
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 香港営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～25K

日系大手会計事務所でのコーディネーター。
顧客と社内会計士の仲介役：顧客から会計
財務課題を聞く、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。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

深圳 RMB
15K～20K

品質エンジニア。2、3年程度の品質関連の実践
経験、理工系を専攻。北京語ビジネスレベル。

広州 RMB～12K インテリジェンス
深圳

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。接客業務経験がある方。
北京語または英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港16K～23K香港/香港島

ウェルスマネジメント、プライベートバンク業務
を行う企業でのアシスタントスタッフ。日本人
マネジャーのサポート、資料作成、総務等。就労
経験2年以上。アシスタント・秘書経験者優遇。
英語ビジネス要。

インテリジェンス
深圳～30K東莞

総経理・董事候補。日系工場の経営、日本の文化、
習慣等を熟知し企業と折衝ができ、中国人指導
管理ができること。北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 応相談

大手物流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。

香港/新界

香港/新界

20K
＋コミッション

外資系通信企業にて、アカウントマネジャー職。
日系法人顧客の開拓とフォローアップ。要2年
以上の営業経験と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

技術系（建築・土木）/
外食・フード ～28K香港/新界

日系大手外食企業にて内装のプロジェクトマ
ネジメント業務。要施工管理経験およびコミュ
ニケーションレベルの広東語。

サービス系/
旅行・レジャー・観光

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

25K～35K香港/香港島

通信会社でのビリングスペシャリスト。インボイ
スの入力・チェック、請求システムのモニター等。
ビジネス・会計・金融又は関連分野で短大以上、
かつ請求・CS・通信業の工程管理で3-4年の
経験ある方。英語要。

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

会計経理・経営管理/
その他サービス

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

RGF 香港

営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

18K～23K香港/香港島

日系大手語学学校での営業担当。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：教室に来
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

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
企画・広報・経営管理系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

100K
～150K香港/新界

大手食品メーカーでのビジネス開発ディレク
ター。予算・経営計画の準備と実行。販売目標等
の確約。販売＆マーケティング経験12年以上要。
マネジメント経験５年以上、日本市場経験要。
広東・英・日本語要。北京語歓迎。

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

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。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～35K

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。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 20K～35K香港/九龍

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。

18K

20K～30K

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

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/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島

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。

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。

RGF 香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/香港島

日系アミューズメント機器メーカーでのセール
スコーディネーター。工場との生産スケジュール、
進捗、品質のやりとり等。週2～3広東省出張有。
社会人経験5年以上。樹脂材料や電子基板の
経験歓迎。北京語歓迎。

RGF 香港香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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広東 香港

香港 香港

　ITサービスの仕事で広東省内を忙しく走り回ってい
る著者です。ゴールデンウィークも終わり、平常日課に
戻ったこの頃ですが、ITサービスの現場は休暇には関
係なく年中忙しいのが現状です。今日は職場でも家庭
でも役立つ WiFi によるネット接続ネタを共有します。
　仕事先、もしくは知り合いとの食事の席でも「WiFi
ルータを新しいのに変えたらネットは速くなるか」と頻
繁に聞かれます。答えは YES でもありNO でもありま
すので当コラムで簡単に説明します。まず、話を解り易
くするために、例としてご自身のPCからYahooのペー
ジを見ると仮定します。インターネットの接続速度、つ
まりYahoo ページがいかに素早く表示されるかはご
自身の PC からYahoo のサーバまでの回線速度で一
番のボトルネックが最大接続速度です。600Mbps の
WiFi ルータを職場や自宅で使っていても、その先の
インターネット回線が 10Mbps である場合、Yahoo
ページまでの接続速度は何があっても 10Mbps を超
えることはありません。ご自身の PC からYahoo サーバ
まで 10Mbps 本当に出ているのであれば「充分にサク
サク繋がる」状況なのですが、華南地区からの接続です
と実際にはその半分も出ていないのが現状ですので
「遅い」のです。
　冒頭の「WiFi ルータを変えたらネットは速くなるか」
という質問ですが、基本的には変わらないというのが
答えです。但し、WiFiの接続状況も影響してきますので、
一概には言えないのが難しいところです。ご自宅の場
合、リビングに WiFi ルータを設置しており、ベッドルー

