
広東

深圳香港

■こんな服装はNG！
　面接官は服装から日頃の振る舞いを判断するという。たとえばワイシャツにシワ
が寄っていたり、寝癖が直っていなかったり、よもやフケが残っていたりするとそれ
だけで乱雑な印象を与えかねない。ワイシャツはしっかりアイロンをかけ、面接前に
は必ず髪をとかすなど、手間を忘れないようにしたいところ。そして見落としがちな
のが靴。足元は意外と見られているため、汚れを落としておくのはもちろん、壊れて
いないか、履き方は悪くないかなど今一度チェックしておこう。

■私服面接では何を着ていけばいいのか？
　ファッションアプリiQONを運営する株式会社
VASILYが実施したアンケートによると、「面接は私
服でお越し下さい」と指定された場合83%が服装に
悩み、5人に1人はリクルートスーツを着用している
ことが分かった。「面接時の服装は自由です」と言わ
れた場合も、69%がリクルートスーツを、29%が私
服を着用すると答え、私服面接のハードルが高いこ
とが伺えた。

■アパレル業界の面接
　特にアパレル企業の面接
で私服を指定された場合は
そのブランドの商品を身に
つけるかといった問題にも
直面する。株式会社ルミネク
スが実施したアパレル販売
員対象のアンケートによると、約7割が面接を受けるブランドの服を着て面接に
臨んだという。全身をそのブランドで固める必要はないが、「実際に店頭に立ってい
るイメージ」を面接官に持ってもらうことにつながるため、一部でも取り入れること
でそのブランドらしさを表現するのがいいだろう。

　短い面接時間で相手の印象を多大に左右する服装。清潔感に欠ける点はないか
もう一度確認し、受ける会社の雰囲気に合わせて服装を取り入れてみよう。

参考：株式会社VASILY「私服面接に関するアンケート調査」、株式会社ルミネクス「アパレル面接

服について調査」より

第一印象を左右する身だしなみ
面接時の服装、気をつけるポイントは？
就職する際には必ず面接を受けることになる。その面接で見られているのは、質問に対しての受け答えや
態度はもちろん、身だしなみも相手の印象を左右する大事なポイント。少しでも良い印象を与えたいと思
う気持ちは誰しも一緒だが、ではどのような点に気をつけるべきなのだろうか？
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Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

「微信」（WeChat）のお財布機能の猛威

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は18年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　「微信（WeChat）」は2011年に中国のソーシャルメディア企
業である騰訊（Tencent）が開発したメッセージングアプリ。
　日本でいうとLINEのようなものである。
　文字によるチャット機能以外にも音声通話やリアルタイム
の動画通話もできる非常に便利なアプリである。
ユーザー数は2014年第３四半期の段階で4億6,000万人を
超えている。
　以前にアリババグループが運営しているお財布機能であ
る「支付宝（アリペイ）」について記述したことがあるが、この
微信（WeChat）にもお財布機能（以下「微信ウォレット」と呼
ぶ）がある。
　微信（WeChat）のユーザー同士で送金をし合ったり、コン
ビニやタクシーなど一部サービスの支払いに使える。
　また、支付宝（アリペイ）に「余額宝」というMMFがあるよう
に微信（WeChat）にも「理財通」というMMFがあり、微信ウォ
レットから簡単に資金を移動して運用ができる。
　ところで今年の春節、この微信ウォレットが中国中の話題
をさらった。
　日本と同じように中国でも正月にお年玉（紅包）を贈る習慣
がある。
　日本とちょっと違うのはお年玉の対象が子供だけでなく、
独身者及びマンションのガードマンや家政婦、清掃員など普
段自分たちにサービスをしてくれる人にまで及ぶことである。
　そうした習慣が基になってか、微信ウォレットを使って行わ
れたお年玉の贈り合いが大流行したのである。

　親しい友人の間でお年玉を送金し合うというのがオーソ
ドックスな使い方だが、今年の大流行の原因は「お年玉争奪
ゲーム」が大きく作用している。
　お年玉争奪ゲームの仕組みは微信（WeChat）の中にお年
玉を贈り合うグループが作られ、そこにメンバーがある金額
のお年玉を投げ入れるように送金し、他のメンバーが受け取
りのクリックをして早いもの勝ちでそれを獲得するのである。
このときお年玉を出す側はお金を小分けにして、金額を変え
て投げることができる。
　例えば、100元のお年玉を出すとして、それを50元、20元、
10元、8元、5元、3元、2元、1元、0.5元、0.5元等に分けることが
できるのである。
　すばやくクリックできた人から順番に10名がお年玉をゲッ
トできるわけだが、早く獲得した人が必ず多くもらえるわけで
はなく、一番早かった人が1元しか取れず、8番目にクリックし
た人が50元を獲得することもあるのだ。
　グループのメンバーが相次いでお年玉を投げ合うのだが、
このゲーム性が刺激となって中国全土で盛り上がり、微信
ウォレットを通じたお年玉の総受信・総送信量は大晦日（2月
18日）だけで10億1000万件、18日から23日までの6日間で32
億7,000万件という、もはやどれだけすごいのかよく分からな
い天文学的な数字を叩き出したのである。
　このお年玉争奪戦に参加するためには微信ウォレットと銀
行のATMカードを連動させなければならない。
　連動させておいて銀行口座からATMカードを通じて微信

