
香港

香港

香港&広東 ホーチミン

ホーチミン

香港



香港

香港

香港

香港

早く上達したいなら、セントラルのプレスに集まれ！
　MTRセントラル(中環)駅から徒歩３分にあるプレスランゲージセンターは、昼間は主婦、夕方は
キッズと学生、そして夜になるとビジネスマンが次々と訪れる人気の語学学校だ。同校の最大の魅力
は、徹底した学習カリキュラムにある。様々な生徒さんの学習目標の達成のため、「一般会話コー
ス」、「ビジネスコース」、「テスト対策コース」、「キッズ・学生コース」、「法人コース」等のプログラムを
用意している。

だから伸びが早い！
　プレスでは生徒が学習を始める前に、徹底的に語学レベルをチェックすると共に、目的や目標に合
わせたレッスンプランを組んでいる。プライベート、セミプライベート、グループ、フレックスがあるが、
グループレッスンでも最大6名までの少人数制なので、発言する機会が多いのが特徴。また、講師が定
期的にそれぞれの生徒の「成長」をチェック。「この1カ月でリスニング力がアップしたね。言葉の正しい
選び方を補強していこう！」など、細かいアドバイスをもらえるので、自分の成長を確かめながら勉強を
進めることができるのだ。

学びやすい環境で通いやすい！
　もし体調を崩したり、大事な仕事が入ったりしてレッスンを休むことになっても、レッスン前日までに
連絡をすれば、「振替制度」で違う日に受講ができるので安心。また、1週間単位で休みを取れる「長期休
暇」もあるので、一時帰国や出張でしばらく香港を離れるときには大変便利だ。しかもオンラインでレッ
スンを受講することも可能なので、出張が多いビジネスマンはぜひ活用しよう。また、レッスン外で時間
がある時は、「コーヒー＆カンバセーション(無料)」に参加してみよう。授業で学んだ単語や文法を声に
出して身に付ける絶好の機会だ。
　小さい子供がいるママには「ベビーシッター」制度もうれしい。経験豊富なベビーシッターがレッスン
中、ずっとケアしてくれるので集中してレッスンを受けることができる。
　「英語がもう少し話せたら…」、「キャリアアップのために普通話を勉強したい…」、そんな悩みをお持
ちのあなた！まずは無料カウンセリングを受けてみよう！ 3カ月後には確実に今とは違ったあなたに出
会えるはずだ。

★英語コース
日常英会話、ビジネス英語、資格試験
対策(TOE IC、TOEFL、IELTS、
BULATS、英検、SAT/PSAT)、キッズ
レッスン、企業向け語学研修、インター
校 幼少・中高校生向け集中補習コース

★普通話コース
日常会話、エグゼクティブ普通話、キッズレッスン、
企業向け語学研修、資格試験対策(HSK、BCT)、
奥様向けやさしい普通話

★広東語コース　
日常会話、サバイバル広東語、キッズレッスン

英語、普通話、広東語

好評開講中

プレスってどんな学校？
●幼児教育に長年携わってきた英国人ディレクター監修
●全ての講師がネイティブ
　定期的なカウンセリングでオーダーメードの学習プランを提供
●会話を楽しみながら着実に上達できる
　「コーヒー&カンバセーション」等の無料イベントも豊富
●安心の「ベビーシッター制度」
●しっかりとした「レッスン振替制度」
●「長期ご契約割引き」
●日本語が話せるスタッフ常駐
※サマーコース開講予定！お気軽にお問合せください

住所：5/F, On Lan Center, 
 11-15 On Lan St., Central
 香港中環安蘭街11-15號中安大廈5樓
 (中環駅D1出口から徒歩3分)
電話：(852)3489-8874
ウェブ：www.preslanguage.com
メール：info@preslanguage.com、
          preslanguage@yahoo.co.jp
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　『論語』では繰り返し、「認められないことを嘆くな」という一節が出てき

ます。他人を責めてはいけないということです。では如何にして偉くなる

か、認められるかですが、実はその答えも『論語』に書かれています。「立ち

たいと思わば相手に立たせ、成したいと思わば相手に成させる」というも

のです。要するに「欲しいものは先に相手に与えよ」ということです。上司に

認められたいと思って一生懸命頑張ったり、彼氏に可愛いねって言って貰

いたいがため色々と服を買い求める。それも良いかも知れませんが、一番

簡単なのは上司を褒め、彼氏彼女を褒めることです。「○○課長、仕事が本

当に速いですね。」「○○君ってとっても頼りになるわね！」褒められた上司

や恋人は「君もよく頑張っているじゃないか。」「お前もめっちゃ可愛いっ

て！」と返してくれるはずです。期待通り返してくれなくても諦めず相手を褒

め続けましょう。必ず相手から認められ、人生のもっと上のステージに上が

ることができます。

関西弁超訳論語～
     論語って素敵やん!

