
に出会う。極寒の南極大陸から1960年代のニューヨーク、ロンドンまで
旅する3人はミニオンの絶滅を防げるのか―。

　劇中の音楽は、今もなお現代に浸透している60年代の音楽を使用。
監督は「怪盗シリーズ」おなじみのピエール・コフィン氏とカイル・バル
ダ氏が務めた。軽快な音楽とともに、可愛いキャラクター「ミニオン」たち
がどのような活躍を見せてくれるのだろうか。ぜひ映画館の大画面で楽
しもう！

　生命保険、年金、学資積み立てなど、香港居住時にしか加入できない
お得な保険プランがあるのを御存知だろうか。『香港の保険は日本のそ
れとは大きくイメージが違うものです。日本で一般的な「かけすて」と違
い、年月さえ待つことができれば、大きなリターンが期待できる堅実な
貯金のツールです。資産活用初心者や、忙しくてマーケットの動きなど
を見ていられない人などに最適です。』そう語るのはカナダ系大手保険
会社マニュライフの保険アドバイザー、平原奈津子さんだ。そんな平原
さんが香港スタイルの保険について紹介するマネー講座を6月5日、6月
6日に開催する。　　　　　　　　　　　　　

　平原さんがこの仕事を始めた動機は、香港の保険が身近ですぐれた
貯金の手段であるということを多くの日本人に日本語で伝えたいと思っ
た為だ。初心者にもわかりやすい説明と、親身になって相談に乗ってく
れる平原スタイルは多くの支持を得ており、現在までに多くの人がセミ
ナーに参加している。平原さん自身、日本を離れるときに、売却したマン
ションのお金をすぐに、マニュライフの年金プランの資金として活用し
た。それにより、再来年から始まる年金受け取りが楽しみとのこと。香港
の保険や資産運用に興味がある方は、平原さんのマネー講座に参加し
てみよう。

香港の保険がお得なのを御存知ですか？
保険アドバイザーが親身に教えてくれる無料マネー講座開催

平原奈津子さん
香港の永住権を保持。一児の母。2014MDRT 
(世界の保険セールスマンのトップ5%が受賞)
メンバー。保険アドバイザーとして9年目。香港の
保険が魅力的な貯金の手段であると知り、
2007年より保険アドバイザーのキャリアをス
タート。2009年から過去6年間にセミナーを20
回開催。通算の参加者は150名程度。「70歳ま
で現役が目標！」とのこと。

プチ財テクセミナー
香港ならではの役に立つ基本的なマネー講座
日時:6月5日(金)10:30～12:00、19:00～20:30、6月6日(土)10:30～12:00
場所:日本人倶楽部(コーズウェイベイ(銅鑼湾)F出口・18/F., 68 Yee Wo St.)
参加:無料
お申込みは平原まで

マニュライフ
住所:20/F., The Lee Gardens, Hysan Ave., CWB
電話:(852)9722-0012
メール:natsuko_hirahara@manulife.com.hk
ウェブ:hiraharanatsuko.hk

Minions
公開日： 7月9日（7月1日、4日、5日先行公開）
監督：ピエール・コフィン、カイル・バルダ
製作：クリス・メレダンドリ、ジャネット・ヘリー、クリス・レナウド
キャスト：サンドラ・ブロック、ジョン・ハム、
            マイケル・キートン、アリソン・ジャネイ  他

香港トピックス
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　あらゆる芸術方面でマルチに活躍するフランス生まれのアーティス
ト、ヴァレリー・グランチャー（Valéry Grancher）氏の個展「Regression」
がギャラリー「Mur Nomade」で開催される。文化イベント「Le French 
May」の一環として行われる同個展は、ヴァレリー氏のアマゾンでの経験
をもとに作成された水彩画や、ビデオワーク、植物展示など作品内容が
幅広い。
　今回開催される「Regression」は、10年前にスタートしたヴァレリー氏
のアマゾニアでの1ヶ月の滞在を題材にした「The Shiwiars Project」の
続編にあたるもの。前回の個展後に作成されたアマゾンのしずくを利用
して作成された水彩画などが展示され、幾つかの作品はジャングルの原
生的な一面を表現するため、焼かれたり破かれたりしており、本個展で
初めて公に展示される。トロピカルな植物やジャングルをイメージした
絵画などは、アマゾンで実際に録画されたビデオからイメージを得たも
の。また、本個展ではヴァレリー氏とのラマ島散策「Performance on 

Lamma Island」も予定されており、散策では、ヴァレリー氏以外のパ
フォーマーの作品にも触れることができるという。参加ご希望の方はま
ずはメールで問い合わせてみよう。
　荘厳なアマゾンの自然を表現した今回の個展、ぜひ足を運んでその
雄大な美しさに触れてみては。

荘厳なアマゾンを題材とした個展
5月9日から6月30日まで

「Regression」
場所：Mur Nomade 
住所：Unit 1606, Hing Wai Centre, 7 Tin Wan Praya Rd., Aberdeen
時間：火～土 12:00～18:00

「Performance on Lamma Island」
日時：5月17日 14:30から
※申し込みは5月13日までにinfo@murnomade.comへ

　今年2月にチムサーチョイ（尖沙咀）にOPENした「WaKa」では、午後6
時～8時の「ハッピーアワー」で、フード＆ドリンク全品が10％オフにな
るサービスが、仕事帰りのビジネスマンを中心に人気を呼んでいる。こ
ぢんまりと黒を基調にした店内は、まさに大人の空間。同僚や友人と気
軽に飲み、語らうのに打ってつけの店だ。
　「つくね焼き」や「黒豚バラ肉の串揚げ」など、ビールや焼酎にぴったり
の定番メニューはもちろんのこと、東京などで15年に渡り“焼き師”として
腕を振るってきた料理長・栗田氏が厳選した、徳島県産「阿波すだち鶏」
を「秘伝のタレ」でいただく串焼きが絶品。独自の飼料とストレスの少な
い環境で健康に育った「すだち鶏」の、しっかりとした歯ごたえと口に広
がるジューシーな旨みに、ついついビールも進んでしまう。他にも「はん

ぺんチーズはさみ揚げ」や「鶏皮串焼き」、「牛タン西京焼き」といった限
定日替わりメニューや、旬の食材を使った串焼き・串揚げの数々が、1本
HKD25～と良心的な値段で楽しめる。
　営業時間は深夜2時まで。「宵の口に軽く一杯」だけでなく「夜更けの
一杯」にも、仲間を誘って立ち寄ってみたい 。

人気の「ハッピーアワー」は全品10％オフ！
日本人“焼き師”が腕を振るう「WaKa」で絶品「阿波すだち鶏」を味わう

WaKa Kushiya
住所：Unit 5, G/F., King’s Comm. Bldg.,
　　 Chatham Court, TST
電話：(852)2314-2338
時間：18:00～26:00
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今週の香港ピックアップ

クラシックからモダンなものまで豊富な品揃え
　香港に3店舗構える「Über Tunique」は、世界のさまざまな角度から人目を引くジュエ

リーを集めて販売している。エスニックがボヘミアンやキッチュと出会ったようなマルチ

な流行を感じることができる店である。

　同店の新コレクションとして、ヨーロッパからは、フランスのブランドである「Clo& 

Lou」のブレスレットや「L'Avare」の小さい羽根のネックレスが登場。またイギリスブラン

ドからは、ゴールドに白と黒のクリスタルをあしらった指輪など、どれも上品でシンプル

なものばかりである。さらに韓国のブランドからは、シルバーのパール付きブレスレット

や今どきの唇をモチーフにしたネックレスなど、クラシックなものからモダンなものまで

勢揃い。間近に迫った母の日に備え、贈り物にいかがだろうか。

Über  Tunique  
新ジュエリーコレクション

Singin’ in the Rain
雨に唄えば

9月25日から

世界中の人をハッピーにするミュージカル！！
　ジーン・ケリーが雨の中で歌い踊る、名作ミュージカル映画｢雨に唄
えば｣。世界各地で舞台化され長きに渡り愛され続けてきた。ブロード
ウェイを目指す作家と俳優のサクセスストーリーと映画製作の舞台裏を

コミカルタッチに描いている。12トンの
雨が降るなかあの映画の名作が、ステー
ジで蘇る。

Lyric Theatre, 
Hong Kong Academy for Performing Art
火～金 19:45
土 14:00＆19:45
日 13:00＆17:30

