
Printed by: Fantasy Printing Ltd     Add: 7/F., Tin Fung Industrial Mansion, 63 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong   Tel: (852)2554-5000

『ぽけっとページウイークリー』 No.489 2015年5月第5号
http://www.pocketpageweekly.com

週
報

INDEX

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets_ppw@pocketpage.com.hk 

■ 02 ...............................................................トピックス ■
■ 0４-05 ....................................................ピックアップ ■
■ 06-11 ..........................................................ビジネス ■
■ 12-14 ..........................................................美と健康 ■
■ 16-17 ..........................................................スクール ■
■ 18/20..............................................................ライフ ■
■ 21-22 ....................................................ショッピング ■
■ 23-24 ..............................................................グルメ ■
■ 27/29......................................................広東ページ ■
■ 31 ....................................................... 広東トピックス ■

「
は
た
ら
く
」を

　
　
　  
楽
し
も
う

「
は
た
ら
く
」を

　
　
　  
楽
し
も
う

「
は
た
ら
く
」を

　
　
　  
楽
し
も
う

「
は
た
ら
く
」を

　
　
　  
楽
し
も
う

お陰様で、テンプスタッフとインテリジェンスは
統合１周年を迎えます！

人材紹介・人事労務は私たちにお任せ下さい。

インテリジェンスの広告、人材情報は本紙６ページに。



香港香港＆広東

香港

6月までのお得な宿泊パッケージが登場！
「ザ ラックスマナーホテル」にてラグジュアリーな滞在を
　尖沙咀（チムサーチョイ）にありネイザンロードから徒歩1分の便利な
場所に位置する「ザ ラックスマナーホテル（The Luxe Manor）」。ヨー
ロッパ調の豪華でスタイリッシュな空間は多くの旅行者を魅了する。客
室はモダンで広々としており、さらに遊び心満載のテーマ別スイート
ルームではハリウッド調のきらびやかな部屋から中東をイメージした部
屋までが揃う。また芸術的な空間が自慢のダイニングでは、フィンランド
の有名シェフが本物の北欧グルメでもてなす。
　そんな同ホテルからお得な宿泊パッケージが登場。朝食、ウェルカム
ドリンク、無料インターネットアクセス、スマートフォンの無料貸出などを
含む「New Face Surprise Package」、さらにデラックスルームへのアップ
グレード、ドライクリーニングや靴磨きサービス、空港シャトルバスサー

ビスを含んだ「Stay 3 Stay Free Package」の2種類を用意。同パッケージ
は観光客のみならずビジネスで香港を訪れる方にも最適だ。6月までの
期間限定となっているのでお見逃しなく！

　現代イラン社会の厳しい現実を映した「チャドルと生きる」「オフサイ
ド・ガールズ」で数々の賞に輝いたジャファル・パナヒ監督の最新作「タ
クシー」。監督自身が運転するタクシーにカメラを設置し、乗客との会話
を通してイラン文化を浮き彫りにした同作品は、イラン国内のさまざま
な問題を鋭くえぐり出したとしてベルリン国際映画祭で金熊賞に輝い
た。同氏は前作でイラン現体制を批判したとされ政府による国内軟禁状
態が続いており、授賞式には同氏の姪が登壇するエピソードも世の映
画関係者に衝撃を与えた。
　「私の身に起こった数々の不条理を差し引いても、私は自分自身がイ
ラン人であり、国内に留まり、国内で働きたいと考えていることをもう一
度声高く唱えたい。私は国を愛している。そのために労力を割いてきた

し、これからもそれは変わらない。もう1つ、私は隣人が自分と違ってよい
権利を持っていることを信じていることも宣言したい。理解、尊敬、寛容
さを深く信じている。」と同氏は語る。イランの首都テヘランを舞台に、一
般市民の目線から見える社会を描いた同作品。イランのうねりに触れて
みてはいかがだろうか。

現代イランを市民の目線から切り出した意欲作
ベルリン国際映画祭  金熊賞受賞「TAXI」

タクシー（TAXI）
5月28日上映
監督：ジャファル・パナヒ

The Luxe Manor
住所：The Luxe Manor, 39 Kimberley Rd., TST
電話：(852)3763-8880
メール：rsvn@theluxemanor.com
ウェブ：www.theluxemanor.com

香港トピックス
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香港＆広東 香港

今週の香港ピックアップ

安心の日系サービスで快適な資産運用を
　ダイナミックに物事が流動し続けるアジア金融の中心・香港に、新たに銀行業務か

ら保険代理業務までを手がける個人向け資産運用に特化した日系金融機関

「Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank」が誕生した。個人投資家に向けて

「世界水準の資産運用商品」と「日本水準のサービス品質」を提供する同行は、チムサー

チョイ（尖沙咀）のペニンシュラホテル・オフィスタワー16階にオフィスを構える。

　個人向け資産運用プラットフォームとしての安心感を大切に事業を展開する同行。

開業直後は預金・保険のみの取り扱いとなるが、今夏にはワンストップでの資産運用

サービスも順次開始していく予定だ。世界三大金融センター香港において安心の日系

サービスをご希望の方は、ぜひ一度問い合わせをしてみよう。

Nippon Wealth Limited
資産運用専業金融機関  開業

16/F., The Peninsula Office Tower, 18 Middle Rd., TST
(852)3958-8828
www.nipponwealth.com （英語サイト）、jp.www.nipponwealth.com（日本語サイト） 

AIGLE
MISS Juliette、ICARE

雨の日でも気分が上がる鮮やかなレイングッズ
　機能的でありながらスタイリッシュな美しさを追及するエーグルか
ら、雨季の香港を乗り切るのにぴったりのレイングッズが登場。女性向

けのライン「MISS Juliette」からはヒールが
目を引くフェミニンなレインブーツが、男性
向け「ICARE」ラインからは軽くて使い勝手
の良いアンクルブーツが店頭に並ぶ。