（WeChat）ウォレットにお年玉を送らなければならないので
ある。
　今年の春節が始まる前の2日間で2億人がこの連動をさせ
たという。
　これは実に支付宝（アリペイ）が8年間をかけて達成した数
字に匹敵する。
　この2億人が合計でどれだけのお金をお年玉として銀行か
ら微信ウォレットに資金移動したのかというデータはないが、
仮に平均20元（約380円※）だとしても40億元（約760億円）が
微信（WeChat）の銀行口座に流れたことになるわけだ。

※1元=約19円（2015年2月頃）

海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保険、
減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立投資につい
ての個人面談を実施します。

2015 年 5 月30日（土）香港　10:00-18:00 
※実施時間は 1 時間。開始時間は別途打ち合わせの

うえ決定いたします。

参加ご希望の方はメール：info@borderlessworks.com まで。

「個人年金・生命保険個人面談会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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　「平（ペーン）、靚（レーン）、正
（チェーン）」は、流行語と呼ぶに
はいくぶん誤差がありそうな、
けれども生半可な流行語よりは
はるかに吸引力のある、ここ数
年香港でとてもよく使われてい
る決まり文句です。「平」は「安
い」、「靚」は「美しい」、「正」は

「すばらしい」。多くは飲食関連
の分野でキャッチコピーなどに

使われますが、「平、靚、正」で表される範囲はどんどん広がっ
ていて、エステなど美容関係から、メガネ、カメラ、ファンシー
グッズ、アクセサリー、靴、鞄、ファッション一般、コンピュー
ター用品、家電製品、はては海外のリゾートホテル、家の改装
工事、そしてなんと株式まで、安くて良いものなら何にでも適
用可能。「平、靚」ならば、「正」（いいね！）なのです。
　そもそも「靚」の意味範囲はかなり広くて、靚女（美女）、靚
仔（イケメン）のような美しさ（ビューティフル）だけでなく、
様々な称賛に値するもの（ワンダフル）が対象となります。
サッカーの、みごとなロングシュートも「靚！」。見た目はグロテ
スクでも質のいい乾燥アワビはやはり「靚」。人気のおしゃれ
系スイーツならまさしく「平、靚、正」（安くて、かわいくて、おい
しい！）。　　　
　「平」も「靚」も「正」も白話音の語彙、すなわち日常の平素
な話し言葉で普通に使われるありふれた単語です。３つ並べ
ると「ペーン、レーン、チェーン」と韻を踏みます。語呂がいい
のです。広東語の大部分の漢字は読み方が１つだけ、なので
すが、この「平」「靚」「正」には白話音・文言音の両方がありま
す。「平」の文言音は「ピン」。「平等」「平凡」「和平」のような、
書き言葉的な熟語の発音です。意味は「たいら」で、文言音で

読む「平」（ピン）に「値段が安い」という意味はありません。
「平」は、「ペーン」と「ピン」で意味も違うのです。「正」の文言
音は「チン」。「正確」「正式」のように「ただしい」という意味
で、やはり「すばらしい」という意味はありません。「靚」は宋代
の文献に「化粧する」という意味で出てきますが、広東語で

「美しい」という意味に使うのは当て字です。
　「ペーン、レーン、チェーン」のように広東語で「エーン」

（-eng）[ɛːŋ]の韻を持つものは全て白話語彙、どれも日常よ
く使う基礎的な言葉です。餅（ペーン）、病（ペーン）、名
（メーン）、鏡（ケーン）、井（チェーン）、釘（テーン）、艇
（テーン、小舟）、聽（テーン、聞く）、醒（セーン、目覚める）、驚
（ケーン、こわい）、贏（イェーン、勝つ）…。これらに対応する
文言音が「イン」（-ing、日本人には「エン」のようにも聞こえ
ますが、短い音）[ɪŋ]。両者の違いが生じた理由は、広東語が
漢字音を取り入れた時期に差があったからです。「ペーン」

「メーン」など「エーン」は唐の長安の音を映したもの、
「ピン」「ミン」など「イン」はその後に取り入れた、南宋～元
～明～と続くのちの時代に主流となっていく中国東部の音。
唐の長安の音は日本にも「漢音」として伝わっていて、平（へ
い、ぺい）、名（めい）、艇（てい）、醒（せい）、贏（えい）…、広東
語の白話音に似ています。輸入元が同じなので、似ていて当
然なのです。平（ペーン）、靚（レーン）、正（チェーン）は、流行
語と呼ぶには…、かなり古い言葉だったのです。
　広東語の白話・文言音は２重の構造ですが、客家語などに
は、なんと４重構造があります。古い順に「アン」「イァン」