今年の母の日はお母さんディナー無料！
　今年の母の日の予定はもう決まった？ いつもお世話になっているお

母さんへ感謝の気持ちを表すのに今年はブリックレーンでディナーをし

よう。同店では5月10日～11日に来店するとなんとお母さんはディナー

無料。更には可愛らしいフルーツのブーケを店からプレゼント。新デ

ザートメニューも忘れずトライしてみて。

Brick Lane
母の日

5月10日～11日

尖沙咀店：G/F., 2 Blenheim Ave., TST
金鐘店：Shop 404, 4/F., CITIC Tower, 
               1 Tim Mei Ave., Tamar Site, 
               Admiralty 
月～土　11:00～24:00
日　11:00～23:00
尖沙咀店：(852)2736-8893
金鐘店：(852)2363-2500
www.bricklane.com.hk/main　

中環店: Shop B, G/F., 7 Mee Lun St., Central
11:00 ～20:00
(852)2896-0344
www.tunique.com

香港で最も熱いイベントと称される音楽イベント
　今年で10周年を迎える｢ホワイトパーティー｣。今年は一段とスケール

をパワーアップさせて5月30日(土)にカイタッククルーズターミナルで

大々的に開催される。同イベントは

イベント名通りドレスコードは白。

そしてスタイリッシュであること。世

界的にも有名なDJがミックスする

音楽とドリンクと共にパーティーを

楽しもう。

ホワイトパーティー
10周年

5月30日

カイタッククルーズターミナル
21:00～翌4:00
(852)6222-4242
www.hkclubbing.com/events/details/3858.html
前売り HKD480、先行発売 HKD680、レギュラー  HKD880、VIP HKD1,080

ドルガバの可愛いサングラスに注目！
　シチリア島をイメージした「Dolce&Gabbana」の新コレクション。中で

も丸いレンズを用いた大きなべっ甲フレームの限定サングラスは、

ファッションショーなどで話題をよんだ。フラメンコダンサーが使うスペ

インの櫛をもとにした柄が、サングラスの抱く強いイメージを和らげる。

またカーネーションとドット柄の特別なケースも可愛い限定品だ。

Dolce&Gabbana
限定サングラス

5月上旬から

Dolce&Gabbana
HKD7,250
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香港島
香港仔

中環
西湾河

尖沙咀

赤柱 

貝澳

大嶼山

長洲

坪洲
梅窩

南丫島
蒲台島

東龍島

　初夏の風に誘われて、ぶらりとどこかへ行きたくなる季節―。そこで、セントラル
（中環）からフェリーに乗って気軽に行ける離島へのショートトリップを紹介しよう。
各離島までは30分から1時間のプチクルージングも楽しめる。高層のビル群が林立
する九龍島と香港島に別れを告げると、周囲は水色の空と青い海だけ。フェリーは
白い波しぶきをあげて進んでいく。やがて緑豊かな島の姿が見えてくる。島に降り立
つと潮の香りに包まれ、日差しがちょっぴりきつく感じられる。香港の中心部で見慣
れた風景とは一変。湾内には漁船も停泊し、少し昔の香港にタイムスリップしたよう
な懐かしい風景が広がる。
　島ごとに個性も異なるが、海鮮料理にハイキング、海水浴などが楽しめる。海鮮料
理をお目当てに行く人も多いラマ島（南丫島）や、毎年恒例の饅頭節で知られる
チュンチャウトウ（長洲島）は香港人や西欧人にも人気のレジャーアイランド。この2
島と比べると少し地味だけど、そこが魅力でもあるペンチャウトウ（坪洲島）、鄙びた
雰囲気に惹かれて住む人も多いランタオトウ（大嶼山島）にある村ムイオー（梅窩）。
今回はこの4つのスポットを紹介しよう。
　セントラルから離島行きのフェリーは2～6番埠頭で発着する。ラマ島行きは4番
埠頭。西側のヨンシューワン（榕樹湾）行きと、東側のソッグワン（索罟湾）行きのフェ
リーがある。目的に応じて行き先を選ぼう。榕樹湾までは30分前後。始発から最終船
まで20～60分おきに出ている。索罟湾までは約40分。こちらは平日は1～2時間に1
本程度、週末は本数が増える。索罟湾の海鮮レストラン「天虹」などを利用する人は
専用の送迎船も利用できる。長洲島は5番埠頭。普通船で約60分、高速船で約40分。
深夜の一部時間帯を除いて、20～30分おきに運航している。坪洲島・梅窩行きは6
番埠頭。坪洲島へは普通船で約40分、高速船で約30分。平日は1時間に1～2本、週
末は1時間半から2時間に1本程度出ている。梅窩へは普通船で約55分、高速船で約
40分。こちらも深夜の一部時間帯を除いて、1時間に2、3本程度出ている。フェリーの
運賃はそれぞれ異なり、高速船と週末は高くなる。坪洲島や梅窩、長洲島を結ぶフェ
リーなどもある。
　わずか1時間以内の船旅でいける離島。日本では考えられない！ 遊んで食べてのん
びり過ごして、心と体をリフレッシュしてみては? 都会的な香港以外の魅力も発見でき
るだろう。
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1号埠頭　水上消防提基地

2号埠頭　パークアイランド（珀麗湾）行き
青馬大橋のたもと、青衣とランタオ島の間ある馬湾（マーワン）という島に向かう。

3号埠頭　ディスカバリーベイ（愉景湾）行き
セントラルから高速船で約30分という近さ。ランタオ島の東側で、海を挟んでディズニーランドの反対側
に位置する、香港在住の外国人に人気の高いリゾート式高級住宅地。
運転間隔は通常30分間隔、ピーク時は15分間隔で24時間運行。片道HKD34。0:00～6:00は深夜料金
HKD14.5が加算される。

4号埠頭　ラマ島（南丫島）行き
北側にあるヨンシーワン（榕樹湾）と、東側にあるソッグワン（索罟湾）へ行くフェリー乗り場。山やビーチ、
ハイキングコースもあるので、香港の喧噪から逃れるのにオススメの島。
平日（土曜含む）の日中は1時間に1～2本、日祝日は30分おきに運行。

5号埠頭　チュンチャウ（長洲）島行き
香港島から約25分～1時間ほど離れた島で、近くにはランタオ島がある。高速船と普通フェリーで結んで
いる。夏のレジャースポットとして人気の島で、宿泊施設やレストランが充実している。
平日（土曜含む）は1時間に2～3本、日祝日は30分おきに運行。料金は普通フェリー、高速船、乗船する曜
日によって異なる。

6号埠頭　ランタオ島ムイオー（梅窩）行き
ランタオ島は香港島の西にある、香港最大の島。約40分～1時間ほどで結んでいる。高速船と普通フェ
リーがある。平日（土曜含む）は1時間に1～2本、日祝日も1～2本運行。料金は普通フェリー、高速船、乗船
する曜日によって異なる。

6号埠頭　ペンチャウ（坪洲）島行き
田舎の島が産業中心地に変わり、しかし今ではかつての田舎の島へ。閉鎖された工場跡地や100年以上
の歴史がある寺院、ゆったりとした田舎の暮らしへ向かうフェリーは月～土は1時間に3本、祝日は30分お
きに運行している。

7号埠頭　チムサーチョイ（尖沙咀）行き
スターフェリー(天星小輪)が発着する埠頭で、香港在住の方も観光客の方も一番利用頻度が多い路線。
ビクトリア湾を数分で結ぶ。香港島のビル群を船から楽しめる。運行は6:30～23:30。料金は月～金
HKD2.5（上層）、HKD2（下層）、土･日・祝HKD3.4（上層）、HKD2.8（下層）。

※金額は全て大人料金。

セントラル埠頭案内セントラル埠頭案内
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　小さな漁村から大都市へと発展した香港。し
かし、昔からある伝統的な文化と生活は、昨今
なかなか見ることができなくなっている。そんな
中でラマ島のソッグワン（索罟灣）に位置する｢
漁民文化村｣では、伝統的なローカル文化体験
ができる場所として、漁民文化と香港漁業の歴
史を展示。浮島となっている同村へは、索罟灣
の港からシャトル船を利用し向かう。漁船やドラ
ゴンボート、民族文化の展示施設を設け、さらに
本物の漁船へ実際に足を踏み入れることもで
き、ここでしかできない体験が楽しめる。
　また釣り好きの方にとって見逃せないのが、