日差しが強くなるこの季節こそシミ・美白対策！
　コーダリーより、メイクをしながら美白スキンケアができる「Vinoperfect 

Radiance Tinted moisturizer SPF20」が登場。ビタミンCよりシミ対策･美

白効果が約62倍多く見込めるヴィニフェ

リンと呼ばれるブドウのつるから採られる

天然エキスを配合している。LightとMedium

の2色でのラインナップ。輝く肌で夏を乗り

切ろう！

Caudalie
Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer SPF20

建国50周年記念美術展
　建国50周年を記念して、シンガポールの現代アート美術展「プルデン

シャルシンガポールアイ」がアートサイエンスミュージアムで開催され

る。17組のシンガポールアーティストによる歴史、文化、環境をテーマに

した作品が展示される。シンガポールを訪れる方はぜひ足を運んでみ

よう。毎月第1月曜日は入場が無料となる。

プルデンシャルシンガポールアイ
現代シンガポールアート

6月28日まで

一夜限りのメニューで贅沢なひとときを。
　最新アートを発信する「PMQ」のグランドオープンから1年。PMQ内に

ある同店では、記念のコース料理が限定で味わえる。店内はカジュアル

な下階、モダンな英国料理が味わえる上階と分かれ、明るく開放的な雰

囲気が自慢。さらに遊び心満点のカクテルやデザートも人気があり、香

港のレストランガイドにおいてトップ20に選ばれたほど。ぜひ味わって

みたい。

Aberdeen Street Social
特別ディナー

5月27日

AIGLE旗艦店
Shop L2-09, Festival Walk, Kowloon Tong
(852)2265-8098
www.aigle.com.hk 
MISS Juliette Lace：HKD1,750
ICARE Noir：HKD1,550

PMQ, G/F., JPC Bldg., 
35 Aberdeen St., Central
(852)2866-0300
www.aberdeenstreetsocial.hk
フェイスブック：aberdeenstreetsocial 
スペシャルディナー HKD1,200 
またはHKD2,188（ワインペアリング込）

Caudalie Boutique
5 Gough St., Central
(852)2319-1006
http://hk-en.caudalie.com
Vinoperfect Radiance Tinted Moisturizer SPF20: HKD360/40ml
Vinoperfect Complexion Correcting Radiance Serum: HKD580/30ml

アートサイエンスミュージアム
10 Bayfront Avenue, Singapore
10:00~19:00（最終入館時間18時）
http://jp.marinabaysands.com
大人：SGD12
12歳以下：SGD7
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香港

香港深圳

香港

Exhibition

ソルトヤード新商品
写真集オンラインストア

ミシュランシェフが振るうセットメニュー
　ミシュラン星を獲得したイタリアンシェフIgor Macchia氏が2年ぶりに
マルコポーロ香港ホテルの「Cucina」レストランに戻ってくる。革新的な
手法を取り入れる同氏の料理は多くの人を魅了してきた。そんな
Macchiaシェフが滞在する5月31日まで、ランチHKD318（3コース）、ディ
ナーHKD888（６コース）でセットが楽しめる。

マルコポーロ香港ホテル
Cucina

5月31日まで

気鋭の若きアーティスト達が集う美術展
　第2回Cafam Future展では、様々な芸術団体から推薦された33名の
アーティストの作品を見ることができる。作品はデッサン、インスタレー
ションアート、ビデオ、インテグレートアート等で、光、哲学、宗教などを
表現。Observer Creatorアクティビティでは若きアーティストたちの作品
に対する想いを聞くことができる。

第2回Cafam Future展
Observer Creatorツアー

7月5日まで

Boggi Milano
父の日ギフト

高品質でおしゃれな品を贈ろう！
　現代を生きる男性に向けた実用的且つ耐久性に優れたデザインが

人気の「Boggi Milano」から父の日にぴったりの商品を紹介。クラシック

なシャツや、遊び心のあるファンシーな柄の

ネクタイ、飽きのこない革製バッグなど高品

質でおしゃれなものばかり。年代を問わず持

つことができる同ブランドの品は誰にでも

喜ばれるに違いない！

若き才能を発掘しよう
　アートギャラリー「ソルトヤード」のオンラインストアは、まだ広く知ら
れていないアーティストの写真集を取り扱い、その才能を世に送り出し

ている。今回は新人写真家の作品を出
版物として取りまとめる「Aint-Bad 
Edition」の「From Here On」や、自費出
版本などがオンラインストアに並ぶ。在
庫ゼロとなる前にお気に入りの一冊を
探してみよう。

Oetker Collection
高級ホテルグループ

忘れられない素晴らしい滞在を
　伝統的なヨーロピアンスタイルのホスピタリティをもつホテルグルー

プで知られる「Oetker Collection」。同グループには、真珠のネックレス

のように輝く豪華な5つ星ホテルが集まり、滞在する人々を虜にする。

1870年、フランスのアンティーブに開業して以来長い歴史を持つ同ホテ

ルでの滞在は、香港の喧騒から離れリラックスした至福のひと時となる

だろう。

パピュレックス
アクネ対策化粧品

フランス生まれのアクネ対策エキスパートブランド
　オイリー肌を何とかしたいけど、パサついてしまうのはイヤ、という方

にオススメなのがパピュレックスのスキンケア商品。皮脂と水分のバ

ランスを適度に保ち、ほてりを抑え、細菌の増殖を

抑える。クレンジングジェルは低刺激で汚れを落と

すため、敏感肌にも優しい使用感。スポットジェル

はニキビ予防やニキビ痕に有効だ。 

(852)3563-8003
www.thesaltyard.hk/#!bookstore/c1tf
Aint-Bad Editions ‒ From Here On HKD250  他

Mannings、Wastons各店
(852)3605-5811
http://papulex.hk
クレンジングジェル HKD189/150 ml
スポットジェル HKD249/40 ml

Cucina
Level 6, Marco Polo Hongkong Hotel, 
Harbour City, TST
ランチ：12:00～14:30
ディナー：18:00～22:30
(852)2113-0808
www.cucinahk.com
フェイスブック：cucinahkh

Shop 317 Level 3, Ocean Terminal, 
Harbour City, TST
(852)3188-4385
Dobby Cotton Shirt Classic Collar：HKD1,190
Macro Fancy Printed Tie In Linen And Silk：HKD890
Leather Bag：HKD4,900
Fancy Handkerchief In Stamped Silk With Logo：HKD450

www.oetkercollection.com

K11, 18 Hanoi Rd., TST
10:00~22:00
http://hk.k11.com/tc/Today-in-K11
無料
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香港＆広東