ムでの電波感度が悪い場合は電波の強力な WiFi ルー
タにするだけで接続速度が安定しますので改善するこ
とが多々あります。つまり、WiFi ルータを既存のものよ
り高い規格のものに変更することで現状と同等もしくは
それ以上の改善は見込めます。
　会社など大人数でインターネット回線をシェアしてい
る場合、社内 LAN 内のノイズや WiFi 電波の干渉等の
影響でデスク上の PC からの接続がかなり遅くなる場
合もありますが、その際は社内LANや社内WiFi のケー
ブルやネットワーク機器をチェックし、ボトルネックと
なっている機材やケーブルを交換することで劇的に改
善するケースも見られますので、様々な角度からネット
接続速度改善のアプローチを試されることをお勧めし
ます。外部インターネット回線（たとえば10Mbps）を超
える接続速度を出すことはできませんが、限りなくロス
を減らし回線の帯域幅を存分に使い切ることができる
ように社内（もしくは家庭内）のネットワーク環境を整備
することが重要です。
　IT サービスの仕事を10年以上続けていますが、「速
いインターネットは良い」という認識は未来永劫変わ
ることはありません。限られたリソース内で最大限快
速ネット接続を実現したいという思いで日々過ごして
います。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【WiFi機器とネット接続速度改善】

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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深圳

香港深圳

深圳

一、「国外関連企業への費用支払に係る企業所
得税問題に関する国家税務総局の公告」(2015年
第16号)
　2015年3月18日、国家税務局は、国外関連企業に対
する費用支払いに係る移転価格問題に対する管理を
強化するために、当該「公告」を公布しました。当該「公
告」の主な内容は次のとおりです。
　1、国外関連企業への費用支払は、独立企業原則に
則ったものでなければなりません。税務局は、独立企
業原則に則らず国外関連企業に支払われた費用につ
いて、納税額を調整することができます。
　2、企業が何らの義務も履行せず、リスクを負担せ
ず、実質的な営業活動を行っていない国外関連企業
に支払う費用は、課税所得額の算出において控除する
ことができません。
　3、企業が国外関連企業の提供する役務に対して費
用を支払う場合、当該役務は企業に直接的若しくは間
接的な利益を与えるものでなければなりません。そう
でない場合は、課税所得額の算出において控除するこ
とができません。
  4、国外関連企業より無形資産の使用許諾を受け、そ
れに対して支払うロイヤルティについて、当該無形資
産が企業の価値増加に寄与せず、かつ、独立原則に適
合しない場合、課税所得額の算出において控除するこ
とができません。

　今後、現地法人からの国外関連企業に対する費用
支払に対して、税務局の監査がより厳しくなることが考
えられます。したがいまして、国外関連企業に費用を支
払う必要のある現地法人は、当該「公告」およびその他
の法律法規に違反しないよう、今までの支払方法を再
検討、調整する必要があるかもしれません。

二、「増値税一般納税人管理事項の調整に関す
る税務局の公告」（2015年第18号）
　国家税務局は2015年3月30日に当該「公告」を公
布しました。当該「公告」によりますと、今後、増値税一
般納税人の資格を取得する際には、税務局による承
認を取得する必要がなくなり、関連条件を満たす企
業は、税務局へ登記するだけで、一般納税人資格を
取得できるようになりました。昨今、中国政府は、市場
を活性化させるため多くの審査認可項目を取り消し
ています。

三、「知的財産権を濫用しての競争排除・制限行
為の禁止に関する規定」（2015年第74号）
　国家工商行政管理総局は、2015年4月7日に当該

「規定」を採択しており、8月1日より正式に実施されま
す。以下の数点が特に重要ですので、ご留意ください。
　１、市場における支配的地位を有する事業者は、所
有している知的財産権が生産経営活動にとって必須