釣りの基本的な知識や塩漬けにした魚、干物に
ついても学べる「釣り教室」だ。さらに地元漁師
らが捕まえてきた珍しい海の生物を見ることが
できるギャラリーもあるため、魚好きにはもって
こいの場所である。
　伝統的な中国漁村からのんびりした多文化
コミュニティまで、西洋と中国文化の入り混じっ
たラマ島の生活は、忙しい毎日を送る香港市民
にとっては魅力的なもの。日帰り旅行で訪れる
観光客が多い中、定住する人もいるぐらいだ。ラ
マ島に行った際には、ぜひ足を運んでみよう。

　ラマ島（南丫島）はセントラル（中環）からフェ
リーで約30分。日帰りで行ける人気のリゾート地。
広さ13.6平方キロメートル、香港ではランタオ島、
香港島に次いで3番目に大きい島で、在港の欧米
人に大人気。香港人にとっても、都会の喧騒を嫌っ
てこの島に住み、フェリーで香港まで通勤している
人も多くいる。そして、香港で一番最初に人間が定
住し始めたと言われている。
　香港随一といわれるきれいなビーチがある他
にトレイル・ルートも整備されており、ルートを歩く
とランタオ島とチュン・チャオの絶景や第2次世界
大戦中に日本軍が香港を占領していた時に特攻
隊が駐留していた場所“カミカゼ・ケーブ”がある。
終点は漁村の町Sok Kwu Wan。ここは、シーフード
料理で有名。あともうひとつ、180年の歴史をもつ
色彩豊かな天后廟もここにある。

南丫島

1km

　ラマ島（南丫島）は、新鮮で美味しくてリーズナブルな海鮮が
食べられるスポットとして知られる。友達が香港にきたときな
ど、海鮮料理を食べに行くという人も多い。しかしそれだけでな
くハイキングに食べ歩き、雑貨店めぐりなど様々な楽しみ方がで
きる。夏は海水浴客で賑わう。
　セントラル（中環）とラマ島を結ぶフェリーターミナルは、東側
のソッグワン（索罟湾）と西側のヨンシューワン（榕樹湾）にある。
湾を囲むように海鮮レストランが軒を連ねるが、特に索罟湾に
ある海鮮レストラン「天虹」が有名だ。ここの店では船でセントラ
ル（中環）・チムサーチョイ（尖沙咀）間を送迎してくれる。
　榕樹湾と索罟湾は整備されたハイキングコースで結ばれてい
る。約1時間半で歩ける比較的ゆるやかなコースだ。そこで行き
と帰りのフェリールートを変えて、海鮮にハイキングをセットにし
たコースが定番となっている。
　榕樹湾エリアには昔ながらの鄙びた店とスタイリッシュな洋
風の店が混在する。デザート店や雑貨・アクセサリーショップな
ども多い。散策した後ハイキングへ。少し行くと、名物おばあさん
が作る香港スイーツ「豆腐花」の店やビーチ（洪聖爺海灘）があ
る。ラマ島風力発電所へ行くと少し寄り道になる。ハイキング
コースから見る海も絶景。やがて眼下に索罟湾が見えてくる。戦
時中に日本軍が作った洞窟や、150年以上の歴史がある天后廟
を過ぎると索罟湾だ。索罟湾エリアには、漁民の生活を伝える

「南丫島漁民文化村」がある。ここで海を見ながら海鮮料理を満
喫しよう。

索罟湾

榕樹湾 南丫島南丫島

漁民文化村で水上生活体験をしよう！
長い歴史を持つ伝統的な暮らしは必見。

漁民文化村（Lamma Fisherfolk’s Village）
電話：(852)2982-8585
時間：10:00～19:00
入場券：大人HKD80、シニア・小人HKD60
入場券に含まれるもの
　・1日の入場料
　・全ての展示施設への入場料
　・索罟灣から文化村までのシャトルサービス
ウェブ：www.fisherfolks.com.hk

水上生活体験キャンプ（1泊2日）
地元漁民とともに、塩漬けの魚の加工やドラゴン
ボート大会などさまざまな活動が体験できる。忘
れられないすばらしい体験が待っているだろう。

スピリチュアルコンサルタント

小熊 まきさん
帰りのフェリーはいつもみんなで酒盛り！？
人のあたたかさを感じられる島

　友人に誘われてハイキングに行ったラマ島に一
目ぼれし、それまで住んでいたコーンヒルの高層
階をすぐに引き払い、ラマ島に越しました。2000年
から3年間程住んでいました。
　島に住んで良かったことは、なんといってもコミュ
ニティの暖かさです。当時は今ほど栄えていなかっ
たので、私たちみたいな外からの移住者もローカル
島民もみんなお互いに知り合いで、メインストリート
を歩いているだけで、色々な人たちが声をかけてく
れたり、困ったときは助けてくれたり…。仕事帰りの
フェリーはいつもみんなで酒盛り(笑)でした。
　悪かった点は、フェリーの便数が少ないというこ
とですね。当時銅鑼湾で働いていたのですが、最終
便を逃してしまった日は、アバディーン（香港仔）か
ら乗り合いボートを探して帰宅していました。
　また、おすすめの穴場は消防署です。ラマ島はど
の道も狭く建物も3階建てしかないので、消防車も
救急車もミニサイズ。特殊仕
様で、出動の際は消防士さん
達が両端にしがみついて出動
します。島用にカスタマイズさ
れた施設を見られるのも、都
心部にはない魅力の一つか
もしれないですね。

ヒーリングスペースはねはな
スピリチュアルコンサルティングで身体と心と魂のトータ
ルケアを行っている。ワークショップのほか、個人セッ
ションも随時受付中。
メール：info@hanehana.com
ウェブ：www.hanehana.com

（ 　　）
ラマ島の住人に
 訊いてみた！

もと

ラマ島
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1km

長洲

　日本の2倍ともいわれている香港の紫外線量。この地で
暮らすならサングラスはマストアイテムだ。そこで、お洒落
で且つ実用的なサングラスを探している方におすすめし
たいのが、「Maui Jim」というハワイブランドのサングラス。
特殊な偏光レンズを使用しており、眩しい光を柔らかく、ま
た、光の乱反射を抑えてくれるので、ゴルフなどのスポー
ツやアウトドア、ドライブに最適な商品だ。また、耳にかか
るテンプル部分が柔らかく、一度使ったら他のサングラス
は使えなくなるほど掛け心地が良い。
　同ブランド商品を取り扱うコーズウェイベイ(銅鑼湾)
SOGOの東京メガネでは、入荷しても一部の商品がすぐに
売り切れになってしまうとのこと。人気の高さがうかがえ
る。今年の夏はMaui Jimのサングラスで決まり！ 周りから
一目置かれること間違いなしだ。気になったあなた、売り
切れてしまう前に早めに足を運ぼう。

東京メガネ
住所：10/F., SOGO Dept. Store 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2895-3348
担当：福島、溝部
Maui Jim：www.mauijim.com/shop/en/us

お洒落もキマって実用的！ 
一目置かれる　ハワイ産偏光サングラス

東京メガネ

　小腹が空いた時にぴったりの食品「SOYJOY」。栄養豊富
な大豆をまるごと使用し、フルーツやナッツなどの素材を
練りこんで焼き上げたことにより、美味しさと栄養の両方
を提供する優れものだ。手軽に持ち運びができ、消化速度
が穏やかで少量でも満腹感を味わえる低GI食品で、効率
的に脂肪燃焼もしてくれるという。
　また暑い夏のハイキングには水分補給も欠かせない。
水分とイオン（電解質）をバランスよく補給することができ
る「ポカリスエット」は、熱中症を予防し心おきなくハイキ
ングが楽しめる。香港では8種類ものサイズを展開してい
るポカリスエットだが、必要な時にササッと水に溶かすだ
けの粉末タイプもおススメ。

大塚製薬
ウェブ：www.otsuka.hk

栄養補給は忘れずに！
持ち運びにも便利でハイキングに最適

SOYJOY
ポカリスエット
大塚製薬

■チュンチャウ・シーフード・ストリート
埠頭付近のシーフード・ストリートでは、
新鮮な魚介類を堪能することができる。
香港島からシーフードだけを目当てに
日帰り観光で来る香港人、観光客も多く
いるほどの盛況ぶりで有名。