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/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 インテリジェンス

香港18K～20K
初めて営業職へチャレンジされる方にお勧め！
日系メディアにて法人営業職。明るく丁寧な電話
対応や顧客訪問ができる方を募集。語学不問。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 インテリジェンス
香港15K

アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

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。

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

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 18K～20K

日系法人企業向け、経済・産業ニュースの会員
獲得業務。営業やカスタマーサービスの経験者
歓迎。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 25K～30K
請求書管理。課金システムにおける料金・オー
ダーのチェック。会計、財務などの関連業界に
おける３～4年の経験要。英語ビジネスレベル。
要MS Excel・MS Accessスキル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 20K香港/新界

飲食チェーンのウェブサイトや広告のデザイン。
関連する経験があり、創造的で斬新なアイデア
を持つ方。

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） RMB～16K東莞

工場管理。工場管理職に興味と実績のある方。
北京語、英語、ベトナム語が得意な方、興味の
ある方。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～30K
（コミッションを含む）香港/新界

風通しの良い社風が魅力！外資系大手通信
企業にて、アカウントマネジャー職。香港の日系
顧客に対する新規開拓とフォローアップ。要3年
以上の顧客対応業務経験およびビジネスレベル
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/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 15K
総務および貿易のアシスタント業務全般。日常
会話レベル以上の英語もしくは広東語。柔軟
にマルチタスクな業務に対応できる方。

インテリジェンス
香港

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

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

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K～30K香港/香港島

プロジェクトマネジメント能力が活かす、東証
一部上場メーカーにて営業職。主に日系企業
に対する、提案営業とプロジェクトのフォロー
アップ。要3年以上の営業経験および。

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

ビジネス好調な企業より募集！香港内の日系
飲食関連企業に対するシステムの営業。要IT
業界での就業経験あるいはIT基礎知識を持つ方。
コミュニケーションレベルの英語必須。

インテリジェンス
香港

サービス系/
その他サービス 香港/香港島 18K～32K

福利厚生が充実のポジション！ 香港内のペッ
トサロンにてトリマー職。要3年以上の日本で
のトリマー経験および初歩的な英語。家賃補助
有り。

インテリジェンス
広州

サービス系/
旅行・レジャー・観光 広州 RMB～12K

日系大手ホテルでのフロントデスク業務。おも
に日本人顧客の対応,接客業務に適性がある方。
北京語or英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
その他サービス HKD～30K

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。

東莞

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） 香港/九龍 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。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～18K

リサーチが得意な方を急募！総合商社にて香
港マーケットのリサーチと翻訳業務。要市場調
査あるいはマーケティング関連経験およびコ
ミュニケーションレベルの英語と広東語。

香港/九龍 20K～28K インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

未経験でもやる気がある方歓迎！玩具関連
メーカーでの生産管理職。頻繁に華南の工場
に出張し、生産・品質の管理、顧客対応と幅広く
担当。要コミュニケーションレベルの普通話。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍

業界未経験でもチャレンジ可能！大手物流
企業での営業職。主に日系顧客に対する物流
サービスの提案営業。要法人営業経験と、コミュ
ニケーションレベルの英語あるいは普通話。

20K～22K
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香港

香港

ベトナム香港＆広東

ホーチミン

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/
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。

香港/香港島 20K～30K RGF 香港

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18K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
要望等を聞き、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

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

25K～35K

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。

香港/香港島

香港/香港島

16K～23K

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。

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。

営業・販売系/金融・保険

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

18K～19K香港/香港島

ＩＴ関連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。

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

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

RGF 香港
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/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

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

QUICK
VIETNAM

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

ベトナム/
ホーチミン

US$2,000
～2,500

製造責任者：生産管理、品質管理、3Q6Sの
徹底、人材育成等。現場管理経験3年以上、
モジュール製造経験者歓迎、40～50代前半迄。

QUICK
VIETNAM

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

年俸450
～550万円

ベトナム/
ホーチミン

工場管理者(工場長候補)：フォークリフト部品
の製造現場の総責任者として社長の補佐。
機械加工の知識・経験がある方、製造現場の
管理者としての勤務経験がある方、30～40代。

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。

QUICK
VIETNAM

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
メーカー（機械・電気・電子）

ベトナム/
ホーチミン

US$2,000
～2,500

通訳・翻訳職：日英、英日通訳・翻訳、顧客（英語圏）
対応、契約書の翻訳等。英語（ビジネスレベル）、
未経験者可。

QUICK
VIETNAM

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

US$1,600
～2,000

※US$2,500まで
応相談

ベトナム/
ホーチミン

秘書及び事務：秘書業務、電話対応、サポート
業務などの事務全般。大卒の方。

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

15K～23K香港/香港島

日系コンサルティング関連会社でのアシスタン
トマネジャー。香港等に進出・会社設立する
日系企業向け。市場調査等。調査業務2年以上、
プロジェクトマネジメント経験2年以上要。
日本語が母国語で英語が堪能な方。

US$2,000
～4,000

US$2,500
～3,500

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

US$2,000
～5,000

ベトナム/
ホーチミン

生産管理職：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、提携工場への
出張有。※縫製技術指導職も募集有。繊維業界
の品質管理実務経験者、縫製技術指導経験者
及び英語（ビジネスレベル）必須。

QUICK
VIETNAM

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

ベトナム/
ホーチミン

プリセールス/サーバーエンジニア。日系メー
カーなどのインフラ構築、ネットワーク設計全般。
大卒以上経験2年以上の方、英語日常会話。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

年俸
600万円
以上

テクニカルアドバイザー：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

ベトナム/
ホーチミン

営業マネジャー：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
ジャーとして活躍の方。大卒、IT業界での営業
経験5年以上。