の物となっている場合において、競争を排除、制限す
るために、他の事業者が合理的な条件にて当該知的
財産権の使用許諾を受けることを、正当な理由なくし
て拒否してはなりません。
　2、市場における支配的地位を有する事業者は、知
的財産権を行使するに際して、正当な理由なくして不
合理な制限条件を設けてはなりません（例：取引相手
に対して改良技術を独占的に自己に許諾するよう要
求する）。
　3、市場における支配的地位を有する事業者は、知
的財産権を行使するに際して、独自の基準を策定する
ことにより競争を排除、制限してはなりません。
　当該「規定」の公布、実施に伴い、市場における支配
的地位を有する事業者による知的財産権を濫用して
の競争排除・制限行為に対する工商行政管理機関の
取り締まりが厳しくなることが予測されます。

新 法 速 報

中
国
法
律
コ
ラ
ム 5

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com
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広州 ベトナム

香港

香港
広州
北京

Address: Room 301, 3/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road Wanchai, Hong Kong
Address: Unit B, 12th Floor, Goldsun Building, No.109 Tiyuxi Road, Tian He District, Guangzhou City, China
Address: Room 8006, Chang Fu Gong Office Bldg, No26 Jian Guo Men Wai Avenue, Beijing, 100022

TEL:+852-2850-8990
TEL:+86-20-3878-5115
TEL:+86-10-6522-8158  

「中国マーケットに売れる商品はあるのだが、販売ルートを持つ香港や中国の法人と一緒
にビジネスができないかな・・・」
「技術はあるが、現地で有効なライセンスを持っていない。香港や中国にビジネスチャンス
はたくさんあるのにな・・・」

最近お客様のこのような声を頻繁に耳にするようになりました。
新たな市場でビジネスを行う、あるいは新規事業を始める際、ジョイントベンチャー（JV）の形態が適
する場合があります。 
今回のAobaセミナーでは、これから香港や中国のパートナーと一緒にビジネスを行っていく、または
その可能性を探っている皆様を対象にジョイントベンチャー（JV）の基本的な考え方、および契約にお
ける経営上のリスク管理についてわかりやすく説明します。

ジョイントベンチャー（JV）とは？
一言でJVと言っても、さまざまな形態のジョイントベンチャーがあることをご存知ですか。目的を果たす
には各案件に最も適するJVの形態を選択する必要があります。また、必ずしもJVを行わなくても別の
方法で企業の目的を果たすことができるケースもあります。

相手を知る
これまでのJV失敗例を見ていると、日系企業様の中にはJV提携前のデューデリジェンス（DD）を軽視し
ている企業様が多いと感じています。信じられないかもしれませんが、「持分が少ないから」、「オー
ナーと友達で今、仲良しだから」などの理由から、デューデリジェンスを全く行わない企業様もいらっ
しゃるほどです。まずは「相手を知る」こと。ここからJVは始まります。

リスク管理
大前提として、JVとは、パートナーと協力し利益を得ることを目的としています。しかしもともと違う企業
文化を持つ複数の企業が協力し合うのですから、さまざまなリスクは付き物です。
どのようなビジネス上のリスクがあるのかを事前に理解し、その対策と管理を十分に行うことができ
れば、様々な問題を解決していくことができます。「リスクをいかに最低限に抑えるか」がJVを成功させ
る秘訣といえるでしょう。

香港公認会計士、英国勅許会計士、米国公認会計士、その他専門ビジネス
コンサルタント約150名のうち日本人スタッフ11名、日本語スタッフ6名で日
系企業のお客様をサポートしております。

事業戦略において、
香港・中国のパートナーとの提携をお考えの皆様へ

"Enhancement For Your Business"  "Bridging You & Success"
  
Group Companies
Aoba Research & Consulting (調査業務・ビジネスコンサルティング)
Aoba Legal & Cross-Border Transactions (法務・契約起草)
Aoba M&A Advisory (M&Aアドバイザリー)
Aoba International Taxation & Compliance (国際税務・コンプライアンス)
Aoba Vehicle Management & Outsourcing
（会計・税務申告・会社登記・各種アウトソーシング）
Aoba Assurance & Valuation (各種監査・価値算定) 
Aoba Corporate Restructuring & Liquidation (企業再編・清算) 

www.aoba.com.hk

Aoba Group of Professionals & Specialists 

意識を高く持っている人の為の勉強会

6月5日（金）
15:30～1

6:30

ジョイントベンチャーの基礎知識 
～事業パートナーとの提携を探る～ 
講師：唐澤 百合
【お申し込み・お問い合わせ】 aobainfo@aoba.com.hk
【開催場所】  青葉グループ 香港、広州、北京の各オフィス
(広州および北京会場は香港とTV会議システムによる中継にて開催)