「僕はこれを学んだ！」
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八田真太（HATTA SHINTA）
1977年神戸市出身。立命館大学卒業後、単身中国広州に渡り日本語学校を設
立。広州市柔道協会日本人顧問、広州日本語教師連絡会会長等。雲南省に「雲
南省恵民郷八田希望小学校」寄贈。好きな言葉は「人間万事塞翁が馬」。近著
に「孔子がもし関西人だったら？」というコンセプトで「論語」を関西弁風にア
レンジした「関西弁超訳論語（アールズ出版）」が全国の書店にて絶賛発売中！

ブログアドレス：http://schoolcity.jp/koucyou
Eメール：hatta_shinta@joyful-net.com

現代中国語訳
孔子说：“不怕没有官位，
只怕不具备做官的才能。不怕没有人知道自己，
要学到足以使人知道自己的本领。”

日本語現代語訳
子曰わく、位(くらい)なきことを患(うれ)えず、
立つ所以(ゆえん)を患う。己を知ること莫(な)きを患えず、
知らるべきことを為すを求む。

【原 文】
子曰、不患無位、患所以立、不患莫己知、求爲可知也。

口があんねんさかい凹む前にそれで
もっと相手を喜ばせたり！

2015年版
心
に
沁
み
る
大
阪
弁
訳
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大家族でユニークな教育方針のもと育ったと伺いました。
　はい、6人兄弟で賑やかな環境で育ちました。父は石油会社に勤めていたころ
もありますが、起業家タイプで、自分で事業をしていたこともあります。父の仕事の
都合で小・中学校では5回転校しました。母は大変だったのではないでしょうか。
　小学校2年生のとき、「アメリカの小学校を体験しておいで」と父に言われて、
アメリカに住む叔母のもとで2学期間生活したことがあります。長女の私がホー
ムシックになったからかもしれませんが、その体験をしたのは兄弟では私だけ
でした。
　父をはじめ、私達はクリスチャンです。父はアメリカの大学を出ていましたの
で、子ども達はアメリカの大学へ行かせると決めていました。私もアメリカの大学
で学び、父の勧めで中国語を第二外国語に選びました。

就職、ご結婚もアメリカで？
　はい。コンピューター会社に就職し、日本向けのビジネスディベロップメント
チームで販売店などの開拓に当たっていました。日本人は私一人という部署で
した。就職して、すぐ大学時代の友人と結婚しました。主人は香港生まれ・アメリ
カ育ちの香港人です。出産後退職し専業主婦になりました。

お子さんは6人。年齢を伺ってもいいですか。
　長男は18歳で、末っ子の次女は5歳です。私は6人兄弟でしたので、「子ども6
人」は特別なことではありませんでした。3人兄弟の主人からは｢3人でいいん
じゃない？｣とも言われましたが、「3人、寂しいんじゃないの？」と（笑）。
　結婚後アメリカで1年ほど暮らして日本へ。それから主人がMBAの資格を取
るため、家族でカリフォルニアへ。その後2002年9月に香港にきました。アメリ
カ、日本、香港で出産を体験しましたが、日本がいちばん手厚かったですね。

香港に来られたきっかけは？
　夫と一緒に、子ども達に、これからの
時代に必要となる中国語を学ばせた
いと考えて、香港へ来ることは最初か
ら予定していました。香港には、英語も
中国語も日本語も学べる環境が整っ
ていますので。

6人の子育てはいかがですか。
 自分が大家族で育っていますし、細か
いことを気にしない性格なので、それ

ています。
　もちろん課題もたくさんあります。でも「失敗は成功のもと」とポジティブに考え
て、つねに軌道修正するようにしています。

特にどんな点が大変ですか。
　文化の違いと品質管理ですね。日本人と外国人の仕事のペースは違いますよ
ね。欲しいときに商品が届かないとか、5時になったらどんなに仕事があってもあ
がるとか…（笑）。これは文化の違いなので無理強いもできません。3ヵ月前では
なく6ヵ月前に注文すれば間に合うなど、自分なりの解決方法を見つけています。
品質では香港とオーストラリアの気候が逆なので、輸入時にチョコが溶けてし
まったり…。また香港は湿気が多いので、本来の賞味期限よりもナッツの触感が
早めに落ちてしまう気がするので、商品を見ながら判断するようにしています。
　香港で仕事をする上では、広東語をきちんとしゃべれるといいなと思うことも
多いですね。それはスタッフの方に支えていただいています。

生活に変化はありましたか。
　時間の使い方が変わりましたね。仕事はやることが延 と々あ
るので、優先順位を決めて、どこで区切りをつけるかを判断する
ようにしています。ミーティングなどを入れない限り、子どものイ
ベントにも参加できるのは恵まれていると思います。帰りが遅く
なると、子どもから「いつ帰ってくるの？」と電話が頻繁にかかっ
てきます。そういうときは胸が痛みますね。
　ビジネスは常に順調というわけではないので、いかに売り上
げを伸ばしていくかは常日頃の課題です。頭の中でいつも考え
ているようになりました。

気分転換はどんなふうに？
　料理をするのが好きなので、台所に立つと気分転換になりま
す。冷蔵庫の中身と料理本を見比べて「今日はこれにしよう！」と
新しい料理にチャレンジするのが好きです。料理本を見ていると飽きません
（笑）。

これからの事業展開は？
　まだ「Happy Lab」の存在は知られていないので、一人でも多くの方にお店に
来ていただいて、幸せな気分を味わっていただけたらと思っています。アジア展
開の役割も担っているので、パートナーを探して、他の国での事業展開も考えて
いきたいですね。
　新しいアジアのマーケットニーズに合わせた商品展開も必要になってきてい
ます。日本から仕入れたお豆腐チョコや、チョコがしみこんだおかきなど、アジア
人向けのフレーバーの販売も香港で始めていく予定です。
　仕事を始めるきっかけとなった復興支援は今も細々ですが続けています。
今後、香港に住んでいる方に日本の文化を伝え、それが支援につながるイ
ベントを行っていけたらと考えています。被災地の方が望んでいらっしゃるの
は「自活すること」。いろいろ思い描くこともありますが、まずは会社を安定さ
せることが第一の目標です。