「エン」「イン」。それぞれの層に、釘（タン）、艇（ティアン）、丁
（テン）、亭（ティン）、などが含まれます。古い層には昔から
使ってきた基礎的な語群、そして新しい層に移るにつれ、書
き言葉で使うようなハイレベルな語群へと、徐々に変わって
いくのです。これは客家語が広東語より多く、４回にわたっ

て、異なる時代・異なる地域の漢字音を取り入れたことを物
語っています。ちょうど地層が、下の層に恐竜など古い生物、
そして上の層に行くにつれ、より新しい生物の化石を含むの
に似て、取り入れた時代ごとに異なる発音と語彙が層を成し
ているのです。なお、唐代の発音を初めて復元したスウェー
デンの学者カルルグレンはこの韻を-ieŋと再構しましたが、
のちに、広東語の白話音「エーン」や客家語の「エン」の層の
ように「i」は無く-eŋだったことが日本の有坂秀世博士らに
よって明らかにされています。日本語の「呉音」は、客家語の
「エン」（≒漢音）の層の次に古い「イァン」（-iaŋ）の層に相当
します。平（びょう、旧仮名は、びやう）、名（みょう、みやう）、艇
（ちょう、ちやう）、鏡（きょう、きやう）。呉音は隋唐以前の東晋
などの発音。中国東部の古い時代の「i」を映しています。
　北京語は、広東語や客家語が持ついちばん新しい層、ピン

（平）、ミン（名）、亭（ティン）…の層しか持っていません。釘
dīng、艇tǐng、丁dīng、亭tíng、いずれも「イン」（-ing）だけ。こ
のことからも北京語は新しい言葉なのだとわかります。恐竜
の化石なら北京近郊の地層からたくさん出るようですが。化
石の発掘にはお金がかかりますが、言語学は安く済みます。

「平、靚、正」な学問ですよ。　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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　みなさま、ネイホウ。
　週２回授業を受けているおかげ
で、近頃広東語を話す、聞く姿勢がだ
いぶ変わってきました。 飲茶に行った

時は成り切って手を挙げ「ンーゴーイ（すいま
せん）！」。クッキーを食べようかチョコを食べよう
か迷ったら心の中で「モウソウワイ（どっちでもい
い）……」 。驚いた時には勇気を出して「アイヤ～
～ッ(あんれまあ)！」。その土地の言語を学ぶとい
うのは、一歩外へ出れば即実践できるのが強みだ
と痛感します。
　さて、今日で授業は８回目に突入。例文、作文、
いよいよ会話らしくなってきました。まずは休み明
けということで、休日に何をしたかを各自作文で
回答。クラスメイトのSさんはダンナ様とシンガ
ポールへ行ったので、「我同我老公去咗新加玻旅
行（私と主人はシンガポール旅行に行きまし
た）」。 私は大埔海濱公園へ家族と行ったので「我
同我屋企人去咗大埔海濱公園（私と家族は大埔
海濱公園に行きました）」。クリス先生が初めての

文型、単語も取り入れつつナビゲートしてくださる
ので立派に文章になっていきます。
　新出単語は毎回新鮮な驚きを感じるものが多
く、今回は「夫」にあたる「老公」が意外でした。字
面だけ見ると、夫は相当年を取っていそうです。奥
さんは「太太」あるいは「老婆」とも言うそうで、こ
れに至っては驚き以上にショック。日本でダンナ
さんが奥さんのことを「うちの老婆が」なんて言お
うものなら、家庭内は氷点下でしょう。
　さらにクリス先生の作文指導は続きます。
「では、你哋去咗嗰度做咩嘢呀？」
＞＞脳内翻訳機スイッチON。前回の授業で「做咩
嘢呀（何をする）」を習ったので……あなたがた
は、行った、そこ、何をする→ → →あなたはそこで
何をしましたか？　
「えーっと、自転車に乗りました」
「では、“踩咗單車”ですね」
　こんな調子で繰り広げられる作文の授業です
が、どの文章も実生活に即しているので、すぐに
使ってみたくなるものばかりです。ちなみに、習っ
た表現の中でさり気なく言ってみたくてウズウズ
しているのが、「麻麻地」。“まあまあ”の意味だそう
ですが、ニュアンス的には良い意味合いの強い
“まあまあ”なのではなく、“いまひとつ”“ぱっとしな
い”意味合いが強いのだとか。こんなグレーな表
現がスルッと使えた日には、いかにも広東語ツウ
な感じがしますよね。