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

みなさま、ネイホウ！暑くなってきま
したね。香港の灼熱の夏を目前に控
え、覚えておきたいフレーズを習いま
した。「天氣咁熱, 我想去海灘！（なんで

こんなに暑いの、海に行きたくなるわ! ）」この夏は
香港で過ごす予定なので、ぜひ暑さにうんざりし
た様子で使ってみたいと思います。
　さて、今回は実生活に根ざした授業の内容もさ
ることながら、クリス先生提案の復習法が言語学
習にとてもいいので、ご紹介したいと思います。
毎回授業の最後に、その日に習った新出単語、フ
レーズ、文型等を先生とともに発音し、iPhoneの
ボイスメモに録音しています。3分ほどの録音で
すが、その日の授業の内容が密に詰まり、これが
復習に大変効果的なのです。聞き慣れた先生の
声は耳に残りやすく、携帯電話は常に持ち歩いて
いるので、いつで
も復習できるの
が最大の長所。併
せて、授業で書き
留められた内容
をメールで送って
もらえるので、出
先で気が向いた
時に携帯ひとつ
で復習できるよう
に。私は授業に向

かう電車の中を復習時間に当てています。
　ちなみに、他のクラスの生徒さんの中には、こ
のボイスメモをフル活用し、生活シーンで聞き取
れなかった会話を録音して、授業の際に質問され
ている方もいるそうです。こういった機能が搭載さ
れた携帯が身近になった今だからこそできる新し
いアプローチ。目からウロコです。
　言語学習には復習と実践が重要だとはわかっ
ていても、実際はそれを継続することが難しく挫
折しがち。復習嫌いの私にとって、ボイスメモを
使った方法はかなり画期的で、復習へのハードル
が俄然低くなりました。実は（お恥ずかしいこと
に）我が家には広東語の教本とCDが3年前からあ
りますが、そのCDを聞いたのは数回。すでにボイ
スメモのほうが聞き込んでいます。私の場合、20
～30分の録音を1、2回聴くより、3分ほどの録音を
5、6回聴くほうが、結果的に身に付く効率がいい
気がしています。　
　「広東語は声調（音の高低）が大切」というクリス
先生。たしかに先生の声調を繰り返し聴いた後に
口調をマネして駅の窓口で「我想入＄300（300ド
ルチャージしたいです）」とオクトパスへのチャー
ジを頼んだところ、奇跡の一発OK。クラスメイト
は、マクドナルドでセットメニューの注文がスムー
ズにできるようになったそうです。小さな生活
シーンが以前に増して楽しくなります。

携帯電話の録音機能を使ったことがありますか。
普段はその存在すら忘れている方も多いのでは。
クリス先生の授業ではボイスメモによる録音が復習教材として使われ、
大変おすすめなのだそう。言語習得に“聴く”ことと“話す”ことは必須。 
身近な機能を駆使して学習への道のりをググッと縮めたいものです。

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。

習
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は

即
実
践
し
て
！

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

3ヶ月
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我想入
＄300。
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　香港島と九龍サイドを船で結んでい

るスターフェリー（天星小輪）が154周年

を迎える。長年、香港住人の足となり、観

光客の思い出をたくさん刻んでいる。数

分間の乗船だが、小旅行をした気分に

させてくれる。5月29日は154周年を記

念してチムサーチョイ（尖沙咀）⇔セン

トラル（中環）、チムサーチョイ（尖沙咀）

⇔ワンチャイ（湾仔）の路線の乗船が無

料になる。何度乗船しても無料ですよ。

是非、29日は乗船し、スターフェリーを

お祝いしよう。

5月29日は
スターフェリー乗船が無料！
5月29日は
スターフェリー乗船が無料！

香港

ゼロからスタート 第54回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 09:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　今回は文房具店「文具店(man4 göü6 dim3)」に関する単語や用語についてご紹介します。