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

ほどストレスは感じていません。アメリカで3番目を出産したときが一番忙し
かったですね。それ以降は、大きくなった上の子ども達が助けてくれました。
　香港へ来たのは3番目の子どもを出産してまもない頃でした。香港では、学校
の三者面談や父母会などの行事がすべて夜。最初は「みなさん、子どもをどうし
ているのかな？」と不思議でした。やがて香港のお手伝いさん制度、アマさんを
利用するようになり、子育てもラクになりました。アマさんがいなければ仕事も
始めていなかったと思います。

主婦業に専念されていた理由は？
　私は基本的には、子どもが小さいときはお母さんが家にいたほうがいいと
思っています。私の母も家にいてくれました。母親が家にいれば、子どもが学校
で何かあっても、帰ってきたとき「今日こんなことがあってね」と話すことができ
ます。でもタイミングを逃すと子どもは忘れてしまったり、しゃべらなかったりする
ので、微妙な気持ちを汲み取れなくなってしまう…と思ったためです。

では、どんなきっかけで仕事を始められたのですか。
　きっかけは3.11の東日本大震災でした。震災後は友人と「香港から日本を励
ます会」を立ち上げて、被災地を支援する活動を行ってきました。Tシャツを作っ
て販売したり、バザーをしたり、日本人中学校で被災地の方を招いてお話を聞く
会をしたり…。たくさんの方が活動に賛同し寄付をしてくださいました。本当に
感謝しています。でも寄付を募るだけでは、長く支援を行っていくことはできな
いのではないか…と感じるようになりました。自分に経済的なバックグランドが
あれば、もっとキャパシティの大きな支援もできるのではないか、と。
　そんなことを考え始めていたときに、主人の友人から、オーストラリア発のお
菓子屋さん「Happy Lab」のアジア展開事業を担当してみないかという話があり
ました。勤めがある主人は、私に「やってみたら？」と。そこで家族会議です（笑）。
　小さい子どもたちは、お菓子の店ということもあって賛成、大きい子どもたち
は「ママの分は自分たちで補うからやってみたらいいんじゃない？」と言ってくれ
ました。子どもたちが後押しをしてくれたので、仕事を始める決心をしました。

起業後フェアなどへの出店を経て1号店をオープン。スタートは順調でしたか。
　はい、オーストリアのパートナーもいい人で様々な支援してくれました。「幸福
をもたらす」という「Happy Lab」のコンセプトもよかったので、これならいけると
いう感触もありました。また香港にある起業家を支援するネットワーク「和僑会」
を通して、たくさんのアドバイスもいただきました。起業家の先輩方からは「この
事業はいけると思うよ」「やらないで後悔するよりやってみたら？」と背中を押し
てくださいました。主人も自分が勧めた事業なので、全面的にサポートしてくれ

Happy Lab International Limited ディレクター

當真直美さん
インタビュー

當真直美さんは、オーストラリア発のお菓子（コンフェクショナリー）ショップ
「Happy Lab」をアジアで展開するため2013年に起業。2014年にアジア初の
ショップを香港・ビクトリアピークにオープンした。様々なビジネス経験を積んで
起業された方…という予想は大外れ。起業するまで約17年間専業主婦だったと
いう。「専業主婦も働く女性も、それぞれの立場で頑張っている人は素敵だと思
う。香港は誰もが新しいことにチャレンジできる環境が整っている」と語る。

専
業
主
婦
か
ら
経
営
者
へ
突
然
の
転
身

豪
州
発
の
菓
子
シ
ョッ
プ
を
香
港
で
展
開

教会のパーティーのため、
100人分のインドカレーを調理中

東日本震災後、家族と一緒に炊き出し
ボランティアで宮城県の三陸へ

とうま なおみ
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　はい、6人兄弟で賑やかな環境で育ちました。父は石油会社に勤めていたころ
もありますが、起業家タイプで、自分で事業をしていたこともあります。父の仕事の
都合で小・中学校では5回転校しました。母は大変だったのではないでしょうか。
　小学校2年生のとき、「アメリカの小学校を体験しておいで」と父に言われて、
アメリカに住む叔母のもとで2学期間生活したことがあります。長女の私がホー
ムシックになったからかもしれませんが、その体験をしたのは兄弟では私だけ
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　父をはじめ、私達はクリスチャンです。父はアメリカの大学を出ていましたの
で、子ども達はアメリカの大学へ行かせると決めていました。私もアメリカの大学
で学び、父の勧めで中国語を第二外国語に選びました。

就職、ご結婚もアメリカで？
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お子さんは6人。年齢を伺ってもいいですか。
　長男は18歳で、末っ子の次女は5歳です。私は6人兄弟でしたので、「子ども6
人」は特別なことではありませんでした。3人兄弟の主人からは｢3人でいいん
じゃない？｣とも言われましたが、「3人、寂しいんじゃないの？」と（笑）。
　結婚後アメリカで1年ほど暮らして日本へ。それから主人がMBAの資格を取
るため、家族でカリフォルニアへ。その後2002年9月に香港にきました。アメリ
カ、日本、香港で出産を体験しましたが、日本がいちばん手厚かったですね。

香港に来られたきっかけは？
　夫と一緒に、子ども達に、これからの
時代に必要となる中国語を学ばせた
いと考えて、香港へ来ることは最初か
ら予定していました。香港には、英語も
中国語も日本語も学べる環境が整っ
ていますので。