以下の設問に答えなさい。
１「老公」とは広東語で誰のことを指すでしょう。
２「老婆」とは広東語で誰のことを指すでしょう。
３ あなたは新加玻へ行ったことがありますか。
答えられなかった方は、瀬戸さんと一緒に学びましょう。（解答は瀬戸さんレポート参照）

紅磡校（ホンハム校）  
TEL：2362-9991
(紅磡駅C出口目の前Metropolisショッピングモール8F)
E-mail：hunghom@geosasia.com 

中環校（セントラル校） 
TEL：2504-0220
(香港駅C出口、中環駅B出口より徒歩５分）
E-mail：centralhk@geosasia.com

講師：クリス・ウォング　 
香港大学日本語学部卒業後、宇都宮大学に
留学。GEOS講師歴8年。趣味はウィンドサー
フィンとピアノ演奏。J-pop好き。お気に入り
アーティストはGLAYとMr.Children。ブログ
（kurisukantongo.wordpress.com)で香港
を広く紹介。
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瀬戸未来
香港在住４年目。２児の母。「広東語が
しゃべれたら」の波が何度となく押し寄せ
るも、重い腰が上がらないまま経過。この
春より次女の小学校入学を機に一念発起
し講座を受講。趣味は料理。香港の家庭料
理と中医学に興味を抱く。

広東語トライアルに挑 戦
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　香港で初のミニトランポリン・フィットネススタジオ｢BOUNCE LIMIT｣が昨年、ション
ワン（上環）にオープンした。トランポリンと聞くと「ただ飛び跳ねてるだけ」と思われる
かも知れないが、実は全身を使った有酸素運動で一時間で最大1,000カロリーも消費で
きるというのをご存知だろうか。フィットネスの観点から見ても、とても良い運動なのだ。
また、飛び跳ねることから受ける体への衝撃は約85％が体のコア(体幹)そして膝に受
け、バランスを取るためコアの筋肉を使うため体全体が鍛えられるという。
　そんなトランポリンを有効的に使ったのが今回オープンしたトランポリンフィットネ
ススタジオ｢BOUNCE LIMIT｣。同スタジオではトランポリンを使用した様々なクラスを用
意している。減量したい人、体を引き締めたい人、健康を維持したい女性だけでなく男
性にもピッタリのエクササイズ。ジムで一時間サイクリングをして400カロリー消費する
のに同スタジオのトランポリンエクササイズで最大一時間で1,000カロリーも消費でき
る。この差を見れはどれだけこのエクササイズが有効的が一目瞭然だろう。
　さっそく同スタジオのエクササイズをいくつか紹介しよう。まずは｢Air Bounce(エアバ
ウンス)｣。ビギナー向けの有酸素ベースのエクササイズ。Air Bounce(エアバウンス2)で
はトランポリン上での飛び跳ねだけではなくスクワットやランジを加え、心拍数を脂肪
燃焼可能な数値に上げていくクラス。ちょっと変わったエクササイズを試したいなら
｢BouncePilates｣をオススメ。また、身体が凝っている人にはStretchBounce(ストレッチ
バウンス)。ストレッチで首、肩、腰のストレッチをして体をほぐしてあげよう。その他クラ
スの詳細はホームページをチェックしてみて。
　値段は単発で1クラスHKD400、メンバー価格は1クラスHKD280。8回又は4回クラス
のパッケージ購入で1クラスHKD300。4人までの少人数クラスや一対一のプライベート
クラスも行なっている。まずは体験してアナタにあったクラスを見つけてみては。

Bounce Limit
住所：The Pebberton, 13/F., 22-26 Bonham Stand, Sheung Wan
電話：(852)2441-0221
ウェブ：www.bouncelimit.com

楽しみながらエクササイズ！
香港発のミニトランポリンフィットネススタジオ

BOUNCE LIMIT
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

白と黒を基調にしたスタイリッシュなスタジオ

バウンスストレッチクラス風景

エクササイズ風景
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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

　肌の露出も増える夏がやって
きた。中華料理を食べては太
る、運動不足でまた太る―。と肥
満の問題を抱える人も少なくな
い。しかし、更年期の年頃になっ
てお腹が出始めたら、それは内
臓脂肪が増えてきたサイン。ほ
とんどの女性は45歳～55歳頃
に閉経し、この時期は更年期と
呼ばれ、女性は更年期に様々な
心身の変化があらわれる。

　ホットフラッシュ（のぼせ）やうつなど生活に支障を来す更年期障害があるほ
か、太りやすくなってしまう「更年期太り」に悩まされる人も多い。それまでと同じ
生活を送っていても、太ってしまうのである。予防や改善するには、どんな対策
をすれば良いのか紹介しよう。