　香港の文房具店は、主に都市に多い大型チェーン店と、学校や公共団地周辺にある昔ながらの小

さなお店との2種類があります。筆記用具やファイル、クリップ、ブックスタンドなどの一般的な文房

具用品を扱っていますが、中にはバドミントン「羽毛球(yü5 mou4 kau4)」や卓球「 球(bing1 

bam1 kau4)」などの球技用品「球拍(kau4 paak2)」や、笛「牧童笛(muk6 tung4 dek2)」など

の楽器を売っているお店もあります。また通常は文房具以外にも、コピー「影印(ying2 yan3)」や

ファックス「傳真(chün4 zhan1)」、プリント「列印(lit6 yan3)」等のサービスも行っています。

　公共団地周辺にある文房具店の価格は大型店よりも安いので、多くの学生や子供たちに人気が

あります。学生は、美術の宿題、報告書やボードの作成によく利用します。

　昔ながらの古い文房具店では、文房具以外に香港人に昔から愛されている中国チェスなど、懐かし

いおもちゃが売られています。また、ボール各種や人形、模型などの商品が店内に宙吊りにされていた

り、店前にはゲーム機やガチャガチャが置いてあったりして、子供に大人気のスポットとなっています。

　しかし近年は家賃の上昇に伴い、昔ながらの文房具店は減ってきています。もし古い文房具店を見

かけたら、是非店内に入ってみてください。ひょっとして意外な発見があるかも!?

広東語・発音・日本語

会話練習

唔該，我想影印呢份文件，一式兩份。

M4 goi1, ngo5 söng2 ying2 yan3 ni1 fan6 man4 gin2, yat1 sik1 löng5 fan6.

すみませんが、このコピーお願いします。

好呀，印黑白定係彩色呀？

Hou2 a3, yan3 hak1 baak6 ding6 hai6 choi2 sik1 a3?

はい、白黒ですか、カラーですか。

黑白吖唔該。另外想問快勞喺邊度？

Hak1 baak6 a1 m4 goi1. Ling6 ngoi6 söng2 man6 faai1 lou2 hai2 bin1 dou6?

白黒でお願いします。あと、ファイルはどこにありますか？

喺左手邊嘅書架上面。

Hai2 zho2 sau2 bin1 ge3 sü1 ga2 söng6 min6.

左手のブックスタンドの上にあります。

唔該晒。我要埋呢兩個快勞，一共幾錢？

M4 goi1 saai3. Ngo5 yiu3 maai4 ni1 löng5 go3 faai1 lou2, yat1 gung6 gei2 chin2?

ありがとう。このファイル2枚もお願いします。合計でいくらですか？

影印十蚊，快勞四蚊，一共十四蚊。

Ying2 yan3 sap6 man1, faai1 lou2 sei3 man1, yat1 gung6 sap6 sei3 man1.

コピー代が10ドル、ファイル代が4ドルで、合計14ドルになります。

呢度廿蚊。

Ni1 dou6 ya6 man1.

では、20ドルでお願いします。

多謝晒，找返你六蚊。

Do1 zhe6 saai3, zhaau2 faan1 nei5 luk6 man1.

ありがとうございます。6ドルのお釣りです。

山田:

Saan1 tin4:

山田:

Saan1 tin4:

店員:

Dim3 Yün4:

店員:

Dim3 Yün4:

山田:

Saan1 tin4:

店員:

Dim3 Yün4:

山田:

Saan1 tin4:

店員:

Dim3 Yün4:

鉛筆

yün4 bat1
鉛筆

間尺

gaan3 chek2
定規

塗改液

tou4 goi2 yik6
修正液

快勞(File)

faai1 lou2
ファイル

擦膠

chaat3 gaau1
消しゴム

膠紙

gaau1 zhi2
セロテープ

原子筆

yün4 zhi2 bat1
ボールペン

鉸剪

gaau3 zhin2
はさみ
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深圳

深圳 深圳

香港＆広東 香港

住
ま
い
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お
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伝
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今
週
の
お
ス
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メ
物
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レ
ク
ト