6人の子育てはいかがですか。
 自分が大家族で育っていますし、細か
いことを気にしない性格なので、それ

ています。
　もちろん課題もたくさんあります。でも「失敗は成功のもと」とポジティブに考え
て、つねに軌道修正するようにしています。

特にどんな点が大変ですか。
　文化の違いと品質管理ですね。日本人と外国人の仕事のペースは違いますよ
ね。欲しいときに商品が届かないとか、5時になったらどんなに仕事があってもあ
がるとか…（笑）。これは文化の違いなので無理強いもできません。3ヵ月前では
なく6ヵ月前に注文すれば間に合うなど、自分なりの解決方法を見つけています。
品質では香港とオーストラリアの気候が逆なので、輸入時にチョコが溶けてし
まったり…。また香港は湿気が多いので、本来の賞味期限よりもナッツの触感が
早めに落ちてしまう気がするので、商品を見ながら判断するようにしています。
　香港で仕事をする上では、広東語をきちんとしゃべれるといいなと思うことも
多いですね。それはスタッフの方に支えていただいています。

生活に変化はありましたか。
　時間の使い方が変わりましたね。仕事はやることが延 と々あ
るので、優先順位を決めて、どこで区切りをつけるかを判断する
ようにしています。ミーティングなどを入れない限り、子どものイ
ベントにも参加できるのは恵まれていると思います。帰りが遅く
なると、子どもから「いつ帰ってくるの？」と電話が頻繁にかかっ
てきます。そういうときは胸が痛みますね。
　ビジネスは常に順調というわけではないので、いかに売り上
げを伸ばしていくかは常日頃の課題です。頭の中でいつも考え
ているようになりました。

気分転換はどんなふうに？
　料理をするのが好きなので、台所に立つと気分転換になりま
す。冷蔵庫の中身と料理本を見比べて「今日はこれにしよう！」と
新しい料理にチャレンジするのが好きです。料理本を見ていると飽きません
（笑）。

これからの事業展開は？
　まだ「Happy Lab」の存在は知られていないので、一人でも多くの方にお店に
来ていただいて、幸せな気分を味わっていただけたらと思っています。アジア展
開の役割も担っているので、パートナーを探して、他の国での事業展開も考えて
いきたいですね。
　新しいアジアのマーケットニーズに合わせた商品展開も必要になってきてい
ます。日本から仕入れたお豆腐チョコや、チョコがしみこんだおかきなど、アジア
人向けのフレーバーの販売も香港で始めていく予定です。
　仕事を始めるきっかけとなった復興支援は今も細々ですが続けています。
今後、香港に住んでいる方に日本の文化を伝え、それが支援につながるイ
ベントを行っていけたらと考えています。被災地の方が望んでいらっしゃるの
は「自活すること」。いろいろ思い描くこともありますが、まずは会社を安定さ
せることが第一の目標です。

ほどストレスは感じていません。アメリカで3番目を出産したときが一番忙し
かったですね。それ以降は、大きくなった上の子ども達が助けてくれました。
　香港へ来たのは3番目の子どもを出産してまもない頃でした。香港では、学校
の三者面談や父母会などの行事がすべて夜。最初は「みなさん、子どもをどうし
ているのかな？」と不思議でした。やがて香港のお手伝いさん制度、アマさんを
利用するようになり、子育てもラクになりました。アマさんがいなければ仕事も
始めていなかったと思います。

主婦業に専念されていた理由は？
　私は基本的には、子どもが小さいときはお母さんが家にいたほうがいいと
思っています。私の母も家にいてくれました。母親が家にいれば、子どもが学校
で何かあっても、帰ってきたとき「今日こんなことがあってね」と話すことができ
ます。でもタイミングを逃すと子どもは忘れてしまったり、しゃべらなかったりする
ので、微妙な気持ちを汲み取れなくなってしまう…と思ったためです。

では、どんなきっかけで仕事を始められたのですか。
　きっかけは3.11の東日本大震災でした。震災後は友人と「香港から日本を励
ます会」を立ち上げて、被災地を支援する活動を行ってきました。Tシャツを作っ
て販売したり、バザーをしたり、日本人中学校で被災地の方を招いてお話を聞く
会をしたり…。たくさんの方が活動に賛同し寄付をしてくださいました。本当に
感謝しています。でも寄付を募るだけでは、長く支援を行っていくことはできな
いのではないか…と感じるようになりました。自分に経済的なバックグランドが
あれば、もっとキャパシティの大きな支援もできるのではないか、と。
　そんなことを考え始めていたときに、主人の友人から、オーストラリア発のお
菓子屋さん「Happy Lab」のアジア展開事業を担当してみないかという話があり
ました。勤めがある主人は、私に「やってみたら？」と。そこで家族会議です（笑）。
　小さい子どもたちは、お菓子の店ということもあって賛成、大きい子どもたち
は「ママの分は自分たちで補うからやってみたらいいんじゃない？」と言ってくれ
ました。子どもたちが後押しをしてくれたので、仕事を始める決心をしました。

起業後フェアなどへの出店を経て1号店をオープン。スタートは順調でしたか。
　はい、オーストリアのパートナーもいい人で様々な支援してくれました。「幸福
をもたらす」という「Happy Lab」のコンセプトもよかったので、これならいけると
いう感触もありました。また香港にある起業家を支援するネットワーク「和僑会」
を通して、たくさんのアドバイスもいただきました。起業家の先輩方からは「この
事業はいけると思うよ」「やらないで後悔するよりやってみたら？」と背中を押し
てくださいました。主人も自分が勧めた事業なので、全面的にサポートしてくれ

當真直美（とうま なおみ）さんプロフィール
実家は東京都練馬区。アメリカの大学を卒業。約17年間の専業主婦期間を経て
2013年11月に起業、オーストラリア発の菓子ショップ「Happy Lab」を香港で展
開する。専業主婦時代に友人と「香港から日本を励ます会」を立ち上げ、東日本
大震災の復興支援に取り組む。香港人の夫との間に4男2女。趣味は料理、ヨガ。