■チュン・ポー・チャイ洞
かつて南シナ海に出没した海賊チュン･ポー・チャイの隠れ家
の１つだった洞窟。18世紀に大海原を荒らした悪名高き海賊
の洞窟は現在では出入り自由のため、勇気のある方は懐中電
灯を片手に中へ入ってみては。
住所：Cheung Po Tsai Rd., Cheung Chau, Outlying Islands

■長洲饅頭節（チュンチャウフェスティバル。正式名：長洲太平清醮）
毎年陰暦4月5日から9日の間で開催される香港伝統行事。フェスティバ
ル期間中、島では歴史上の人物たちに扮した子供たちが乗った山車
が島の目抜き通りを練り歩くパレードが開催されたり、無病息災を願う

「平安」と印字された饅頭が街中に溢れたりと見どころ満載。一番のオス
スメはフェスティバルのメインを飾る饅頭争奪戦（搶包山比賽）。高さ約14メートル、直径約3

メートルの竹で組み立てられた饅頭タワーをよじ登り、
制限時間内により多くの饅頭を取ったものが優勝する
という、シンプルながらも体力と器用さが求められる競
技。今年は5月22日から26日の間でフェスティバルが開
催される。ぜひ香港伝統のお祭りの熱気に触れてみて
はいかがだろうか。

離島に行くなら持ってって～！

　長洲島は、セントラル（中環）から高速フェリーで約25分のところにある
小さな島。この島の有名なお祭りが、毎年旧暦の4月8日行われる饅頭節、
正式名は「長洲太平清醮」である。その前後に行われるイベント搶包山比
賽は、“搶包山（チョン・バーウ・サーン）”と呼ばれる高く積み上げられた“包
子（バーウ・ジイ）”に登って、饅頭を取り合う競技。“飄色巡遊”と呼ばれるド
ラゴンダンスや長洲島の子供たちが歴史上の人物に扮した衣装を身につ
け、高く持ち上げられ街を練り歩くパレードも開催され、この時季には観光
客も多く訪れる。それ以外にも、チュンチャウの寺院、シーフード・レスト
ラン、ハイキング、サイクリング、ビーチ、バーベキューそして海賊の隠れ家
まで、どの季節に訪れても楽しむことができる島。

別名、監獄島とも言われている。離島の坪洲の南に位置し、島
には住民は居ないが「懲教所」「戒毒所」が所在する島。「懲教
所」は「男性成年中度保安風險類別犯人（中程度に保安上危険
な犯罪者）」らを収容。「戒毒所」は薬物中毒者の更生施設。
1975年までは「痲瘋病院」すなわちハンセン病患者隔離施設
だった。

喜霊洲（ヘイレンチャウ）

※4つの施設がある。喜霊洲への交通手段は存在しないが、囚人の家族が面会に行く時に、
　坪洲から政府が指定したフェリーに乗船し行く事が出来る。

参考サイト：http://cha-siu-baau.com/?tag=%E5%96%9C%E9%9D%88%E6%B4%B2

・喜靈洲懲教所（男性成年中度保安風險類別犯人）
・勵新懲教所（在戒毒所條例下接受戒毒及康復治療的男性年輕吸毒者）
・勵顧懲教所（在戒毒所條例下接受戒毒及康復治療的女性成年及年輕吸毒者、女性成年犯人）
・喜靈洲戒毒所（在戒毒所條例下接受戒毒及康復治療的男性成年吸毒者）

長洲島長洲島
海
鮮
料
理
は
外
せ
な
い
！
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　日本と違い香港では処方箋なしでコンタクトが買えるこ
とをご存じだろうか。アウトドア系のイベントが増えてくる
この季節。汗をかいてもレンズが曇る心配がなく、快適に

動くことができるコンタクトレンズが便利！ 
そこで、眼鏡はもちろんのこと、コンタクト
レンズを豊富に取り扱うパリミキ香港の松
影店長におすすめ商品を聞いてみた。同氏
は1991年よりパリミキ香港で働くプロ！ 商
品選びに困ったら迷わず相談してみよう。

日焼け止め
Adjuvant

　香港の日差しは強く、これから益々強くなる一方。そんな
中、スポーツやハイキングなど、屋外で活動する際、肌は
強い日差しにさらされる。日焼けやシミの原因になるだけ
でなく、しわやたるみ、毛穴の開きなどのトラブルの原因と
なる紫外線は少しでもカットしたいもの。それを叶えてく
れるのが、アジュバンの新商品、“P-PROTECT”と“BODY 
PROTECT”。 “P-PROTECT”は化粧下地でUVカットもメイク
下地もこの1本で完了。6月に発売予定の新商品“BODY 
PROTECT”ボディ用日焼け止めは、足元や髪、手の届きにく
い背中などにも手軽に使えるスプレータイプ。いずれの商
品も肌の負担にならないよう紫外線吸収剤は不使用で、
乾燥を防ぐ美容成分を配合。日光を浴びる場所に出掛け
る際には、あなたの肌を保湿し、紫外線をカットする欠か
せないアイテムに。UVケアはこれで決まり！チムサーチョ
イ（尖沙咀）のiSQUARE  5Fのアジュバンで手に入れよう。

太陽にさらされる離島散策
あなたの肌を強い紫外線から守る新商品

パリミキ
住所：B1/F., APITA, City Plaza 2, 
　　  18 Taikoo Shing Rd., Quarry Bay
電話：(852)2366-7052
メール：parismikihongkong@gmail.com  担当：松影

アウトドアにもぴったりのコンタクトレンズ！
今なら最長30日間コンタクト無料体験実施中

紫外線カット機能付
コンタクト
パリミキ

Adjuvant Hong Kong Company Limited
住所：Shop 504, iSQUARE, 63 Nathan Rd.,TST  
電話：（852）2311-1322

●新商品
BODY PROTECT 
ボディ用日焼け止め　60g
価格 HKD360
2015年6月発売

●新商品
P-PROTECT
化粧下地　40g
価格 HKD440
2015年4月1日発売

●最も売れてる！  1日使い捨てタイプ
ワンデーアキュビューモイスト(ジョンソン・エンド・ジョンソン社製) 
超薄型レンズなので自然に目に馴染み快適な装用感が1日中続く。
価格：1箱30枚入り HKD215  

ムイオー（ランタオ島/大嶼山）

アウトドア必携アイテムの数 ！々

医療機関で働く

Nさん（長洲島在住歴5ヶ月）
家賃が安くて空気がきれい！
最近は阿信屋もオープンし、より便利な島に

　2014年11月からご主人と長洲島で暮らしているN
さん。この島の魅力は、「緑が多くて静かなところ。海
にもすぐ行けるし都心部に比べると家賃が安いで
す。新鮮な海鮮を買えるところも良いですね。元々
スーパーが4店舗ありましたが、最近は阿信屋も出
来てより便利になりました」と語る。
　勤務先がある銅鑼湾まではフェリーとMTRを使い
通勤しており、往復3時間くらいかかるとのこと。
「Slow FerryとFast Ferryの2種類があり、交互に約30
分おきに出ています。Fast Ferryを使うと家を出るの
が遅くてすみますが職場に着くのがギリギリになっ
てしまうため、確実に始業時刻までに間に合うSlow 
Ferryを使っています。その代わり早起きしなければ
いけないですが。そのあたりが少し不便ですね。」
　「デメリットもあるけれど、都心部に住んでいたら
味わえないであろう澄んだ空気と自然に癒され生活
できるのが何よりの魅力！ 長洲島は本当に良いとこ
ろです」と教えてくれた。

（ 　　）
長洲島の住人に
 訊いてみた！

（ 　　）
梅窩の住人に

 訊いてみた！梅窩梅窩 ヘアサロンkapas by d’note オーナー
大久保さん
綺麗で静か
リゾート地のような癒しの島

　梅窩（Mui Wo）に住み
始めて4ヶ月目になりま
す。空気がきれいでどこ
か懐かしい雰囲気を感じ
たので、ここに住むことに
決めました。市内までの
通勤はファーストフェリー(30分)または普通フェリー
(50分)を使用しています。
　梅窩の良いところは、きれいで静かという点です。
鳥のさえずりや虫の声、風の音、牛の声までもが聞こ
えてきていつも癒されています。ビーチがあり少し山
を歩けば綺麗な景色に出会えるので、リゾート地に
行ったような感覚ですね。オンオフの切り替えもしや
すくなりました。
　一方、梅窩に住み始めて困ったことは、仕事に行き
たなくなることです(笑)。また、デリバリーが限られる
のも少し難点です。
　それから、この島のレストランは何処も美味しく、
トルコ料理、イタリア料理、ベジタリアン等、様々な国
籍の料理を楽しむことができます。また家族の方に