QUICK
VIETNAM

ベトナム/
ホーチミン

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

　中国の社会信用システムの構築および公平な市場競争促進に対応するた
め、中国税関は、新しい「企業輸出入信用管理制度」（以下「同信用制度」とい
う）を導入しています。2回に分けて同信用制度について説明していきます。第
一部では、まず新しい制度の概略と、信用等級の変更に注目します。

　2014年12月1日より実施された同信用制度は、これまでの税関「企業分類管
理」が変更され、企業認証の認定基準が厳しくなっています。また、ネット上で
の行政処罰情報開示に関して改正が加えられました。
　同信用制度に関する主な規定には、「税関企業信用管理暫定弁法」（税関総
署令第225号、以下「暫定弁法」という）、および「税関総署による『税関認証企
業標準』の公布に関する公告」（税関総署公告2014年第82号）が含まれます。
当該規定の施行により「企業分類管理弁法」（税関総署第197号、以下「旧管理
弁法」）は廃止されました。

信用等級の変更及び各等級企業の管理措置
　同信用制度は、税関登記企業の信用状況に照らして、認証企業（高級認証企
業および一般認証企業に分ける）、一般信用企業および信用喪失企業（中国語
原文は「失信企業」）に分類するようになります。「信用を持ち、法律を遵守して
いる企業に利便性を与え、信用を喪失し法律に違反する企業に懲戒を課す」と
いう原則に基づき、信用等級別の税関登記企業に異なる管理措置を適用しま
す。各企業等級の管理方針・管理措置は、右の表のとおりです。（※認証企業と
は中国税関が認証した経営者［AEO］を指す。）

　同信用制度においては、認定基準の厳格化や、優良企業に対する優遇およ
び管理の簡素化が注目されますが、問題企業に対する管理を強化するという
意図があります。また、税関登記企業の輸出入額にかかわらず、これまで上位

の信用認証認定を受けにく
かった規模の比較的小さな
企業にも、優遇措置のある上
位の認定を受ける機会が開
かれています。ただし、企業
情報の開示や社内管理の厳
格さが求められています。

（続く）

【広東君厚法律事務所】 
　◆顧問 周軍偉

新
し
い
関
税
企
業
信
用
管
理
制
度

に
つ
い
て（
第
一部
）

周軍偉顧問：実習弁護士、中級会計検査官、会計修士
号取得。得意分野は、税関法、輸出入貿易、政府事務
協調、税法、融資など。2014年8月に広東君厚法律事
務所入所。それまでの12年間、税関正科級幹部とし
て、税関関連の部署を経験。税関検査、税関関税徴収
などの分野においても豊富な経験をもつ。また税関
部門の講師も兼任していた。税関部門による個人賞7
回受賞。中山市青年ベテラン等栄誉を獲得。広州某国
営企業の税務調査（企業の刑事責任の回避）を担当。
普通貨物密輸嫌疑事件における陳氏側代理人（税関
刑事調査機関による事件取消し）。広州市蘿岡某日系
企業従業員の急死事件（労使両者和解）を担当。

広東君厚法律事務所　King & Land Law Firm
住所：広州市天河路101号興業銀行ビル14階
電話：4000-182-606（日本語・英語ホットライン）
メール：consultancy@vip.sina.com
ウェブ：www.kingandland.com

企業等級別 各等級企業への管理方針、措置

認証
企業

一般認証企業の措置に加え
輸出入貨物の商品分類、税関価格評価、
原産地認定またはその他の税関手続き完了前に、通関手続きを行う
調整係員を設置
加工貿易企業の銀行保証金台帳制度を実行しない
AEO（「認定事業者」）相互認証国家または地域において税関は通関利便性措置を適用*

低い輸出入貨物検査率
輸出入貨物書類審査の簡素化
輸出入貨物通関手続きの優先処理

税関の普通管理基準

高い輸出入貨物の検査率
輸出入貨物書類の重点審査
加工貿易など段階の重点監督管理実施

企業信用認定結果が一致せず、適用管理措置が異なる場合、
低い分類の管理措置が優先される
認証企業に密輸の疑いで立件調査が行われた場合、
一般信用企業としての措置が適用され、元の管理措置は停止される

 ✓ 

 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 

 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 
 ✓ 

 ✓ 

 ✓ 

高級認証企業

一般認証企業

一般信用企業

信用喪失企業

備考

*同信用制度では「国際貿易の安全確保及び円滑化のための基準の枠組」におけるAEO制度が採用され、認証企業は中国税関
が認証した経営者であることが明確にされる。高級認証企業は中国税関とAEO相互認証の国家、地域の税関による通関円滑化
措置が適用される。
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香港

　麗芬からの手紙を広東語から日本語に訳し
て藤沢に読んで聞かせた干少葦は華北の貧農
の子に生まれ、自分の家からも国からも何一つ
貰えずに育った。少年時代に乞食みたいに満
州に行って、満鉄の商業学校にタダで入れても
らった。「オレ、日本語や勉強教わって、卒業して
からも満鉄の子会社で働いたよ。オレいま一人
前になってるの、その基礎になってるもの、全
部日本からもらったのよ。」だから日本に恩があ
る。その恩を麗芬に返すことで日本に返した
い。その干少葦の気持ちを受け止めた藤沢は、
少葦が麗芬をシンガポールから呼び戻すとい
う考えに同意した。しかし麗芬の境遇には、胸
を引きちぎられるほどの不憫さを覚えるが、自
身はいずれは日本に引き揚げねばならぬ身
だ。ましてや、麗芬のひたむきな愛を知ってし
まった今は、日本人であり社会人である藤沢に
は、これ以上踏み込むことはできないことで
あった。
　干少葦の手配で、藤沢の殉職のその日に麗
芬はシンガポールから帰って来ていた。藤沢の
殉職はその日の香港の各夕刊に写真入りの大
見出しで扱われていた。しかし麗芬は、その日
は新聞を買わなかった。帰着をすぐ干夫妻に
報告しようかとも考えたが、若い女性のはにか
みもあって明朝に延ばした。だから麗芬は藤沢
の死を知らず、再会の楽しみを胸に、その夜は
自宅でくつろいだのであった。
　その間にも悲しみの葬儀は進んでいた。200
人を超す現場の中国人が通夜に集まってい
た。しかも、彼等は日本から来た弟や息子がホ
テルに帰った後も去ろうとせず、ついに全員が
明け方の4時まで、藤沢の遺体を守っていた。
麗芬が藤沢の殉職を知ったのはすでに告別式