■更年期に太りやすいのはなぜ？
①女性ホルモンの低下
　更年期には、女性ホルモンの「エストロゲン」の量が大きく減少する。エストロ
ゲンは排卵や月経などをコントロールする働きがあるほか、脂肪の代謝にも関
わるホルモンとして知られる。このため、エストロゲンが減ると脂肪が代謝され
にくくなり、その結果太りやすくなってしまうのである。
②筋肉量が減り、基礎代謝も低下
　更年期はエストロゲンの減少によって代謝が低下するだけでなく、加齢その
ものによっても筋肉量が減少する。減少してしまうとやはり基礎代謝は低下する
ため、体はやせにくくなるという。
③内臓脂肪
　指で皮膚の上からつまめるお肉が少ないのに腹囲が大きい場合は、内臓脂
肪が付いていると考えられる。更年期以前は、脂肪は皮下脂肪として蓄えられる
ことが多いが、エストロゲンが減少することによって、内臓脂肪に蓄えられるよう
になってくるのである。内臓脂肪は皮下脂肪に比べ、糖尿病など生活習慣病の
リスクが高くなり、健康面に影響を及ぼすようになる。

■更年期太りを防ぐには？
　女性ホルモン量の変化が更年期太りの大きな原因だが、基礎代謝自体が年
とともに低下するので、20代、30代と同じ食生活、運動量では太ってしまう。た
だ、内臓脂肪は、皮下脂肪よりも比較的燃焼されやすく、有酸素運動で落とすこ
とができる。ウォーキングや軽いジョギング、サイクリングなどのほか、足腰に負
担を掛けない水泳は、脂肪燃焼効果があり、筋肉量が増え基礎代謝のアップに
も繋がる。
　また、イライラやうつなどの症状も、体を動かすことで緩和されるため、積極
的に運動を取り入れると良いだろう。運動をする時間が取れない場合は、歩くと
きはなるべく大股で早歩き、エレベーターやエスカレーターではなく階段を使
う、テレビを見るときはストレッチをしながらなど普段の行動を少し変えるだけ
でも効果がある。
　食生活の見直しもある程度は必要だが、無理な食事制限は体の機能を低下
させ、健康面に影響が出たり、更年期障害を悪化させてしまったりすることがあ
る。食事は和食を中心にし野菜をたっぷり、夕食は軽めにし早めの時間に済ま
せる、肉は脂の多い部位を避け赤身を選ぶ、間食をするなら和菓子やドライフ
ルーツにするなど、ダイエットの基
本をしっかり押さえ、脂肪、糖分、塩
分の摂り過ぎにも気をつけたい。
　更年期太りは外見の問題だけで
なく、健康面にも大きく関わってい
るため、今から自分の生活を見直す
必要がある。若い頃は多少食生活が
乱れていても生活習慣病にはなり
にくいが、加齢により内臓の機能は
衰えてくる。バランスの良い食事と
有酸素運動を心がけ、規則正しい生
活をしよう！

ダイエット情報発信サイトmicrodiet.net調べ
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香港 深圳 深圳

香港深圳 香港＆広東
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（所在地） 佛山祖廟

（間取り） 3LDK　135㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き、新築

（環　境） 祖廟駅　歩7分

（備　考） 佛山人気物件、日本人が集まる好立地

（月　額） RMB8,000

佛山東華嘉苑第三期

（所在地） 広州珠江新城

（間取り） 2LDK　98㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き。バスタブあり

（環　境） 3号線と5号線の珠江新城駅　歩5分

（備　考） 日本人入居者数地域No.1、見逃したら二度とチャンスが来ない！

（月　額） RMB10,000

ワンリンク（君臨国際公寓）

星匯雲錦

（所在地） 天河路
（間取り） 1LDK　90㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 3号線石牌橋駅真上
（備　考） 高級感溢れる、買い物、
 食事環境が非常に便利。
（月　額） RMB9,000

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室

(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室

(86) 20-8753-4146

広州

H
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g
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g
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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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香港&広東

ベトナム

香港＆深圳 香港&広州

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)

　先日友人と話をしていたときのこと。食べるのが好きな友人Aはなか
なか痩せられなくてどうしたら痩せられるか悩んでいるらしい。ジムに
入会してみたもののあまり続かず、極度に食事制限をすると反動で逆
に太ってしまったり…と、なぜか空回りしている彼女。
　そこで今度はヨガに挑戦してみるとのこと。私は今度こそ続きますよ
うにと影ながら応援しつつその後の報告を待つことに。彼女はヨガは
続いているみたいですが、こないだボソッと一言｢ヨガやっても痩せな
いよねー｣っと。そこで、ひとこと言わせてもらおうと口を開きました。私
はこれでも一応ヨガの指導資格を持っており、10年以上ヨガを続けて
います。そんな人にヨガってつまらないし痩せないねーといわれては
黙っているわけには行きません（笑）。
　確かに一般のイメージとしてはヨガは負担の少ないストレッチだけ
の簡単なスポーツのイメージしかないと思っている人も多いのは確
か。でもヨガの種類やレベルによってはしっかり有酸素運動にもなる
し、柔軟性だけではなく腹筋や腕の筋力が鍛えられるスポーツなんで
す。｢痩せるの？｣と聞かれれば私は迷うことなく｢痩せない｣といいま
す。しかし、ヨガをすることで太りにくい体を作り食生活においても体に
良いものを食べようと意識するようになり結果的に痩せることにつなが
るのです。間違った考えを持ってる人が多いのでこれはちゃんと正さ