Happy Lab International Limited
「Happy Lab」はオーストラリアで何店舗も展開する菓子（コンフェクショナリー）ショップ。
コンセプトは「幸福をもたらす実験室」。試験管やフラスコをイメージしたユニークなパッ
ケージを使用したカラフルなお菓子を販売し、店に入るだけで、さらにお菓子を買うとき・
食べるとき、幸せな気持ちになれる店・商品づくりを行っている。香港でビクトリアピークに
1号店をオープン。5月末までモンコック（旺角）のショッピングセンター「Gala Place」で、ま
たトンチョン（東涌）にあるショッピングセンター「Citygate Outlets」で6月末（8月まで延長
予定もあり）までポップアップ店（空き店舗などを利用した期間限定ショップ）を開設中。

ウェブサイト：www.happylab.com.au

ビクトリアピークに
ある「Happy Lab」
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（所在地） タイクー（太古）

（間取り） 2LDK  790sqf （実用611sqf)　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、山・海景

（環　境） MTR太古駅、AEON近接、クラブハウス完備

（備　考） 太古で1番人気のマンション

（月　額） HKD26,000 （管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸樺園　(Tower 1  高層階)

（所在地） サイワンホー（西湾河）

（間取り） 3LDK  934s.f （実用675sqf) 　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） HKD35,000 (管理費、税金込み) 

マウントパーカーレジデンス　Mount Parker Residences  (中層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 6  高層階)

（所在地） タイクー （太古）

（間取り） 3LDK+S   実用1,242sqf　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、海・山景

（環　境） MTR太古駅、AEON/APITA近接、大型クラブハウス完備

（備　考） 太古エリアの新築、超ハイグレードマンション！

（月　額） HKD70,000 (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
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n
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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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香港&広東

香港&広東

香港&広州

かしこのプロフィール
香港に来て半年未満の駐在妻。香港には沢山の方が遊びに来て下さるなぁと短い
滞在ながら感じています。それほど多くの人の注目を集める香港。旅行でいらっ
しゃったお客さまとの「おもてなし」エピソードを紹介します。

　香港は坂道や階段が多い。MTRの入口や、ビルの中はもちろん、
香港島は街自体が山の傾斜面に作られており、どこへ行くにも階段
あるいはエスカレーターが必要となる。
　そんな香港に今回大学時代の友人Yが春休みを利用して家族と
遊びに来てくれることになった。スマホに頼りきりの私は、これまでほ
ぼノープランでアテンドしてきたが、今回だけは完璧に移動手段まで
念頭に入れたスケジュールを立てていた。なぜならば来港前日に1歳
になったばかりの娘さん、Kちゃんも一緒に来る予定だったからだ！
まだ自分で歩けないKちゃんはベビーカーあるいは抱っこ紐が必要
不可欠。なるべく坂道を避け、Kちゃんを連れるYの奥さんの移動を
楽にしつつ、香港の要所を巡るのが今回私に与えられた最大のミッ
ションだった。
　さて当日、お昼ご飯
を食べたばかりのY
ファミリーと合流。ベ
ビーカーにはKちゃん
がちょこんとご機嫌に
座っていた。
　初めてのベビーカー
を連れた移動で一番
驚いたのはタクシー
だ。香港ではトランクを
使うとHKD5が追加されるのをご存知だろうか？ベビーカーをトランク
に入れて移動をした際、このHKD5を追加で請求され、初めてのこと
に「？？」と疑問が拭いきれず思わず運転手を問い質してしまった。結

局到着先のホテルマンにトランクを使
用しているためと宥められ、バツの悪
い思いをすることになるのだが…。そ
の他、スターフェリーはベビーカーを折
り畳むことなく乗ることができ、ピークト
ラムも平日だったためかベビーカーを
折り畳めば席に着くことができた。唯
一MTRでは階段、またはエスカレー

ターが多く、ベビーカーを頻繁に畳むのが煩雑だった。
　不安を感じながらだったアテンドも、最後は自宅で広東料理のテイ
クアウトに舌鼓を打ち、満喫してくれた様子のYファミリーを見てほっと
一安心。いつもとは違った視点で巡った香港。いつも以上に新鮮な1
日となった。

Vol. 47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

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」

かしこの
「香港おもてなし奮闘記」

Vol.2

初・ベ
ビ
ー
カ
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　1999年にロンドンで設立されて以来、多くの人にアート
ワークを選ぶ楽しみと購入の機会を与えてきた「アフォーダ
ブル･アート･フェア」。来場者は格式ばらない雰囲気の中で様々なアートを吟味すること
ができ、お気に入りの1枚が見つかればその場で即購入、自宅に持ち帰ることができる。
今年は5月22日から24日まで香港コンベンション＆エキシビションセンターで開催され
る。HKD1,000～HKD100,000までの何千種類にも及ぶ作品が、130以上のギャラリーか
ら集まる。全て価格表示されているため安心して見て回ることができる他、トークイベン
ト、ツアー、アーティストによるパフォーマンスが開催されるなど見どころが満載だ。
　「RADO Art Talks and Tours」というツアーでは、実際にアーティスト自身が写真、絵
画、印刷技術などを披露し、インスピレーションの源を紹介する。普段目にすることがで
きないアート技術に、息を呑まずにはいられないだろう。また、「Gallery Speed Dating」
ツアーは30分で5つのギャラリーを巡り、自身が好む素材やアーティストを探すことがで
きるというもの。新しいジャンルにチャレンジする機会にぴったりだ。
　また、小さな子ども向けのイベントも開催される。ワークショップ「Children’s Art 
Studio」では彫刻やデッサンの体験ができ、創造性や色に対する感性を磨くことができ
るだろう。子どもを預けている間は、ゆっくりフェア会場を回ったり、イベント内に設置されて