（所在地） 福田区深南大道＆彩田路

（間取り） 2LDK　（63㎡　建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） レストラン多い

（備　考） 2012年の建築物件、交通が便利

（月　額） RMB10,000～　管理費、税金込み

大中華      IFC

（所在地） 羅湖区宝安南路

（間取り） 2LDK　（95㎡　建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、Olèスーパー、レストラン、

日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール

（月　額） RMB19,000～　管理費、税金込み

半島城邦  　　Penisula

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8217-1880

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8217-1880

幸福里  　　Park Lane Manor

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3ＬＤＫ　（121㎡～　建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

華潤万家スーパー 

（備　考） ジム、プール
（月　額） RMB15,000～　管理費、税金込み

H
o
n
g
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o
n
g

G
u
a
n
g
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o
n
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

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

ライフ（香港・広東共通）
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サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第39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

　国内リーグの優勝争いと残留争い。香港に限らず世界中至る
ところのサッカーシーンで、生きるか死ぬかの攻防が繰り広げら
れる。特にリーグ戦の終盤は、ライバルとの直接対決、格上相手
のジャイアントキリング、格下相手に星を落とすなど、目が離せ
ないものだ。
　香港プレミアリーグの2014/15シーズンは、最終節を待たず
に、優勝チームと来シーズンの降格チームが確定した。優勝は
傑志（キッチー）。圧倒的な戦力アドバンテージを存分に発揮し
てのリーグ2連覇。降格は最下位に沈んだ和富大埔（タイポー）。
近年は特に資金力に乏しく、昇格と降格を繰り返している。
　あるサッカー関係者によると、最下位に沈んだ和富大埔の
年間予算は400万香港ドル（約6,000万円）程。ほんの数年前ま
では、この程度の予算でも立派にリーグを戦えていたようだ
が、完全プロ化されたプレミアリーグを戦うためには、最低で
も倍の800万香港ドル（約1億2,000万円）程の資金が必要と
なっている。
　和富大埔というチームは、香港郊外を本拠地とする地域（地
方）チームで、近隣住民からの支持もあり、自治体の所有ではあ
るが、3,000人収容規模のスタジアムでホームゲームを開催する
など、大埔地域の活性に不可欠な存在なのだが、完全プロ化の
大波に溺れている、というのが現状だろう。
　和富大埔とほぼ同じ予算で戦った黄大仙（ウォンタイシン）も
下位に沈んだが、薄氷の残留を決めた。しかし黄大仙もベース
は地域チームで資金力に乏しく、来シーズンもプレミアリーグに
参戦するべきなのか、どこかで活動の是非を問わなければなら
ない状況のようだ。

　話を優勝した傑志に戻そう。今シーズンは傑志と南華（サウス
チャイナ）、太陽飛馬（ペガサス）、東方（イースタン）の4チーム
が、2,000万香港ドル（約3億円）前後の予算を割いて、初代プレ
ミアリーグの覇権を争う構図だったが、ここ数年に渡り、非常に
安定したチーム運営力を誇る傑志が、最終的に頭ひとつ抜け出
した格好となった。
　スペインからのコーチ陣と助っ人選手たちを中心に、アジア
枠に韓国人、香港のパーマネントIDを既に保有している実績の
ある外国人選手を起用して、アジアの大会（AFCカップ）を含む
過密な試合日程をしのぎ、公約どおりのリーグ優勝を決めた傑
志は、称賛に値すると言って良い。
　終盤まで優勝争いに加わったのが東方。彼らも数年間に渡っ
て下部リーグに落ちていた鬱憤を晴らすが如く、かつての栄光
の時代を彷彿させる、ド派手な戦力補強を敢行して、2位の座を
確保した。昨シーズンで沙龍（サロン）というパートナーを失な
い、前途が危ぶまれてはいたが、ピッチを彩るイレブンの顔ぶれ
には相当な迫力がある。
　太陽飛馬はやや期待はずれの結果だったかもしれない。シー
ズン中盤で指揮官の交代騒ぎがあった時点から、明らかに失速
した。最終順位の結果を踏まえると、来シーズンの旺角大球場
（モンコックスタジアム）のホーム開催の権利を、手放す事にな
るかもしれない状況だ。
　そして南華の凋落ぶりについても綴らざるを得ない。アジア
を代表する名門チーム南華は、今シーズンの国内タイトルは無
冠に終わった。昨シーズンをもって、絶大な求心力と政治力を備
えた前オーナーがチームを去り、プレミアリーグへの参戦を見