ないといけませんね。
　また冒頭でも述べましたが、絶食や単品ダ
イエットなど、偏ったダイエットは逆にリバウンド
して太ってしまう可能性が高いのです。痩せ
たいなら適度の運動をすれば厳しい食事制
限をしなくても自然と楽に痩せることができ
るんですよ。やり過ぎには注意ですが…。
　また、ヨガの話に戻りますが、ヨガは体だけ
でなく精神面も鍛えてくれるのでストレスや悩
みを抱えた人などにもオススメ。集中力があ
がったり、我慢強くなったり、怒りやすいのがな
くなったりといいことばかり。更には、ポーズに

よって胸をひらいたり骨盤を開くことで体に溜まっている悪い感情やス
トレスから開放され幸福感を感じることもできるのです。年齢関係なく
続けられるスポーツ。80歳でも90歳になっても続けられますよ。
　体の悪いところがなくなってスッキリすれば体の調子も良くなって心
と体のダイエットが同時に実現。簡単に家でできるヨガのポーズを毎日
少しだけでも初めてみては？

Vol. 46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

香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ❾
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集
香港日本人倶楽部合唱団、団員募集のお
知らせ初心者の方も大歓迎!歌が大好きな
方、ぜひ一緒に合唱を楽しみませんか。
8月まで有志で第九の練習もしています。

【練習時間:水曜 午前(女声合唱)、土曜 午後
(混声/男声合唱)、週一回、二時間ほどの練
習です】
見学のお問い合わせなどお気軽にご連絡
ください。(練習場所は随時変わります)
連絡先: hkjc_choir@yahoo.co.jp(加藤)
公式サイト: www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
香港・華南地区で唯一の日本人ラグビー
チーム『ガイウ－J』は、毎年親子ミニラグ
ビー教室を開催しています。タグラグビー
やタッチフットを中心に、未経験の方でも
親子で楽しくご参加頂けます。芝生のグラ
ウンドを思いっきり走り回ってみませんか？
4月26日～7月5日（毎週日曜日10:00～
11:30）
Happy Valleyグラウンド　(連)
gaiwuj@gmail.com
(852)6993-3040（吉岡）まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

長野県人会
主に深圳で食事会を開催しています
が、香港でも開催を計画しています。
長野県にゆかりのある方はどうぞお気
軽にご連絡下さい。
清水　nshimizu@united-power.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。

公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人クラブゴルフ同好会会員募集

ゴルフ好きの集まる楽しい会です。香
港ゴルフクラブ（ファンリン）で、月1回
平日にゴルフコンペを行っております。
ゲスト参加も可能です。ご興味あれば
伊藤までお知らせください。
メール：golfdokookai@yahoo.co.jp
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネイリスト、アイリスト募集
国際色豊かな環境で一緒にお仕事
しませんか？　
今年で10年目を迎えるセントラルのネ
イル&ラッシュサロンaquaeria（アクエリ
ア）ではスタッフを募集しております。　
フルタイム、パートタイム可、経験者、英
語話せる方優遇。国籍問いません。
現在は日本人5名香港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com
(西田まで)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療関連 会計経理・経営管理人材募集
会計経理、経済課程修了者または
ACCA/HKICPAの資格保持者。連結決算
や税務に関する業務経験がある方（特
に香港と英国のスタンダード知識があ
る方）。ヘルスケアや化粧品関係の会社
で2～3年の財務報告の経験があること
が望ましい。
MiLOC Group   メール： hr@miloc.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フルタイム&パートタイム大募集！

銅鑼湾の日系電話会社でパート、正社
員ともに募集中です。主な業務内容は一
般事務、電話応対です。語学は日本語の
み必須となります。
ご興味ある方はご連絡下さい。
メール：info＠nittel.net　
電話：(852)3427-9660
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 ModyHouse, 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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

のまりんの紙芝居劇場！
今年も紙芝居の達人「のまりん」こと野
間成之さんが香港にやってきます。ご家
族お友達といっしょに楽しい一時を過ご
しませんか？お問合せお申込は、メール
にて。kamishibaihk@yahoo.co.jp
日時：5月16日(土）午後1時半～2時半　
会場：香港日本人クラブ18階　参加費：
100ドル(お子様のみ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