の始まっていた16日の昼ごろであっ
た。母と士傑との水入らずの昼食を
とってから、留守中世話になった干
少葦の家にお礼の電話を掛けた。
電話に出たのは少葦の細君で、長
い間の好意に謝辞を述べようとする
と、「それどころではありません。藤
沢先生が工事現場で殉職なさって、
今九龍殯儀館で告別式の最中です。早く行かな
いと！」細君はせきこんで言った。麗芬は呆然と
した。何が起こったのか、飲み込むことができ
なかった。しかし九龍殯儀館と言われたことを
思い出し、ともかくタクシーに乗りこんだ。殯儀
館への道をタクシーが曲がる度に、藤沢の死が
次第に実感できるようになってきた（私はあん
なに藤沢さんを愛していたのに！）。麗芬の頬を
突然に涙が流れた。麗芬の現世での理想は藤
澤の第二夫人になることであった。妻子のある
藤沢には麗芬を愛しうる状態には社会的に限
界があるのだが、一夫多妻の習慣を残す香港
では社会的にも制限はなく、なんの心の障害も
なかった（でも・・・藤澤さんはもういないの
だ・・・）。
　打ちひしがれた麗芬が殯儀館に着いたの
は、柩が霊柩車に移ろうとする時であった。涙
でくしゃくしゃに歪んだ顔を伏せて霊柩車を
拝んだ時、西松建設の社員から藤沢が生前こよ
なく愛した「雪山賛歌」の合唱が沸き起こった。
̶̶山よさよならご機嫌よろしゅう
　　　また来る時にも笑っておくれ
　麗芬は、そのメロディーを知っていた。雪山
賛歌としてでなく、元歌である「いとしのクレ
メンタイ」としてであった。
̶̶オーマイダーリン　オーマイダーリン　
オーマイダーリン　クレメンタイン　ユーアー
ロスト　アンド　ゴーン　フォーエヴァー
　いとしの人は香港の水に消えて、もう永久に
帰らない̶̶と、麗芬にとってはまるで自分自
身の歌をみんなが合唱してくれているかのよう
であった。涙もぬぐわずに、麗芬は歌い続けた。
　藤沢の葬儀が終わって、西松の現場にはそ
れまでに無かったほどの全員の親和が見られ
た。「藤沢君の死を無駄にしてはならない。」「こ
の仕事を完璧にやり遂げることが、藤沢さんの
霊をなぐさめる道なのだ。」ほんとうに皆がそう
思ったという。好天気が続いて、仕上げ工事は
捗った。

　藤沢が香港で殉職してから1年が経った12月
初旬、東京の産経新聞に勤める藤沢の弟は1通
の外国郵便を受け取った。中身は英文で、「私
は兄上のご在世中、大変お世話になり、私の生

涯を決するような精神的な影響を受けた者で
ある。殉職されてから一周忌を迎えるので、ぜ
ひお墓に参りたい。ご案内いただければ幸い
です。」といった内容であった。何麗芬とは何者
だろう？ 弟はあちこちに問い合わせて、香港の
ダンサーにそんな名前の人が居たように思う
と聞いた（ダンサーらしいというが・・・兄の愛人
だったのだろうか？それとも・・・）。弟は当惑し
て悩んだ。一周忌の法要の家族や親類の中に
異国の女性を連れてゆくのは難儀な仕事とい
うべきであった。しかし弟は決心した。東京にも
異国人を愛人に持っている日本女性は多いが、
男が死んでから一年も経って、その母国まで墓
参りに行くような女性は稀有というべきであろ
う。そのように誠実な人を、兄が愛人にもったと
すれば、その人こそ、自分たち弟妹のために苦
労ばかり多くて家族との平安のほかには華や
いだものの何一つなかった兄の生涯に、ロ
マンの花の一輪を挿し添えてくれた人として、
自分はむしろ感謝して迎えねばならないだろ
う・・・と。
 家族・親戚に混じって慎ましく法要を終えた麗
芬は、一人早目にホテルに引き上げ、翌朝未明
に起きた。干少葦に頼んで藤沢の遺品から貰
い受けた旧日本陸軍の水筒を取り出し、両手一
杯の花束を抱えて、タクシーに乗り込んだ。
　藤沢の墓の前に崩れるように雪に跪いた。
「マイダーリン・イサオ。やっと二人きりでお話
できますね̶̶。でも、私は・・・あなたとお別
れする為に来たのです。」墓石を抱擁するよう
に花を飾った。「さよならフジサワ、もう会えな
い。」麗芬は水筒を取上げると、栓を抜いて、藤
沢の墓石に水を注いだ。
　「̶̶これが貴方が命を捧げた、香港の水道
の水です。でもその水道も、まるで何百年も昔
からあったかのように、いずれ貴方の名前を忘
れることでしょう。̶ ̶私にも忘れさせて下さ
い。あなたへの悲しい愛情の記憶を断ち切ら
ねば、私は香港の激しい生活を生きられな
い。」長い黙祷であった。やがて「サヨナラ」と口
の中でつぶやくと、麗芬はまだ涙の乾いていな
い目をしっかり見開いて、確かな足取りで立ち
上がった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　完
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藤沢氏の殉職から50年目の命日となる
昨年12月、下城門水塘で慰霊の集いが行
われた
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堀正國際は、機械部品の商社として事業を展開する堀正工業が
2005年に香港で設立した会社だ。中国に進出した日系企業にベ
アリング等の機械部品の販売を手掛けている。

機械部品の商社が農業分野の事業を行っている「VEGILAB」は、
2012年から新規に始められた事業と伺いました。
　はい、堀正工業では、今後ますます重要となってくる「食」を
テーマとした新規事業を始めたいと考えて、5年前よりリサーチ
を開始しました。そして、2012年に立ち上げたのが、新しい農法
でビジネスモデルづくりに取り組むVEGILABグリーンテクノロ
ジー部門です。
　VEGILABでは、香港に拠点を設けて、海外で日本いちごを栽
培する技術の研究と、施設内で内部環境をコントロールしてレタ
スなどの葉物野菜を育てる「植物工場」システムの開発・販売の2
つの事業に取り組んでいます。植物工場システムについては、施
設内で使われるLED照明を商材として扱っていたことも決め手と
なりました。