いる「Peroni Bar」や「Nespresso Café」での
どを潤すこともできる。
　22日の18時から始まる「Art After 
Dark」というライブパフォーマンスイ
ベントでは普段目にすることができない
アーティストのクリエイティビティを目の
当たりにするチャンス。「Yoga-art」では
ヨガとアートの融合パフォーマンスが見
られ、「HKwall(s)」ではストリートアート
からインスピレーションを受けたアート
を屋内で鑑賞することができる。また、ガ

ムテープアーティストとして知られる
Max Zorn氏のライブパフォーマンスはその
斬新な手法に目を奪われてしまうだろう。DJ
パ フォー マンス に 興 味 が ある 方 は
「Sol Passion Music」に足を運んでみよう。
ブース内でアーティストとともに体を使って
音楽を奏でることができる。
　普段なかなか触れる機会のないアート
ワークに実際に触れ、購入できるチャンス。
初めてアートの購入を検討している方、自身
のコレクションを増やしたい方、ぜひ足を
運んで、内なる創造性に耳を傾ける機会にし
てみては。

多種多様なアートが一堂に
会するアートフェア
「Affordable Art Fair」

「アフォーダブル･アート･フェア（Affordable Art Fair）」
日時：5月22日12:00～18:00、5月23日11:00～19:00、5月24日11:00～18:00
場所：香港コンベンション＆エキシビションセンター Hall 3B&C
入場料：大人HKD150（16歳以下無料）、学生・シニアHKD80、 Art After DarkイベントHKD200
ウェブ：http://affordableartfair.com/hongkong　

・西洋風の結婚式が依然人気！
　結婚式を挙げたことがある
と回答した人に結婚式を挙げ
た場所を聞いたところ、「教会・
チャペル」が70.6%と圧倒的多
数を占めた。2位は「レスト
ラン」で10.9%、3位は「神社」

で10.1%となり、近年では西洋風の結婚式が好まれていることが分
かった。また、少数派ながらも「海外」で結婚式をした人は5.9%、「世界
遺産」で挙げたという人もいた。

・個性的だな、と感じた結婚式は？
　17.5%の人が「個性的な結婚式に参列したことがある」と回答し、実
際にどのような場所で挙げた結婚式に参列したのかという質問に対
しては、「水中」「廃校」「動物園」などの回答が得られた。また、場所だ
けでなく演出が「コスプレ」の結婚式に参列し個性的だと感じた人も
いた。

・実はこんな結婚式を挙げたかった
　結婚式には時間･距離･費用などの
制約があるが、それらに関係なく選べ
るとしたらどこが良いかといった質問
には既婚者と未婚者で回答の違いが

見られた。既婚者には「テーマパーク
（25.2%）」、「教会（23.5%）」、「世界遺産
（21.8%）」といった非日常が体験できる
場所が選ばれた。一方、未婚者には定
番とも言える「教会（44.1%）」、「レスト
ラン（25.3%）」、「神社（22.8%）」が選ば
れており、一度結婚式を挙げたことがあ
る既婚者はもっと個性的でも良かった
と思っていることが伺われた。

・出席したくない個性的な結婚式の場所は？
　どのような場所の結婚式には参列したくないかといった質問に対
し、「山頂」と答えた人は全体の74.8%だった。また、「宇宙」、「水中（ダ
イビング）」、「空中（スカイダイビング）」も参列したくない結婚式に挙
がられていた。ある程度体力と勇気が試されるような結婚式は参列の
ハードルが上がることが分かった。

【調査概要】
調査方法： インターネットリサーチ
調査期間： 2015年2月10日～ 2月13日
調査対象： 全国の男女20歳～39歳
集計対象数： Qzoo（キューズー）モニター 既婚男女200名、
                        未婚男女200名、 計400名

教会、チャペル、神社、レストランなど近年さまざまな形態が存在する結婚式。
実はひそかにこんな結婚式に憧れていた!  という方も多いのでは？
結婚式場探し・結婚式準備の総合情報サイト「楽天ウェディング」が、
「個性的な結婚式」について調査を実施。約200名の未婚者・既婚者から回答を得た。
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ライフ（香港・広東共通）
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Oh Goods（好物雜貨店）
住所： 66 Wing On St., Tai O
時間： 月～日11:00～18:00
電話：(852)6747-3150
フェイスブック： OHGOODS.store

　静寂・平和・自然という言葉がぴったりの大澳（タイオウ）。そんな小さな街にオー
プンした「Oh Goods」は、昔ながらの「思い出」がいっぱい詰まった可愛らしい雑貨店
だ。同店のオーナー・ダリアさんがこの土地に店を開こうと決めたのは1年前。友人と訪
れたときのことだった。自然があふれる大好きな場所で、リラックスしながら散策を楽
しんでいたとき、小さく古びた家の前に「To Rent」の文字を発見した。これこそが同氏が
長い間夢みてきた場所、ビジネスへの入り口だったのだ。店の名前は、大げさな言葉で
はなく、ドラマティックなものでもなく、単純に「Oh Goods（好物雜貨店）」と名付けた。
　内装は全て、家族や友人の協力を得て自分たちで準備し作り上げたという。照明か
らディスプレイ棚まで、香港市内で購入し運んできた。この小さい街でビジネスをはじ