はオリンピックトレイルが
オススメです。洞窟や滝、季
節によっては桜も見られる
かもしれません。魅力いっ
ぱいの島なので皆さんぜ
ひいらしてください。

kapas by d’note
住所： 15/F., Nam Hing Fong, 39 Yiu Wa St., CWB
電話： (852)2882-3662
時間： 月～金　9:30～19:00
 土日祝　9:30～18:00、水曜定休

島 遊に ぶ島 遊に ぶ

梅窩
1km

　セントラル（中環）6号埠頭からフェリーで向かう。高
速船（所要時間約40分）と普通フェリー（所要時間約1時
間）がある。月～土は1時間に1～2本、日祝日も1時間に
1～2本運行している。
成人の料金は、
普通フェリー：月～土 HKD15.2、日祝 HKD25.4
高速船：月～土 HKD29.9、日祝 HKD42.98

■トン・ワン・ビーチとクン・ヤム・ビーチ
1996年のアトランタ・オリンピックでゴールドメダ
ルを勝ち取った香港の元ヨット選手、リー・ライ・シ
ャンもかつて練習を積んだとされる香港随一のウィ
ンドサーフィングスポットとしても知られるビーチ。

クン・ヤム・ビーチ（Kwun Yam Beach）
住所：Hak Pai Rd., Cheung Chau
トン・ワン・ビーチ（Tung Wan Beach）
住所：Cheung Chau Beach Rd., Cheung Chau

香
港
の
古
き
良
き
風
情
が
楽
し
め
る
島

グ
ル
メ
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク・ト
レ
イ
ル
も
見
逃
せ
な
い
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▲
手指山

　サイワンホー（西湾河）
からフェリーで30分ほどの
ところにハイキングが楽し
める無人島があるのをご存
知だろうか。ハイキングと
言ってもその道のりは険し
く、背丈ほどもある茨だらけ
の山道、安全柵のない断崖
絶壁、果てしなく大きな岩
が続く道…など、それなり
の覚悟が必要となるコース
が用意されている。

～東龍島体験記～
　島に着いたらまずは腹
ごしらえ。無人島と言って
も食堂が2つある。
　お腹が満たされたところで、登山開始。この辺りは数百年前に海賊を監視
する砲台があったそう。歩き始めは割と平坦な道で歩きやすいが、30分も歩
けば道らしい道がなくなり、いつしか身体は草木の中に埋もれた状態に。随
所随所に枝に結ばれたピンクのリボンを目印に山を登っていくのだが、足元
は岩だらけで、自力では足を上げることができないほどの大きな岩も…。空

も見えないほどの茨に囲まれ、気分はト
トロ！
　途中、枝に引っかかり服が破れたりし
ながらも、2時間ほど歩くと頂上に到着。
あいにくの曇り空だったが、見渡す限り
の緑と海で気持ちい～！
　刺激的な週末を楽しみたい人にはお
すすめの東龍島。あなたもぜひいかが？

←すみません、、、書きかけです！！

［アクセス］西湾河渡輪碼頭（MTRサイワンホー（西湾河）A出口から徒歩5分）からフェリーが
出ている。土日祝日のみの運行で、片道HKD55。料金は船の中で支払う。1日4～5便しかない
ので、島から戻るときは要注意！

　「何もないですよ」香港人にきいても必ずこんな答えが返ってくる。
「ホントに何もないですよ！」と、念押しまでされてしまう島、それがペン
チャウ（坪洲）島だ。人は住んでいる。埠頭近くに大手スーパーマーケッ
トもあるではないか。しかし、コンビニはない。ファーストフードの見慣
れた看板も、観光客を呼び込む海鮮レストランも全く見当たらない。あ
るのは「士多」と、昼寝を楽しむ犬たちの姿と、ゆっくりとした時間の流れ
だけだ。かつてはこの島にはマッチ工場があり、それなりに栄えたと云う
が、今ではその面影すら見いだすことはできない。
　この島は、小さい。兄貴分の島、長洲に似て2つの小島が砂州でつな
がって1つになったのであろうことが容易に推察できる構造だが、台風
が来ればちょっと流されてしまうのではないか、と思ってしまうくらい小
さいのだ。山というより丘と云った方が適当な手指山（95m）の頂に登れ

ば、島全体がぐるりと見渡せてしまう。ただ、その
視線を東に向けると、さっきまで自分が居た「香
港」が遠く海の水蒸気に霞んでいるのが望める。
港の左右に立つ巨大な「Sky 100」と「IFC」は、さ
しずめ香港の「ヘラクレスの柱」のように感じら
れなくもない。また、香港島の山塊の急峻さにも
改めておどろかされる。
　「何もない島」にはこんなお手軽絶景ポイント
があったのだ。

「
何
も
な
い
島
」… 　

そ
ん
な
島
か
ら
香
港
を
眺
め
る

 蒲台島は、香港最南端の
島。香港島赤柱の南東に位
置し、“蒲台群島”大小四つ
の島々から成り、一番大き
な島。良質の海苔の産地。
　島には高い建物や高い
木などはなく、日差しをさ
えぎる物がありません。帽
子、サングラスは必須。
　海沿いの道を歩くと
3000年前の古代人が残し
た石文字を見ることが出
来、奇岩の数々、自然が作
り出す美術品が楽しめる。
霊亀上山石（亀に見える
岩）、佛手岩という大きな
手の形をした岩など、色々
な奇岩があり、想像力を掻
き立てる。霊亀上山石から更に高台へ進むと灯台があり、小休憩をとるのにもっ
てる。心地いい風が汗を拭ってくれます。片手にビールがあるということ無し！？（笑）
　食事は島唯一のレストラン明記海鮮酒家で海鮮料理で舌鼓。産物を使用した
名物"紫菜湯（海苔スープ）"もお試しあれ！

　自然がそのまま残り、まだ人間に荒らされていない貴重
な島。自然を体感したい人にオススメ！ 秘境の島を味わって
はいかが。

ス
タ
ン
レ
ー（
赤
柱
）か
ら
渡
る

秘
境
＆
奇
岩
の
島

［アクセス］セントラル（中環）からバス6または260などでスタンレーマーケット（赤柱市場・
終点）まで。そこからタクシーで2分。スタンレー（赤柱）聖士堤反湾（St.Stephen’s Beach）下車。
ビーチ横にある赤柱卜公埠頭からフェリーで約30分程。日祝は4便/日10:00・11:30・15:30・
17:00。料金は片道HKD20、購入は往復分を往路の船内で支払う。香港仔からもフェリーあり。

　セントラルからフェリーで約25分。総面
積が0.97平方キロメートルと、とても小さ
い島。上海のリウ・ホン・シェン（通称：マッ
チ王）が1930年代にマッチ工場を建設し
たことにより栄えた。1970年代には、ライ
ターが普及し、マッチ工場もすたれていっ
た。旧石灰・マッチ工場跡にかろうじて往
時を偲ぶことができる。
　ルン・モー（龍の母）・テンプルの中にあ
る「龍のベッド」に触ると幸運がもたらさ
れ、未来の予言があると言い伝えられてい
る。龍の母の誕生日（第5太陰月の8日）に
地元のお祭りが開かれる。
　アウトドア派の方には、島の北側を歩く
海沿いコースや手指山にハイキングがで
きるトレイルもあり、お勧め。海岸線は短
いが、ビーチも楽しめる。

88KEYS Ltd.　ピアノ調律技術者

大波恵理さん
自然に囲まれ落ち着いた住環境が自慢
あなたもいらっしゃいませんか？

　私は職業柄、耳が疲れない、喧騒がなく静かで落
ち着ける環境を探していたんです。その話を聞いた
友人がディスカバリーベイを紹介してくれたんですよ。
　ここは綺麗に整備された都市で欧米人がたくさん
住んでいて日常生活では英語をよく使うため、広東
語が得意でない私には生活しやすい環境が整って
いると思います。距離的なことに関して言えば中環
までフェリーで25分程ですので、思っていたほ
ど香港中心部との距離は感じませんね。また、
Greentownという政府の自然保護プロジェクトにも
指定されたエリアなので、ペットにとっても過ごし易
い環境だと思います。エリア内を1日に走行できる車
の数は制限されているので香港中心部と比べると
空気は綺麗ですね。心と
体をリフレッシュして毎
日新たな気持ちで仕事
を始められる素敵な場
所だと思います。