◆高野山の鐘の音◆
　弘法大師空海が和歌山県の高野山を開いて今年でちょうど
1200年。それにちなんだイベントが今年の4月から5月にかけて
行われています。今から100年前の1100年記念の際には車もバ
スも走っていなかったしそのもっと前は女人禁制でしたから、便
利で女性でも気軽に足を運べる今の世に生まれてラッキーです。
　高野山は真言密教の総本山ですが、弘法大師空海は実は中
国から伝統的な風水を取り入れた方。つまり我々の大先輩でも
あります。
　高野山に来て改めて実感したのは、弘法大師空海は風水を平
面ではなく空間で捉えていた方なのではという点です。曼荼羅
同様、風水も平面だけを見るのではなく、空間にあるものが大
事なのだと。

　ここでは空間の中にある音の響きが印象的でした。21世紀の
暮らしの中では時計を見れば今が何時であるかを知ることがで
きますが、ここ高野山では「ボーン、ボーン」というお寺の鐘の音
で何時であるかを知ることができます。生活の邪魔をせず、かと

いってしっかり存在する音色が心地よく聞こえ、昔ながらの空間
を味わっているような気分になれます。「ボーン、ボーン」と心に
浸透し煩悩を消してくれるようなその音は、その町の人々に
「時」を知らせてくれています。

◆風水を空間で捉えること◆　　　 
　さて、風水には目に見えないエネルギーを分析する「理気」と呼
ばれる方法の中に「玄空大卦（げんくうだいけ）」があります。これ
は360度の方位を64の卦に分け、そのたった5度の方位の卦がど
のような作用をもたらすのかを理解し活用する方法です。
　これらの卦は孔子の愛読書でもあった「易経」から来ていま
す。易経の中にある奥深い意味が人々に影響してきますのでこ
こは風水師さんの腕の見せどころです。
　例えば、北東の方位にある「震為雷（しんいらい）」は、目には
見えない雷と雷がダブルにある事象です。
　雷のように天から地面へと激しく強くたくましく動き、その激
しい音の響きが広い範囲にまで影響するという事象です。そし
て雷が地面を打てばその田園は豊かな実りを育むので豊かに
なる、つまり富を得ることができる卦とも言われています。このこ

とが人々にプラスの意味でもマイナスの意味でも影響していき
ます。そして、これは前述の「空間」を理解していないと操れない
技です。
◆久美子的六十四卦を活用する奥義◆  　 
　玄空大卦法は香港では陰宅と呼ばれるお墓の風水で使われて
いることが多いもののお住まいや事務所でも十分活用できます。
　前述の「震為雷（しんいらい）」をポジティブに捉え上手く活用
すれば、実力のある人がさらにパワーアップする怖いものなし
のエネルギーになります。その実力に伴って、何も言わなくても
圧倒的な存在感を持ち人々から一目置かれることになります。
初めて会う人から「お噂はかねがね伺っています。あなたに一
度お会いしたかった。」と言われることもあることでしょう。
　そして、そういう人が口から放つ言葉は一言一言に意味があ
り、十分な重みがあります。その声は周囲の人と共鳴し、人々の
心の中に浸透していきます。まるで高野山の心地良い鐘の響き
のように。

風水の奥義を行く！ 第37回　高野山1200年の知恵の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

ライフ（香港・広東共通）
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 ショッピング（香港・広東共通）

文化屋雑貨店
住所：1/F., 22 Kimberley St., TST
時間：月～日　13:00～22:00
電話：(852)2721-2227
フェイスブック：bunkayazakkaten

　「文化屋雑貨店」と聞いて、真っ先に原宿の店舗を思い浮かべる方も多いだろう。名
物店主・長谷川義太郎氏が店を開いたのは40年前。高度成長期であった日本に逆らう
ように、古い物を集めて雑貨屋を開店した。しかし、その原宿店は今年1月に惜しまれ
つつも閉店し、これからは海外の要望を視野に展開をしていくという。
　今回紹介する店は、そんな長谷川氏の理念がしっかり根付いた香港にある「文化屋
雑貨店」。オーナーであるレックス（Rex）さんは、友人と共同で2009年に同店をオー

プン。最初の店舗は、ヤウマー
テイ（油麻地）にあり、2年程前
に現在の場所に移転したとい

う。MTRチムサーチョイ（尖沙咀）駅から徒歩5分、ショッピン
グモール「The ONE」のすぐそばにある同店は、観光の中心
地にありながら、周りには韓国食品を扱う店が並び、古びた