送った公民（シチズン）の共同経営者が、新オーナーに就任した
あたりから歯車が狂い出した。
　サポーターからの支持の厚かった外国人選手たちが総入れ
替えとなり、一部の香港代表選手たちもチームを去って行った。
その後、チームを長年支えてきた香港人のコーチ陣とフロント
陣を一掃。新オーナーの人脈から新しい監督を招聘した頃に
は、サポーターの不満が大爆発。その監督もシーズン終了を待
たずにチームを離れるなど、新オーナーによる度重なる失策が、
チームを大混乱に貶めたのだ。
　今シーズンの南華の選手たちのクオリティは、依然として高い
レベルにある事に疑いはない。ひとつだけ感じる事は、新オー
ナーや現在のフロントへの不信感を抱きながら、選手たちがプ
レーしているのではないか、と。それでもアジアの大会である
AFCカップでは、なぜかしっかりと戦えているのが不思議でなら
ないのだが。
　今シーズンの全日程はもうすぐ終了する。
　
≪つづく≫
　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会 賛助会員）
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TRÉSOR RARE STORE
住所：Shop B&C, G/F., Kam Ma Bldg., 16 Cameron Rd., TST
電話：(852)2623-3252
ウェブ： www.tresor-rare.com.hk

　いつの時代もどこの国でも、女性は永遠に美しくありたいと願うもの。年齢に関係な
く美容には時間とお金をかける。そんな女性たちにラグジュアリーなアンチエイジング
製品を展開する「TRÉSOR RARE」を紹介しよう。今夏、フランス生まれの同ブランドがチ
ムサーチョイ（尖沙咀）にフラッグシップ店をオープンした。「珍しい宝物」を意味する

店名にふさわしく、ゴールド、サファイア、ダ
イアモンド、パールなどを用いたスキンケア
用品を豊富に揃える。自然で若々しい美を

手に入れることができるスキンケアラインは、その
世界で名の知れた「Health Beauty America 2013」
で栄冠を勝ち取ったほど。これらの珍しい材料を使

用し、生まれたての肌を作る、類を見ない結果が世界中から注目を集めているのだ。
　さまざまな肌のタイプに向けた4つの主な製品を紹介しよう。同ブランドの製品は、
スキンケアの達人が集結し、世界中から集めたラグジュアリーなミネラルブレンドから
肌が最も美しく見えるようにと、並はずれた新基準を設定。さらに、エイジディファイン
グ製品に形質転換するために限界を超えて挑戦したものだ。パールを用いた
「Ultimate Pearl」は、さえない肌にみずみずしさを取り入れる効果があり、みるみるう
ちに肌に浸透し明るく透き通った、魅力的な美しい肌を手に入れることができる。また
「Age Defying」には、「空の宝石」と呼ばれるブルーサファイアをブレンド。肌を生き返
らせ輝きを取り戻す働きがあるといわれるサファイアが、優しく肌に浸透し若 し々く見
える肌を作り上げる。続いて、最先端のリフトアップ効果が得られる「Express Lifting」
は、製法に関しては企業秘密であるが、成分が肌に滑らかに浸透し、自然なリフトアッ
プが期待できる優れもの。さらに「Skin Relaxor」は、24金、ダイアモンド、パール、サ
ファイアなどのような珍しい材料をブレンドしている。化粧品のイメージからかけ離れ
た素晴らしい製品であり、明るく若 し々い顔色を手に入れることができ効果も絶大だ。
　今世界中が注目しているスキンケアブランドの到来は、香港の女性たちに驚きを生
むかもしれない。ぜひ一度試してみてはいかが。