めることは困難なことではある
が、同氏は他のショッピングモー
ルやコンビニがある便利なエリ
アよりもこの場所を愛してやま

ない。「私は香港の中心に住んでいたので、ここでは地元の人間ではないけれど、大澳
が大好き。賃料が安いからここに店をオープンしたわけではなく、将来十分な資金が
貯まったとしても、この店を香港の中心地に移転しようとは思わない。大澳はスタート
地点だけでなく、私にとってステップアップの場所、ここに定住しようと思っている」と語
る。実際のところ、同店と大澳はファッションと美しい景観、古さと静謐な雰囲気という
同じ性質と精神を分かち合っているのだ。
　同店のメインテーマは「思い出（Memories）」だという。さまざまな種類の古い生地
を使った小物を販売し、ユニークな雑貨が並ぶ店内。幼い頃よく見ていた手作りのス
タンプや古いおもちゃといった懐かしいものばかり。懐かしい小物が大好きという同氏
は、「この経験を絵葉書のようにいつまでも残しておきたい。最近はLineやWhatsApp
など、通信の電子化により絵葉書を買って書くことさえも珍しくなっている。」と切実に話
す。そこで同店では、「投函サービス」も始めた。絵葉書を購入すると、同店が用意した
筆記具を使用し、その場で手紙を書くことができる。書き終えたら店頭にあるフェイクの

ポストへ投函。ここで子供に手紙の書き方を教えている夫婦もいたと
いう。これこそが次の世代に受け継ぐべきものだと確信している。
　さらに同店は、火山石を使ったブレスレットや、雲南や台湾、タイ
などの伝統的な小物などのアクセサリーも扱う。オープンしてからわ
ずか数か月ではあるが、これからも変わらぬ思いであり続けてほし
い。ぜひ大澳へ行った際には足を運んでみよう！

［ Oh Goods（好物雜貨店） ］

古き良き物を探しにいこう！
小さな雑貨店にたくさん詰まった思い出たち
古き良き物を探しにいこう！
小さな雑貨店にたくさん詰まった思い出たち

様
々
な
香
港
の
街
並
み
を

描
い
た
絵
葉
書
が
揃
う

ポ
ス
ト
を
店
頭
に
置
き
小
さ
い

な
が
ら
も
イ
ン
パ
ク
ト
の

あ
る
店
舗

火山石を使った珍しいブレスレット

可愛い雑貨が所狭しと並ぶ店内。
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Le Secret
時間： 月～金9:00～18:00
電話：(852)2743-4038
ウェブ：www.lesecret.com.hk

　2014年の開店以来、女性を輝かせるジュエリーを提供し続けてきたオンライン・アク
セサリーブランド「Le Secret」より、夏にぴったりのコレクションが発表された。まばゆ
いばかりの煌めきを卓越した職人技によって作り上げている香港生まれの同ブランド
は、スターリング・シルバー、キュービック・ジルコニア、ダイアモンド、半貴石がふん
だんに使われており、複雑に入り組んだデザインが持ち味。「人は誰でも秘密を持って
いるもの。『Le Secret』のアクセサリーが、その秘密のドアを開け、愛する人たちと楽し
く時間を共有するきっかけになれたら。」と同ブランドデザイナーは語る。

　「Locket」シリーズは、
そんな同ブランドの主
力商品。美しい花や植

物からインスパイアされたデザインは、シャンパン・ダイアモンドやキュービック・ジル
コニアを精巧にカットし、スターリング・シルバーの型にはめ込んだもの。全て内部に
写真を入れるスペースを設けており、常に愛する人や物と一緒に過ごすことができる
のも魅力の一つ。
　シャンパンカラー、ブラウンカラー、ブルーカラー、そしてグリーンカラーのダイア
モンドを使い、シンプルかつ上品なデザインで注目を集めているのは「Silver & 
Coloured Diamonds」シリーズ。スターリング・シルバーの台座に彩られたカラーダイ
アモンドは、知性と静かな意思を感じさせる大人の女性向けのデザインだ。
　「Dancing Wings」は昆虫を題材に作られたアクセサリーシリーズ。蝶、トンボ、蜂、
テントウ虫などが、目にも爽やかなアメジスト、トパーズ、アクアマリン、ガーネットで色
とりどりに形作られている。さらにはエメラルド、ルビー、サファイア、ホワイトサファイ
ア、イエローサファイア、ピンクサファイアなどの貴石が華やかさをより一層際立たせて
おり、その可愛らしいデザインは見る人の心を奪う。
　光と影を表現し、妖艶な雰囲気の演出にピッタリなのが「Day and Night」シリーズの
アクセサリーだ。キュービック・ジルコニアを用いて白と黒のハーモニーを絶妙に表現
しており、特にアゲートは1つ1つ模様が異なるためオンリーワンのアクセサリーを身に
つけることができる。
　創業者のリアン・ジンシ氏は、宝石は文化を超えて人々に愛されるものであり、多
様な価値観をもたらしてくれるものだと語る。ヨーロッパや米国で2,000個以上の宝
石のデザインを任されてきた同氏が作り出すアクセサリーを、ぜひウェブで確認して
みよう。

［ Le Secret ］

オンライン・アクセサリーブランド「Le Secret」
夏の新作コレクション登場!
オンライン・アクセサリーブランド「Le Secret」
夏の新作コレクション登場!