建物も多くローカル感の味わえる場所に位置する。店の入口は、なんと花屋の中。一見
花屋に花を買いに来たような感じだが、店の奥に階段があり上がっていくとドアが見え
てくる。そんな文化の入り混じった場所こそが、探し求めていた場所だという。幼い頃
から日本に興味を抱いていたというレックスさんは、
東京の文化服装学院にて服飾を学び、そこで日本の
原宿にある文化屋雑貨店を知る。長谷川氏による「文
化屋クリエイティブ概念」に胸を打たれ、同店を開くこ
とを決意。「香港の人々は、儲けを1番に考えているが、
同店において儲けは関係ない。作りたいものを作り、
自由に販売をする。」とレックスさんは語る。
　店内は、食器から洋服までずらりと並び、台湾、タイ、日本のものなど国境もまた関係
ない。オーナー自身も洋服の作成を行っており、店内奥にその商品が並ぶ。男性物の服
や小物類だが、アンティークが大好きだというオーナーらしいオリジナルなものばか
り。これがまた上品な男性のオシャレを感じることができる。
　また、最新の商品として同店に姿を現したのが、寿司ソックス（HKD88）だ。海老やネギ
トロ、タコなどのデザインが寿司そのもので、一風変わったプレゼントを探している方に
おススメ。そのほか割り箸が鉛筆になっていたりと、1つ1つ見ているだけでも楽しい。
　所狭しと並べられた雑貨には、オーナーのこだわりが存分に感じられる。日本語を流
暢に話すレックスさんからこだわりの1品の秘話なども聞けるかも?! ぜひ気軽に立ち
寄ってみよう。

［ 文化屋雑貨店 ］

香港にもあった！ 所狭しと雑貨が並ぶ「文化屋雑貨店」
文化の入り混じった不思議な空間へようこそ
香港にもあった！ 所狭しと雑貨が並ぶ「文化屋雑貨店」
文化の入り混じった不思議な空間へようこそ

所狭しと並べられた雑貨。ユニークな小物が勢ぞろい

男性物の服飾品は店内奥に

パンチが効いた寿司ソックスはプレゼントに！

日本語を流暢に話す気さくな
オーナー・レックスさん

デザインも豊富な蝶ネクタイ
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IZZUE
ウェブ：www.izzue.com

　1999年始動の香港発人気アパレルブランド
「izzue（イズー）」。香港のローカルファッション

シーンのパイオニアとして名を
馳せ、最新ファッションの「IZZUE 
COLLECTION」、ミリタリーファッ
ションの「ARMY」、また日本の原

宿とコラボした「NHIZ」、ダウンジャケットにフォーカスを当てた「izzuextreme」のディ
フュージョンラインを展開している。2002年からは香港に留まることなく、中国本土、マ
カオ、台湾、シンガポール、カナダ、英国に進出し国際的なファッションブランドに成長
した。
　同ブランドの2015年春夏コレクションを紹介しよう。常に伝統的なアーミー服の革
命を起こしてきた同ブランドだが、今回はミリタリー界において絶えず行われてきた
ファッションの改良と挑戦から影響を受けデザインされたもの。第二次世界大戦をリア
ルに描写した1980年の米国映画「The Big Red One」から新しい構想が生まれたとい

う。米国軍隊で初めての歩兵師団の歩みを描き、軍曹と兵士の強い結束と深
い信頼が魅力の映画である。赤いナンバー「1」が中央にかたどられている
歩兵師団の記章は、さまざまなシャツやジャケットにつけられ、人類の歴史
上の出来事を伝える目的としたアイテムが同コレクションの要素に含まれ
た。デザイナーは米国の国旗をM-65のミリタリーコートに刺繍したりT
シャツに印刷したりとさまざまな方法でデザインに取り入れ、米国の愛
国心を強調したコレクションを作った。
　そのほかミリタリーウェア要素として欠かせないのが、おなじみの
迷彩柄だ。クラシックな森林迷彩から明るいカーキとライムグリーン
を使ったマルチカム迷彩、タイガーストライプの新しいモノトーン柄
など、伝統的なものから新しいものまで取り入れ、幅広いデザインが
揃う。
　またミリタリーファッションを完璧にするためキャップ帽や靴下なども
見逃せない。細部にわたってこだわり、迷彩柄やアメリカ国旗プリント、

「PEACE」「VICTORY」といった言葉をプリントしたものがほとんど。流行の
迷彩柄を取り入れたおしゃれなファッションで街に出かけてみてはいかが。

［ IZZUE ］

香港発ブランド「izzue」の春夏コレクション
今年のメンズウェアは迷彩柄から目が離せない！  
香港発ブランド「izzue」の春夏コレクション
今年のメンズウェアは迷彩柄から目が離せない！  

国旗と腕の記章が印象的な
ミリタリージャケット

HKD1799

アーミー要素を
シンプルに

取り入れたTシャツ
HKD359

タイガーストライプが
おしゃれなスウェットパンツ

HKD659

さりげない迷彩柄が
ポイントのハーフパンツ

HKD539

クラシックな
迷彩柄ジャケット
HKD1699 
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 ショッピング（香港・広東共通）
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