［ TRÉSOR RARE ］

宝石のように美しく輝きのある肌を手に入れよう！
世界が注目するフランス発スキンケアブランド
宝石のように美しく輝きのある肌を手に入れよう！
世界が注目するフランス発スキンケアブランド

Express Tightening Lifting Mask:
HKD10,880/60ml BX-Skin Relaxor Concentrate:

HKD13,780/35ml

Complete Age
Defying Mask Mystique:
HKD12,470/60ml

Ultimate Pearl Facial Peel:
HKD2,880/60ml
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　 本 格 的 な 四 川 料 理 が 味 わえると評 判 の「川 熙 樓
(Chuanxi Restaurant)」は、一度食べたら病みつきになる逸品が勢
揃いの人気店。内装からも本場四川の雰囲気が感じられる同店は、
オープンから2年足らずにもかかわらず、口コミで常連客が増え続
け、付近のホテルでは旅行客や出張者に真っ先に推薦している程、
味の確かさには定評がある。オーナーのアレックス氏は、本場の味
を提供するため、5年前に香港から単身四川へ。約30年間四川料理

一筋で世界中のレストランを指導している某有名料理長の下、1日の半分は厨
房で調理法を学び、残りの半分は他のレストランの研究と、本場の調理法と

「味」の探究に明け暮れた。香港に戻った同氏は、香港のシェフたちに調理のポイントを細
かく指導し、本場の味が楽しめる「川熙樓」を開店した。
　ここ20年ほど前から、四川料理は発祥の都市毎に
「渝派(ユーパイ)」「鹽幫派(ヤンバンパイ)」「蓉派(ロン
パイ)」と呼ばれる3種類に区分されている。私たちが
思い浮かべる辛い四川料理は、おそらく重慶市発祥の
渝派や自貢市の鹽幫派だ。渝派は、複数で楽しめる火
鍋等の料理が多く、シンプルな調理法で唐辛子と山椒の実で味付けをされた痺れる辛
さが特徴。様々な具材が真っ赤なスープに包まれた「辣酒翡翠螺(ラージゥフェイツェイ
ルオ)」は同店の人気メニューで、3～4人で食べるにはピッタリだ。鹽幫派は、新鮮な唐
辛子を使用しており、刺激的な辛さが楽しめる。瑞々しい胡瓜と唐辛子が織りなす緑と
赤の色彩が美しい「自貢跳水蛙(ズーゴンテャオシュイワー)」は目にも楽しい逸品だ。
　これらとは異なり、辛味の少ない成都市発祥の蓉派は、乾燥した唐辛子を使用してお
り、香りがよく綺麗な赤色が特徴で、「麻婆豆腐(マーボードウフ)」や「回鍋肉(ホイコーロ
ウ)」が代表的。同店の麻婆豆腐は、本場では定番の「郫縣豆瓣醬(ピーシェントウバン
ジャン)」を使用し、鮮やかな赤色とまるで白ワインに似た爽やかな香りが漂い、辛いも
のが苦手な人でも美味しく食べられる。
　四川料理は、発汗促進作用があり、新陳代謝を良く
し美肌をつくるとも言われている。また、食後には
スッキリとした爽快感も感じられる。同店はカップル
や家族での食事はもちろん、接待や宴会等、幅広く利
用できるので、チムサーチョイ(尖沙咀)を訪れた際
は、本格的な四川料理を味わいに行ってみよう。

川熙樓川熙樓

川熙樓(Chuanxi Restaurant)
住所：2/F., 17-19 Ashley Rd., TST
電話：(852)2882-9020
時間：12:00～23:00
※料理のご相談は四川料理を知り尽くしたアレックスまで
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本場四川の雰囲気漂う店内

真っ赤な色と爽やかな香り
ピリッと辛い本場の四川料理
真っ赤な色と爽やかな香り
ピリッと辛い本場の四川料理

辛いものが苦手な人必見の
郫縣豆瓣醬を使用した麻婆豆腐

ここ5年ほど成都で流行している
香麻爬爬蝦(シャンマーパーパーシャア)

色鮮やかな新鮮な唐辛子を
使った自貢跳水蛙

白ワインが入った具材たっぷりの辣酒翡翠螺
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