可愛らしい蜂が
あしらわれたネックレス
（Dancing Wings BEE HKD2,649）

ロケット型ネックレス
（Locket Necklace HKD1,500）

きらめく鍵型のネックレス
（Locket Key Necklace 
HKD1,649）

Dark & Night
シリーズネックレス
（HKD3,107）

ブルートパーズが爽やか
（イヤリング HKD2,304、
ネックレス HKD3,928、
リング HKD3,219）
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NIKE
ウェブ：www.nike.com

　今や知らない人はいないと言っ
ても過言ではない「NIKE」。今回紹
介する女性用のライン「N I K E 

Women」では、2015年、女性へ新しい挑戦とさら
に輝いて走り続けてほしいという思いから、
「#betterforit」広告を発表した。スポーツ界にお

ける女性の活躍と同ブランドとの広告の関係性を振り返ってみよう。
　1972年「タイトルIX（男女教育機会均等法案）」が米国で可決され、学校ではスポー
ツも男女関係なく行えるようになった。そこでオレゴン大学のランナーたちがチェック
マークのような新しいマークを特徴とした靴とＴシャツを作成。これが「ブルーリボン
スポーツ社」（NIKEの前身）の始まりであり、その靴は、ギリシャ神話に登場する勝利の
女神から「NIKE」と名付けられた。
　1978年、NIKEは女性にフォーカスしたライン「NIKE Women」を設立。女性限定として
少し丸みをおびたラインが特徴のスニーカー「レディワッフルトレーナー」が登場した。
　1980年代前半まで、女性は長距離を走ることが困難と思われており、オリンピックの
長距離種目は1500ｍまでだった。しかし、女性ランナー団体の働きかけにより、1984年
のオリンピックから女性の3000ｍ競争とマラソン競技が正式種目となった。1980年代
後半、女性がさらに多くのスポーツに参加できるようになるにつれ、同ブランドは、女
性アスリート向けの靴や服など幅広いジャンルの製品を製造するようになった。そして
1995年、「If You Let Me Play」というタイトルの30秒のテレビコマーシャルではアスリー
トを新しい角度から紹介、米国で1995年ベスト広告の1つにも選ばれた。
　マリア・シャラポア氏が初めて広告に登場したのは2006年のこと。彼女の競争心と
フェミニンで品のあるメッセージが注目を浴びた。そして2008年には引き続きシャラ
ポア氏や他の若いワールドクラスの選手たちにハイライトをあて、女性アスリートの身
体と心の強さを描いた。
　2012年、「タイトルIX」の40周年を記念しスポーツで活躍する女性を祝福。その後テ
ニスグランドスラムで初めてアジア人女性として勝利を手にしたLiNa氏を広告に起用
し、中国人アスリートの新しい時代への願いと成功を祝ったのだ。
　今日、同ブランドは国境を越え、女性アスリートの成長をサポートし続けている。
「#betterforit」は、ブランドの歴史を紹介し、全レベルの女性アスリートたちを称賛し
た。これからもスポーツ界においての女性の活躍と同ブランドのさらなる挑戦に期待
したい。

［ NIKE ］

活躍する女性たちに贈る「NIKE Women」
40年に渡るブランドとスポーツの軌跡
活躍する女性たちに贈る「NIKE Women」
40年に渡るブランドとスポーツの軌跡
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　忙しい毎日に追われている現代人は、仕事のストレスでネガティブ思考に陥って
しまうこともしばしば。そんなときはアフター5にビールやワインで乾杯しリラックス
したいもの。
　世界中のユニークで高品質な商品や、ライフスタイルを提案する商品を販売している
｢Nice Things｣は“Sharing is Caring（分け与えることは思いやること）”の哲学に基き、

良質な商品を提供することで、ストレスを減らし、ポジティ
ブさを取り戻そうと提案を続けている。
　そんな同社から発売されたユニークな2種類のカナダ

産オーガニックトマトワイン、｢Omerto Sec｣と
｢Omerto Moelleux｣を紹介しよう。第一次世界
大戦後、資源が不足していたベルギーでは、

当時あり余っていたトマトでワインを造り灰色の世界に鮮やかな色を加えた。その後、
一度はなくなったものの、そのワインを復元しようとOmerto氏が11年の歳月を掛けて
酒造方法を研究し、ついに2種類のトマトワインの復元に成功した。そんなユニークで
貴重なワインをぜひ味わってみては。
　ワインといえば、食事とペアリングして楽しむのが人気だ。
ワインの味だけではなくペアリングの相乗効果で食事も更に
美味しくいただける。トマトワインは意外にもどんな食べ物に
も合い、料理の美味しさを引き立ててくれる。さらに、抗酸化
物質のリコピンが豊富で、いくつかの研究ではリコピンは悪
玉菌コレストロールを減らし、肺、胃、前立腺などの癌を予防
してくれるという結果も出ているという。そんな栄養がたっぷ
りの美味しいトマトワインを飲めば、忙しい毎日をもっとリ
ラックスして過ごせるかも。
　｢Omerto Sec｣はくすんだ金色。製造過程でシトラスと梅
が加えられる。フルーティーな味わいの中に香ばしいナッツの香りが残るのが特徴だ。
辛口のシェリーのような仕上がりで、アサリ、オイスター、寿司、刺身といったシーフードに
ピッタリ。一方｢Omerto Moelleux｣は琥珀色で、｢Omerto Sec｣より甘めの仕上がり。
やさしい口当たりのナッツと蜂蜜の味で女性にオススメだ。てんぷら、パエリア、中華な
ど、どんな料理にも合わせやすい。
　詳細はウェブ又はフェイスブックをチェックしてみよう。

Nice ThingsNice Things

Nice Things
電話:(852)3952-7229
ウェブ：www.nicethings.com.hk
フェイスブック：nicethingshk

　　

今夜はユニークなトマトワインで乾杯！
｢Omerto Sec｣＆｢Omerto Moelleux｣
今夜はユニークなトマトワインで乾杯！
｢Omerto Sec｣＆｢Omerto Moelleux｣
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