蒲台島蒲台島

（　　　 ）
ディスカバリーベイの
住人に訊いてみた！

目と鼻の先ほどの対岸の

坪洲坪洲
1km
坪洲

88KEYS Ltd.
ウェブサイト：www.88keys.com.hk

坪洲からまるで地続きのよう
なディスカベリーベイを望む

島 遊に ぶ島 遊に ぶ

東龍島東龍島
ちょっぴりサバイバル（？）な、離島にも挑戦してみよう！

仏様が手を合わせているように見える「佛手岩」

灯台から望める絶景

島唯一のレストラン
明記海鮮酒家

舌触りのしっかりした
海苔の紫菜湯（海苔スープ）

3000年前の古代人
が残した石文字

ま
る
で
ト
ト
ロ
の
世
界
に
飛
び
込
ん
だ
み
た
い
！

ア
ク
セ
ス
便
利
な
無
人
島「
東
龍
島
」

セントラル（中環）6号埠頭からフェリーで向かう。普通フェリーと高速船がある。
月～土は1時間に1～2本、日祝日も1時間に1～2本運行している。
大人の料金は、普通：月～土 HKD15.3、日祝 HKD21.9　
　　　　　　  高速船：月～土 HKD28.5、日祝 HKD41.8
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広東離島特集「湛江市」

湛江の島々
素朴な南国の原風景と
きらめくビーチがそこにある

タンコウ

【1日目】海の風を感じるシーサイドライン（市内観光）
◆04:30 前日夜、広州or深圳から夜行列車に乗車、早朝湛江南駅に到着。
 駅近くのホテルにチェックイン。
◆10:30 湛江南駅からバス（22番）かタクシーで海浜公園へ。
 バスはゆっくりなので約50分、タクシーなら約10分。
◆11:30 フランス建築と南国の街が融合した広州湾法国公使署旧址へ。
◆12:30 法国風情街で昼食。時代広場の向かい海浜大道には各国料理
 をはじめ湛江地元料理の店もある。
◆14:00 昼食後、海辺の風景が魅力的な海浜公園へ。
 アミューズメント施設もあるので思い思い楽しもう。
◆17:00 霞山観海長廊に沿って漁港公園まで潮風にあたりながら散策。
◆18:00 海珊瑚主題餐廳で夕食。優雅な雰囲気の中で新鮮な食材を味
 わおう。珊瑚館ではきれいなサンゴも鑑賞できる。
◆20:00 夕食後、広東省最大の海峡大橋―海湾大橋へ。
 地元果物パラミツを手に夜景を楽しもう。
◆22:00 タクシーまたは海湾大橋バス停からバス（11番、20番、22番）で
 ホテルへ

熱帯植物と、豊かな自然がもたらす海の幸……
南国の原風景があふれてる雷州半島の街「湛江」。
数ある島の中から湛江出身スタッフが自信を持ってオススメする3島を厳選！
湛江旅行のダイジェストプランとともに紹介。
さっそく夏旅行の計画だ！

湛江満喫ダイジェストプラン！ 【1泊2日コース】
【2日目】ダイナミックは自然を体感！（湖光岩―東海島）
◆08:00 湛江南駅からバス（9番、約1時間）で湖光岩世界地質公園へ。
 マール地形のこの湖は、今だ解明されていない謎も多い不思
 議な湖だ。
◆12:00 昼食後、タクシー（約1時間）で東海島龍海天度假区へ。
 所要約1時間。市街地から約40キロ離れた東海島のロングビーチ
 で海水浴だ！ダチョウ園や温泉もある。
◆19:00 夕食は島の特産―海鮮がオススメ。海岸にある屋台でも
 リゾートのレストランでもOK！
◆21:00 タクシーで湛江南駅へ（約1時間半）。

【特呈島】
湛江で最も美しい村！「特呈島」
　「特呈島」は、湛江湾に浮かぶ面積約3.6平方キロの小さな島
だ。古越語で“特”は「地方」、“呈”は“和諧吉祥”、つまり和やかで
幸福な島であることを表している。島の主要産業は漁業・養殖業
で、広東省西部地区最大の水産基地となっている。
　地形は平坦で、新鮮な空気と、美しい景色、それに一年中春の
ような温暖な気候が特徴。国家重点保護林に指定されている
マングローブや、400年以上の歴史をもつ「冼太廟」がある。「湛
江市で最も美しい村」と評価されたことで、静かで素朴な美しい
島として注目された。白い砂浜と海とカモメ、漁船と漁師、それら
が互いに織り成すコントラストは、まるで鮮やかな絵画を見てい
るよう……しばし時を忘れることができる風景がある。

【硇洲島】
中国最大の火山島―「硇洲島」
　「硇洲島」は、数十万
年前、海底火山が噴火
してできた島だ。面積
約56平方キロで、中国
で最も大きい火山島
とされる。湛江市街か
ら南東約40キロに位
置し、島の北側からは
東海島、西側からは雷
洲湾、南東側からは南
シナ海が望める。水産
資源に恵まれており、特にアワビや青龍蝦の産地として知られ
る。またバナナの栽培も盛んだ。
　景色が美しく景勝地も多いこと、また気候も一年中穏やかな
ことから、観光・リゾート目的で訪れる人が少なくない。石と砂浜
が独特の海岸線をつくる「那晏海石灘」や、硇洲灯台などが島の
見どころ。また、宋から元への移り変わりを伝える旧跡―宋皇城
旧址もある。

【東海島】
中国一長いビーチなら「東海島」
　「東海島」は、雷洲半島の東に位置する島。島の東側は玄武岩
の台地で、西側は低くなっている。塩や香瓜（メロン）の産地とし
て、またアワビやエビの養殖地として有名だ。
　“東海島旅遊度假区”には、30あまりのリゾートホテルがあり、
合計2000人以上が宿泊可能。このリゾートには全長28キロにお
よぶ“龍海天沙灘（ビー
チ）”があり、これは中国の
ビーチの中では最長を誇
る。海水もきれいで、砂も
荒すぎず細かすぎない理
想的なビーチなので、海水
浴には申し分ない。また、
ジェットスキーやバギー
カーなど各種マリンスポー
ツも体験できる。“椰林清
吧園”では、龍海天沙灘と
は違うもう一つの南国海岸
風景が広がっている。素朴な南郷風景が魅力の特呈島 中国一ナガ～いビーチはココだ！

いかにも火山島らしい天然ビーチ

《広州⇔湛江のアクセス》
【鉄道】
　区間：広州駅―湛江西駅
　本数：一日数本
　所要時間：片道6～7時間。

【バス】
　区間：広州の主要長距離バスターミナル*―湛江南駅
　（*省汽車客運站、天河客運站、広州東站汽車客運站など）
　本数：多数
　所要時間：片道約6時間。

【飛行機】
　区間：広州白雲空港―湛江空港
　便数：一日数便
　所要時間：片道約1時間

　中国大陸の最南端にあたる雷州半島の街「湛江」（タンコウ、Zhan-jiang）。東は南シナ
海、南は海南省とを隔てる瓊州（けいしゅう）海峡、西はトンキン湾（北部湾）に面しており、
地の利を生かした港湾都市として発展した。周辺の海には、東海島、硇洲島、特呈島など多
数の島が浮かんでいる。地形を生かした観光スポットが数多くあり、中でも、マール地形の
湖「湖光岩」や、全長1.7キロのシーサイドパーク「霞山観海長廊」、東海島のビーチ「龍海天
沙灘」、硇洲島などが景勝地として有名。南国の熱帯植物をテーマにした庭園や、霞山区の
広州湾フランス公使館跡などの歴史的建造物などもある。

● 湛江空港

 ● 湛江南駅

● 湛江西駅
● 観海長廊

● 湖光岩

● 特呈島

● 東海島

● 硇洲島
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香港＆広東 香港ベトナム

広州

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/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～35K
ニット製品のエージェント業務。提案営業、受注
対応、生産管理、出荷対応の全工程フォロー。
ビジネスレベルの英語または北京語。