どうして香港に拠点を設けられたのですか。
　いちごの栽培については、香港では日本いちごの人気が高く、

当時は日本から入ってくるいちごも
少なかったのでニーズがあると考え
ました。香港の気候は、いちごの栽培
には向いているとはいえないのです
が、チャレンジとしてやってみようと。
　植物工場システムについても、香
港は高層ビルが多くて土地も少なく、
大気汚染等の影響で食の安全に対
する関心も高まっているので、施設内
で安心な野菜を供給できる植物工場

の需要があると思いました。
　2013年に、新界のファンリン（粉嶺）地区でいちごのパイロッ
トファームと、シャーティン（沙田）にあるサイエンスパークで植
物工場システムのショールームを兼ねたラボを開設しました。私
達が目指しているのは、新しい技術を科学的に実証し、経済的に
も成り立つ農業モデルの提案です。

日本いちごの栽培はどのように取り組まれているのですか。
　パイロットファームとして、約1反（990平方メートル）のいちご
ハウスを運営しています。日本のいちご農家と提携し、栽培の指
導を受けています。いちごは地面より高い位置に設定した棚の
上（高設栽培）で、土ではなくヤシ殻を用いた培地で栽培してい
ます。ここで次世代栽培システムとして採用しているのが、イスラ
エル発祥の水やり方法を日本の技術でIT化した「自動点滴灌水
ハイドロポイックス・システム」です。これはいちごやトマトなどの
ハウス栽培に適した栽培方法で、6種類のオリジナル養液を植物
の育成段階にあわせて、プログラミングによる自動制御で供給し
ます。また日本の農家とは、スマートフォンのアプリで生育情報を
共有し、養液のバランスや水やりのタイミング、温度調整などの
アドバイスを受けています。

香港の気候に合わせた、いちごの栽培は大変でしたか。
　はい、日本と同じ栽培方法ではダメなので、こちらの気候に合
わせていろいろ試行錯誤しながらやってきました。いちごはデリ
ケートで、3～4日天気が悪い日が続くと、味がどーんと落ちてし
まいます。また日が強すぎると、今度は小さくて真っ赤かになって
しまう。日差しが強い日は遮光カーテンをかけるなど、日本人が1
人、つきっきりで世話をしています。
　またハウス栽培での暑さ対策としては、乾燥した地域でした
ら、ミスト（霧）や、壁面に水を流すパットを設置し、取り込んだ空

気を冷却しハウス内に循環させる方法もあります。でも、湿度が
高い香港でこの方法をやると、いちごが病気になってしまいま
す。チラー（温度を一定に保つ装置）は使っており、温度を下げる
ために、いちごの培地や上部に水を流すためのパイプを配置し
ています。こうした取組みも含めてビニールハウスには様々な技
術が詰め込まれています。

おいしいいちごができあがりましたか。
　3シーズンのいちごの収穫を終えましたが、2シーズン目から
満足のできるものができ上がりました。シーズン中はハウス前の
バス停でも直売しています。ハイキングがてら、周辺にある路地
栽培の農園でいちご狩りをやって来た方が「さくら姫」を食べて
味の違いにびっくりされていました。香港の気候でも、私達の栽
培方法を用いれば、美味しいものができるんですよ。
　「さくら姫」は農地を借りている先から紹介してもらい、一昨年
より有機野菜を取り扱っているショップ「ファームダイレクト」で販
売しています。また昨年からワンチャイ（湾仔）のグランドハイアッ
トで、スイーツにも使っていただいています。
　空輸してくる日本いちごは、まだ熟していない段階で摘んでい
ます。でも私達の方法だと、完熟で朝摘んだいちごを販売できる
ので味がぜんぜん違います。

いちごの販売で採算はとれますか。
　店頭では日本から輸入されている高級いちごと同じ値段で販
売していますが、1反の栽培面積では採算は合いません。香港で
は10月末に苗を定植し、12月中旬から収穫が始まり、天気により
ますが4月末まで収穫することができます。でも日本より収穫でき
る時期が短いので、日本で1反から5トン収穫できるとしたら、香
港では3～4トンしか収穫できず収量が下がります。栽培面積が3
～5倍になれば採算が取れるようになるでしょう。

おいしい日本いちごが身近になる取り組み、ぜひ広げてほしいです。
　みなさんからそう言われます（笑）。いちごの栽培は、採算が合
うように規模を大きくしてやっていきたいと考えています。香港の
ほか、ハワイや沖縄で栽培する計画もあり、どこでやるかは今検
討しているところです。

植物工場システムの事案についても教えてください。
　こちらはハワイ大学との共同研究で行っています。植物工場は
タンクに養液を入れて栄養を与える水耕栽培が一般的です。でも
私達のシステムでは化学肥料や農薬を一切使わない「アクアポ
ニックス」という栽培方法を用いています。この栽培方法は魚の
養殖方法を活用したものです。具体的には、タンクの中で魚を飼
い、魚の排泄物に含まれるアンモニアを、バクテリアの働きで亜
硝酸塩、そして硝酸塩へ変換させ、植物の養分として供給します。
植物が硝酸塩などの養分を吸収し浄化された水は、再びタンク
に戻されます。この循環システムでは、水耕栽培と同様、水の使用
量が一般的な栽培方法と比べて1/10で済みます。化学肥料を用
いていない栽培法なので、ハワイ大学に設置されている同じシス
テムはアメリカの有機認定も取得しています。

香港・華南で輝く
日本の先端技術

ハイテクビニールハウスで実現
完熟・朝摘みの日本いちごが香港で食べられる！
ハイテクビニールハウスで実現
完熟・朝摘みの日本いちごが香港で食べられる！

堀正國際 VEGILABグリーンテクノロジー部門の
プロジェクトマネージャー堀田三洋（ほったみつひろ）さん
香港在住3年。香港と日本を行き来する生活を送る。また3カ月
に1回は出張でハワイを訪れるという。今シーズンの「さくら
姫」の販売は残念ながら終了。来シーズンの販売は12月から
始まる予定。「ぜひ味わってみてください」と堀田さん。

熱帯魚などを飼っている方も、このシステムに興味を持っているそ
うですね。
　はい。モンコック（旺角）で魚を眺めている人にリサーチしたら、
ぜひこういうシステムが欲しいといわれました。魚を飼っている
人は、このシステムがあれば水の交換をしなくてすみますから。

引き合いも多く寄せられているそうですね。
　はい、ビルの屋上でやってほしいとか、中国で新たに工業団地
を設立したので、そこに作って目玉にできないか、など多くの引
き合いが寄せられています。昨年11月に香港で開催されたエコ
エクスポアジアに出店しましたが、反響が大きかったですね。
　これまでは研究がメインでしたが、家庭や店舗向けに、工業デ
ザイナーの方などの協力を得て、アクアポニックスシステムを採
用したミニプランターも開発しました。下で熱帯魚を飼い、上で
野菜を栽培できるもので、インテリアとしても楽しめます。今年中
に販売を開始できれば、と思っています。
　ハワイでは、アクアポニックスによる植物工場と、いちごハウス
をパッケージにした観光農園を建設する計画も進めています。こ
れらのシステムに、大腸菌やサルモネラ菌等を検知する検知器
などをセットして販売していきたいと考えています。

香港で人気の日本いちご。
堀正國際のVEGILABグリーンテクノロジー部門では、香港で日本いちごの栽培・販売に取り組んでいる。
日本から取り寄せたいちごの苗を、次世代栽培システムや日本のいちご農家のノウハウを導入したビニールハウスで育成。
そこで実った香港生まれの日本いちごを「さくら姫」と名付けて一昨年より販売をスタートした。
大粒で甘み・酸味のバランスがよい「さくら姫」は香港の人達に大好評。
VEGILABプロジェクトマネージャーの掘田三洋さんにお話を伺った。

VEGILABの香港生まれの日本いちご「さくら姫」

胸

を張
ろう！

力力

香港のハイテクビニールハウスで実をつけた日本いちご

店頭で販売される「さくら姫」
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達が目指しているのは、新しい技術を科学的に実証し、経済的に
も成り立つ農業モデルの提案です。

日本いちごの栽培はどのように取り組まれているのですか。
　パイロットファームとして、約1反（990平方メートル）のいちご
ハウスを運営しています。日本のいちご農家と提携し、栽培の指
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　はい、日本と同じ栽培方法ではダメなので、こちらの気候に合
わせていろいろ試行錯誤しながらやってきました。いちごはデリ
ケートで、3～4日天気が悪い日が続くと、味がどーんと落ちてし
まいます。また日が強すぎると、今度は小さくて真っ赤かになって
しまう。日差しが強い日は遮光カーテンをかけるなど、日本人が1
人、つきっきりで世話をしています。
　またハウス栽培での暑さ対策としては、乾燥した地域でした
ら、ミスト（霧）や、壁面に水を流すパットを設置し、取り込んだ空

気を冷却しハウス内に循環させる方法もあります。でも、湿度が
高い香港でこの方法をやると、いちごが病気になってしまいま
す。チラー（温度を一定に保つ装置）は使っており、温度を下げる
ために、いちごの培地や上部に水を流すためのパイプを配置し
ています。こうした取組みも含めてビニールハウスには様々な技
術が詰め込まれています。

おいしいいちごができあがりましたか。
　3シーズンのいちごの収穫を終えましたが、2シーズン目から
満足のできるものができ上がりました。シーズン中はハウス前の
バス停でも直売しています。ハイキングがてら、周辺にある路地
栽培の農園でいちご狩りをやって来た方が「さくら姫」を食べて
味の違いにびっくりされていました。香港の気候でも、私達の栽
培方法を用いれば、美味しいものができるんですよ。
　「さくら姫」は農地を借りている先から紹介してもらい、一昨年
より有機野菜を取り扱っているショップ「ファームダイレクト」で販
売しています。また昨年からワンチャイ（湾仔）のグランドハイアッ
トで、スイーツにも使っていただいています。
　空輸してくる日本いちごは、まだ熟していない段階で摘んでい
ます。でも私達の方法だと、完熟で朝摘んだいちごを販売できる
ので味がぜんぜん違います。

いちごの販売で採算はとれますか。
　店頭では日本から輸入されている高級いちごと同じ値段で販
売していますが、1反の栽培面積では採算は合いません。香港で
は10月末に苗を定植し、12月中旬から収穫が始まり、天気により
ますが4月末まで収穫することができます。でも日本より収穫でき
る時期が短いので、日本で1反から5トン収穫できるとしたら、香
港では3～4トンしか収穫できず収量が下がります。栽培面積が3
～5倍になれば採算が取れるようになるでしょう。

おいしい日本いちごが身近になる取り組み、ぜひ広げてほしいです。
　みなさんからそう言われます（笑）。いちごの栽培は、採算が合
うように規模を大きくしてやっていきたいと考えています。香港の
ほか、ハワイや沖縄で栽培する計画もあり、どこでやるかは今検
討しているところです。

植物工場システムの事案についても教えてください。
　こちらはハワイ大学との共同研究で行っています。植物工場は
タンクに養液を入れて栄養を与える水耕栽培が一般的です。でも
私達のシステムでは化学肥料や農薬を一切使わない「アクアポ
ニックス」という栽培方法を用いています。この栽培方法は魚の
養殖方法を活用したものです。具体的には、タンクの中で魚を飼
い、魚の排泄物に含まれるアンモニアを、バクテリアの働きで亜
硝酸塩、そして硝酸塩へ変換させ、植物の養分として供給します。
植物が硝酸塩などの養分を吸収し浄化された水は、再びタンク
に戻されます。この循環システムでは、水耕栽培と同様、水の使用
量が一般的な栽培方法と比べて1/10で済みます。化学肥料を用
いていない栽培法なので、ハワイ大学に設置されている同じシス
テムはアメリカの有機認定も取得しています。