営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 インテリジェンス
香港応相談

大手企業でのマネジャー業務。営業と倉庫管理
を担当。要5年以上の倉庫マネジメント経験及
び営業経験。語学は英語コミュニケーションレ
ベルが必須。広東語スピーカーは歓迎。

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～25K
製品開発工程師。自動車製品（モーター、バス
バー）などの設計経験。五金金型設計経験があ
ればベスト。語学不問。

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 18K～22K
サービスツールの作成・管理・更新などのコー
ディネーション業務。事務経験2～3年持つ方。
コミュニケーションレベルの英語。

インテリジェンス
香港

サービス系/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 15K～20K
語学学校にて生徒の対応。受講コースの案内
や問い合わせ対応、イベント企画など。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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 25K～35K
大手日系企業にてアシスタント業務。事務書類
作成、本社とのやりとり、出張の調整、その他の
総務業務。英語ビジネスレベル必須。

QUICK
VIETNAM

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

年収
600万円以上

ベトナム/
その他

縫製技術指導、生産工程管理職：裁断→縫い
合わせ→洗いなど工程プロセスの改善、服飾、
バッグその他縫製業での技術指導経験もしく
は生産工程管理経験者、７５歳までＯＫ。

QUICK
VIETNAM

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

US$2,500
～3,500

ベトナム/
ホーチミン

インターネット環境、PCのセッティング等のIT
インフラ構築及びシステム構築のソリュー
ション営業。プレイングマネジャーとしてご活躍
の方。大卒、IT業界での営業経験5年以上。

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

US$2,000
～5,000

ベトナム/
ホーチミン

日本（本社）と経理、経営数値で日々コミュニ
ケーション（通常の決算業務含め）。大卒、製造
会社にて経理もしくは財務及び最高責任者と
しての経験がある方。英語（日常会話程度）。

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

ベトナム/
ホーチミン

US$2,000
～5,000

提携工場との条件交渉、素材手配、技術指導、
品質及び納品管理、工場へ出張有※縫製技術
指導職も募集、繊維業界の品質管理実務経験者、
生産管理は英語必須。縫製技術者は日本語の
みＯＫ。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/香港島

日系ITソリューション企業にて、営業。主に
メーカー顧客に対するフォローアップと新規
開拓。要法人営業経験および英語コミュニ
ケーションレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/香港島

IT関連企業にて、システム営業及びプロジェク
トマネジメント業務。要コミュニケーションレ
ベルの英語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
コンサルタント 18K～23K香港/香港島

コンサルティング企業にて、主に市場調査の
コーディネーション担当。顧客対応と、外注先
企業との折衝、及び日英翻訳業務。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/
物流・倉庫

香港/九龍 15K～20K
物流のカスタマーサービス業務全般。物流ま
たは貿易実務の経験を持つ方。英語コミュニ
ケーションレベル以上。

RGF 香港
営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 18K～23K

日系大手語学学校での営業マネジャー。語学
サービスの販売。営業先は法人・個人とも。
法人：DMやアポを取ってサービス説明。個人：
教室にいらっしゃる方への商品説明。経験者
優遇、未経験も可。英語が堪能な方。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
その他・教育・
公的機関など

15K～20K

有名スポーツ団体の事業開発アシスタント。
ブランド拡大のアシスト、販売戦略立案のため
の市場調査、市場・顧客に合わせたプレゼン等。
大卒または大学最終学年在籍者。日本語ネイ
ティブ、ビジネス英語要。

香港/香港島

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 応相談

アドバイザー。10年以上の生産管理・品質
管理経験有り、プロジェクトチームの立ち上げ
経験者。北京語できれば尚可。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 RMB～30K

営業マネジャー。営業経験5年以上、新規開拓
営業経験。ゴム製品、プラスチック製品の経験
あれば尚可。語学不問。北京語できれば尚可。

広州 RMB～12K インテリジェンス
広州

サービス系/
旅行・レジャー・観光

日系大手ホテルでのフロントデスク業務。主に
に日本人顧客の対応。接客業務経験を持つ方。
北京語または英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス 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。

RMB10K～
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香港

香港＆広東 香港

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

RGF 香港
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）

香港/九龍 20K～23K

日系大手電機メーカーでの経営企画スーパー
バイザー。トップマネジメント向け会社概要や
会議資料の準備、HR業務サポート等。大卒
以上。最低4～5年の関連経験要。香港の雇用
規則の知識要。英語ビジネス要。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/香港島 20K～27K

アパレル企業でのアカウントマネジャー。購買・
開発・生産計画、年間販売見込みと支出予算
の計画等。アパレル・繊維等のBachelor。5-8年
の衣料品業界経験要。日本語、英語or中国語
堪能な方。

香港/九龍 20K～ RGF 香港

日系情報システム企業での営業。華南や香港
の日系企業を担当。一般会計、物流納品・人事
管理システムの導入。日常会話レベルの英語
or北京語要。IT業界、システムベンダーでの
経験尚可。営業経験２～３年尚可。

RGF 香港20K～35K香港/九龍

日系玩具メーカーでの営業。工場とのコスト・
納期交渉、商品の品質管理、日本本社への
生産状況の報告等。北京語、英語のどちらかが
ビジネスレベル。広東語尚可。営業・生産管理
業務経験者優遇。出張有。

RGF 香港15K～20K香港/香港島

日系インターネット消費者金融業でのアシス
タント。日本人上司のアシスト業務、オフィス
全般のサポート業務等。日本語ネイティブ、英語
ビジネスレベル。秘書・総務経験者歓迎。幅広
い業務に柔軟に対応できる方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 20K～30K

日系大手損害保険会社での法人営業。商品
説明、コンサルティング等。既存契約更新、新規
営業。中国出張ほぼ無。営業・サービス経験者。
保険資格不問。英語ビジネス要。就労可能な
ビザ保持者。長期勤務可能な方。

香港/香港島

香港/香港島

18K

日系出版・オンラインニュース会社での営業。
日系企業向けに自社サービスを紹介し、有料
サービス契約を獲得。既存顧客をフォローして
要望等を聞く、サービス向上に貢献。営業経験者
優遇。ビザサポート有。

RGF 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～19K香港/香港島

オンラインゲーム企業でのカスタマーサービス。
日本人顧客とメールやチャットを利用した問
い合わせ対応、給与計算等。英語で業務可能
な方（会議は英語）。土日祝を含むシフト勤務。
就業可能ビザ要。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

15K～20K香港/九龍

化粧品の営業。香港・華南地域の化粧品小売店/
ドラッグストアへの新規開発営業。出品販売交
渉、棚デザインの提案、取引先への納品管理、
各サプライヤーとの日程調整など。英語ビジネ
スレベル。中国語尚可。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

16K～20K香港/九龍

日系大手物流会社での秘書。Managing 
Director、取締役のスケジュール管理、出張者
ホテル手配、売上数字のまとめ等。英語ビジネ
スレベル。秘書、パーソナルアシスタント経験
があれば可。

RGF 香港

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～22K

ファッション、小物取り扱い経験者。バッグの
企画営業、日本での顧客開拓など。プレゼン、
市場調査。語学ほぼ不問。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 RMB20K～東莞

工場管理全般、品質管理経験者。電機・電源、
トランスメーカでの工場長・副総経理・総経理
経験者歓迎。コミュニケーションレベルの英語。

RGF 香港生産管理・品質管理/
小売・流通 20K～30K香港/九龍

アパレル小売業での品質保証。検査者の指導、
サンプルのチェック、工場のデータ収集。月に
１度、華南出張有。製造工程の改良のため他
部署や日本本社と連携。衣類業界での品質
保証経験マスト。日本語・英語力要。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 ～20K
日本人のアシスタント・サポート業務全般。スケ
ジュール管理、文書作成、来客者応対。売上管理
レポート報告、総務サポートなど。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 ～40Ｋ香港/九龍

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、EU、アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 20K～25K香港/香港島

日系大手会計事務所でのプロジェクトマネ
ジャー。顧客と社内会計士の仲介役：顧客から
会計財務課題を聞き、社内会計士が専門的に
解決。日本語ネイティブレベル、英語ビジネス要。
大卒以上。就業経験3年以上要。

～30K

～20K

キングスウェイ営業・販売系/サービス ～23K香港/香港島
マーケティングリサーチ経験者尚可。市場調査、
分析、マーケティング。顧客対応、プロジェクト
マネージメントなど。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

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

～25K
2年程度の金融業界の経験者、もしくは、秘書、
営業事務などの経験必須。Japan Equity部門
でのサポート業務。ビジネスレベルの英語。

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/香港島

日本人顧客へのカスタマーサポート。旅行チ
ケット発券業務、ならびに社内サポート業務。
コミュニケーションレベルの広東語。

キングスウェイ香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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　「A-1 BAKERY」は、叔父が本場ドイツで取得した製
パン技術をもとに、日本でベーカリーショップやカフェ
等を展開し、父が社長を務めていました。1980年代に
アジアでの出店を考えていた時、香港で出店しないか
というお話をいただきました。
　場所はシャーティン（沙田）。300坪の広いスペース
で、安価な価格で10年間契約してくれるという好条件。
まだ人口は少ない場所でしたが、将来ショッピングセン
ターがオープンする計画もありました。また、香港はフ
リータックスで、事業を始める環境も整備されていたので、

ここで事業をやること
になり、私がそれを担
うことになったのです。
　香港の1号店では、
以前台湾で技術指導
をしたときに好評だっ
たパンやケーキを並べ
ましたが、思うように売
れませんでした。ス
ペースがあるので、カ
フェと、ドイツからシェ
フを招いてドイツビア
が楽しめるレストラン
も併設しましたが閑古
鳥。カフェでは、てこ入
れのため、香港独自に
焼き飯、オムライス、

ラーメンなどのサイドメニューも始めました。ラーメン
は、日本でシンプルな作り方を学び出したところ大ヒッ
ト。でも平日は土・日曜の10分の1しか人が来ないとい
うのが現状でした。
　売り上げがなかなか伸びず、3年間は四苦八苦。夜
逃げする可能性もないとはいいきれない状態でした。
スタッフを半分に減らしたり、レストランはアジアのシェ
フに変えたり…。苦労をしながらも3年間やれたのは大
きかったと思います。3年後からシャーティンの人口も
増え、順調に売り上げが伸びていくようになりました。

　1987年にシャーティンのショッピングセンター「シ
ティワン」に2号店をオープン。小さな店なので夕方4
時、5時になると完売になりました。
　その後91年までの3年間、私は香港を離れて、台北
での事業を担当することになったのですが、台北での
事業は難しかったですね。場所がよければやり方次第
で成功したでしょう。紆余曲折あり、結局台北の店は知
人に売却しました。私は再び香港へ。

　香港ではタイワイ（大圍）に3号店をオープン。90年
代に入ると、高度成長期に入って、売り上げはぐんぐん
伸びていきました。しかし、1号店の契約期間が4年後
に迫っていました。1号店にはキッチンもあり、工場の
役割も担っていました。91年にフォータン（火炭）に
ベースとなる工場を開設しました。工場ができたこと
で、店のスペースも有効に使えるようになり、新しい業
態のラーメン店なども始めることができました。また店
舗展開を進めていかないと事業リスクが高いと考え
て、新店舗の場所探しを進めていきました。
　そのタイミングで、ジャスコ（現イオン）の会長との出
会いがあり、ジャスコへの出店が決まり、91年に初の
ジャスコ内店舗を開設しました。イオン内での店舗数
は今も増えています。

　新しくオープンする日系スーパー「シティスーパー」
にも、店内に出店しないかと声をかけていただきまし
た。タイムズスクエアのシティスーパー内に、高級路線
の「バッケンハイム」というブランドを立ち上げ店を
1996年に新店舗をオープン。このシティスーパーとの
ジョイント事業は、発想などとても刺激になりましたし、
ブランドイメージのアップにもつながりました。次に
ハーバーシティに開設した店は、3カ月後ぐらいから売
り上げが伸びましたね。反響も大きく、売れなくてもドイ
ツパンや黒パンをガンガン並べて、イメージづくりに力
を入れました。結果的にこの事業は、ジョイント事業は、
シティスーパーが自社にブランドに切り替える2004、5
年まで10年間続くことになったのです。

　香港での出店が加速したのは、SARSの後、2004年
以降になってからです。出店を強化し、シャーティンに
第2工場もオープンしました。
　香港での飲食業の大変さは家賃の値上がりです。
キッチンなどの設備投資をして、短期間で出て行かな
ければいけないのはとても厳しいですよね。
　2004年ごろより香港では日本ブームになりました。
シティスーパーなどの影響で日本的なサービスも知ら
れるようになってきました。1985年に店をオープンし
た当時は、スタッフ教育にも苦労しました。スタッフが
お客様と喧嘩をしたり、忙しいときレジでおつりを投
げつけるように返したり…。説明しても土壌がないの
で、なかなか理解してもらえませんでしたね。このよう

な経験をする中で、海外では、仕事をマニュアル化し
習慣づけていくことも大切だと感じました。店舗や工
場での社員教育にも力を入れてきました。

 

 

　2011年に中国でトヨタ系日系商社との合弁会社を
立ち上げました。そこで、徹底的にムダを省くトヨタ生
産方式「カイゼン」を学び、それを活かして、経営や工
場等の効率化を図っていきました。たとえば、工場の合
理化では、人気の「もちもちパン」の製造を機械化し、人
員は1/7に、製造時間は5時間も短縮することができた
のです。
　2011年の東日本大震災では、香港の日系企業は風
評被害に悩まされました。私たちは日本産の小麦を使
用していましたが、2カ月分のストックがありました。そ
の後も、きちんと検査をして国産小麦粉を使用してい
ます。リスクを分散するために、今後、もう一箇所、九州
などから小麦粉を調達することも考えていかなければ
いけないと思っています。

　30年を振り返って思うのは、日本にいたら、こんなふう
な事業展開はできなかったということ。香港は即決が求
められる市場です。失敗もあったけれど、多くの成功に支
えられました。多くの方との出会いにも感謝しています。
　5年先の2020年は、100店舗を目指して事業を推進
していきたいと思っています。香港はタフなマーケット
です。それくらいの気持ちでやっていかないと事業は
衰退していってしまうでしょう。これからの事業展開に
は求められるのはシステム化と強いリーダーシップ。有
名シェフとのコラボ企画なども始めていますが、さまざ
まなアイディアを形にして、事業を推進していきたいと
思っています。

A-1 BAKERY
ウェブ：www.a-1bakery.com.hk

香港では“即決”が求められる。
システム化と強いリーダーシップで
更なる事業展開を。

1985 1号店を開設。でも3年間は四苦八苦

1987 小さな2号店は夕方になると完売に

1991 ジャスコとの提携による店舗展開がスタート

1996 シティスーパー内に高級ベーカリー

2011 トヨタ生産方式で経営を効率化

2015 2020年に100店舗を目指して

2004
以降

日本ブームも追い風に
出店を加速

A-1 BAKERY 30年の歩みと、これから

A-1 BAKERY CO.,(HK) LTD. Managing Director
楊井元伸（やない もとのぶ）さん
1952年12月1日生まれ。大阪府出身。日本大学理工学部卒業。Hawaii Pacific 
Universityのビジネススクールで3年就学。1978年同社に入社し、1985年よりA-1 
Bakery香港の立ち上げに尽力し現在に至る。

1985年、シャーティンの1号店立ち
上げ当時のスタッフ達と。

今年香港で創業30周年を迎えるベーカリーショップ「A-1 BAKERY」。日本・大阪で1948年に創業した本社と同様、新
鮮で高品質な材料を使い、「より自然でよりおいしく」をモットーに、香港マーケットに合わせて独自の事業を推進し
てきた。小麦粉は100％日本産の物を使い、添加物は使用していない。水にもこだわり、毎日新鮮で焼き立て、その
上、おいしく栄養価が高い商品を提供するという姿勢は、創業当初から一貫している。また、伝統的製法に最新技術
を融合するなどし、常に品質向上を目指している同社。1店舗からスタートし、現在はベーカリーショップやカフェ、レ
ストランなど、4月末時点でグループ全体56店舗を展開する。事業の舵を取ってきた楊井元伸社長にお話を伺った。

沙田のParkview：A-1グループのレストラン事業の起爆剤となっ
たグリルをメインに提供する店舗。連日行列の人気店

ビジネス（香港・広東共通）
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