熱帯魚などを飼っている方も、このシステムに興味を持っているそ
うですね。
　はい。モンコック（旺角）で魚を眺めている人にリサーチしたら、
ぜひこういうシステムが欲しいといわれました。魚を飼っている
人は、このシステムがあれば水の交換をしなくてすみますから。

引き合いも多く寄せられているそうですね。
　はい、ビルの屋上でやってほしいとか、中国で新たに工業団地
を設立したので、そこに作って目玉にできないか、など多くの引
き合いが寄せられています。昨年11月に香港で開催されたエコ
エクスポアジアに出店しましたが、反響が大きかったですね。
　これまでは研究がメインでしたが、家庭や店舗向けに、工業デ
ザイナーの方などの協力を得て、アクアポニックスシステムを採
用したミニプランターも開発しました。下で熱帯魚を飼い、上で
野菜を栽培できるもので、インテリアとしても楽しめます。今年中
に販売を開始できれば、と思っています。
　ハワイでは、アクアポニックスによる植物工場と、いちごハウス
をパッケージにした観光農園を建設する計画も進めています。こ
れらのシステムに、大腸菌やサルモネラ菌等を検知する検知器
などをセットして販売していきたいと考えています。

堀正國際　VEGILABグリーンテクノロジー部門
住所：2/F., Unit 208, Bio Tech Centre 1, 9 Science Park West Ave., 
　　  Science Park, Pak Shek Kok, N.T.
電話：（852）2210-7136
メール：info@vegilab.com
ウェブ：www.vegilab.com

サイエンスパークにある植物工場システムのショールームを兼ねたラボ

下で熱帯魚を飼い、
上で葉物野菜を栽培
できるアクアポニック
ス・プランター

11Pocket Page Weekly 29 May 2015 No. 489
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

　ちまたにあふれる数々のスキンケア用品。どのブランドも自社商品のすばらしさをア
ピールしている。でも、どれを選ぶにしても次のことは確か。‘‘自分の肌に合ったスキンケア
をしなければお肌のトラブルは解決しない。’’
　肌のタイプは千差万別、一つとして同じものはない。あるスキンケア商品がすべての人
に有効であるとは限らず肌は気分や環境、季節や時間帯などの要素を受けて変化を続け
る。つまり、本当に自分にピッタリ合うスキンケア用品を見つけることは簡単ではない。
そんな悩みにぴったりなのが、今回紹介する、自分で‘‘調合する’’スキンケアだ。

これまでになかった“組み合わせ”という新しいコンセプト
　TCM PLUSでは、「組み合わせタイプ・スキンケア商品」という全く新しいコンセプトを導き出し
た。これは、異なる肌タイプ、また刻々と変化する皮膚の特性に対する最も有効なスキンケアとして
注目されている。
　漢方では、一人一人の個人差に合わせた治療をすることを重視する。体質や症状や原因は複雑
を極めるため、症状は同じでも人によって漢方薬の種類や配合は異なる。いわば、その人のための
“オーダーメード”スキンケアが可能となる。この考え方と調和して、TCM PLUSでは二種類もしくは
それ以上の異なる商品を組み合わせて、その人にピッタリのスキンケア用品を作ることで、最大限
の効果を肌にもたらす。

自分の肌“専用”を作る
　TCM PLUSでは、ウォッシング（洗浄）、モイスチャライジング（保湿）、ホワイトニング（美白）、エイ
ジングケア（抗老化）という4ラインがある。ウォッシングラインには「ウォッシングフォーム」と
「ウォッシングスクラブ」があり、ほかの3ラインにはそれぞれローション（化粧水）、エッセンス（美容
液）、ミルク（乳液）またはクリームが用意されている。各商品のスキンケア特性に合わせて単体で
使用することができるほか、皮膚のタイプや変化に合わせて複数を組み合わせることもできる。肌
のことを一番に考えたオンリーワンスキンケア商品を作ってみよう。

【使用方法】
　TCM PLUSのローション（化粧水）、エッセンス（美容液）、ミルク（乳液）またはクリームはそれぞ
れ自由に組み合わせることができる。使用する時には、肌の状態、季節、時間帯などの要素を考慮し
よう。組み合わせる時には、手に適量を取り、中指と薬指で軽く混ぜ合わせ、肌にむらなくなじませ
る。強化したいラインの配合割合を調整することでより効果を発揮させることが可能だ。

　4つのステップをセットで行なうことで最大の効果が得られる。まずは洗浄で肌の汚れや古い角
質を洗い流し、ローションで栄養を吸収しやすいように肌を整えよう。さらに、エッセンスで栄養を
浸透させ、肌が必要とするケア効果を行き渡らせる。最後にミルクまたはクリームで潤いと栄養分
をキープさせよう。みずみずしい潤い肌がもどるだろう。 

これからのスキンケアコンセプトは“組み合わせ”！
自分にピッタリのスキンケアを考えよう

TCM PLUS製品情報、ご購入については公式ウェブページをご覧ください。
www.tcmplusonline.com
お問い合わせ：(852)2366-8987
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Step 1
ウォッシング（洗浄）

Step 2
ローション（化粧水）

Step 3
エッセンス（美容液）

Step 4
ミルク（乳液）・ クリーム

フォーム モイスチャライジング ホワイトニング

or

モイスチャライジング ホワイトニング

or

モイスチャライジング ホワイトニング

+

フォーム モイスチャライジング ホワイトニング エイジングケア

+ +

モイスチャライジング ホワイトニング

+

モイスチャライジング エイジングケアホワイトニング

+ +

スクラブ モイスチャライジング ホワイトニング エイジングケア

+ +

モイスチャライジング ホワイトニング エイジングケア

+ +

モイスチャライジング エイジングケアホワイトニング

+ +

1.表の組み合わせ例は湿度の高い初夏という設定の場合。各自の肌コンディション、気分、季節、環境に合わせて自由に組み合わせよう。
2.異なるラインのローションを自由に組み合わせ。他のステップも同様で、異なるラインでも同じステップの商品を自由に組み合わせ可能。

初夏の季節お薦めの組み合わせ例
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