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メイクによるトラブルを避ける
安全なメイク商品の選び方
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景ちゃんの勝手に
グワンドン観光協会
景ちゃんの勝手に
グワンドン観光協会

好評連載！

広州案内1Dayプラン！広州案内1Dayプラン！
スペシャル！スペシャル！



香港

　夏は子どもが新しく学び始めるのにぴったりの時期―。香港内に5教室
を展開するEXCEED進学会では、夏に向けて、年長から小学生までを対象
とした2つの講座で、入会金が無料となるキャンペーンを実施している。
　1つは、1人ひとりのための算数・国語の学習教室「ガウディア」。ガウ
ディアは、身につけた知識や情報を活用する「使える力」（学力）をはぐく
む新しい学習方法だ。週1～2回の通塾と、毎日のガウディア教材で学力
を着実に伸ばしていく。教材のボリュームは多く、6学年で2教科計2万
ページにも及ぶが、各自に合った単元から学ぶことができる。国語は
インター校に通う日本語力を高めたい生徒にもおすすめ。算数は計算
問題のみならず、図形・角度の問題や文章題も豊富。算数の総合的な力
や論理的思考力を低学年から鍛えてくれる。
　もう1つは、英語の教室「ENGLISH CUBS（イングリッシュ カブス）」。こ
の授業では経験豊かなネイティブ講師と日本人のダブルティーチャーシ
ステムにより、｢読む｣「書く」｢聴く｣｢話す｣の4技能を効果的に学ぶこと

ができる。大学入試改革などを議論している文部科学省の諮問機関「中
央教育審議会」では、英語について4技能の能力を測るよう「TOEFL」な
ど民間が実施する試験の活用を提案している。数年後の大学入試英語
の多様化は確実だ。EXCEED進学会では、中・高生向けにはTOEFL、
TOEIC、SAT、国際的な教育プログラムIB（Japanese/Math)に対応したカ
リキュラムを提供する。将来を見据え、社会で必要とされる力を養成する
EXCEED進学会の英語教育にも期待したい。

幼児から高校生まで学べる学習塾、EXCEED進学会
夏に向けて入会キャンペーンを実施中

EXCEED 進学会
http://exceed.com.hk

【個別部門】
太古教室/ホンハム教室/銅鑼湾教室
【集団部門】
デリア教室/九龍教室

台湾・タイでシェアNo.1を誇るWiFiレンタル会社が香港上陸
夏休みへ向けてお得なキャンペーン実施中
　インターネットやSNSが手放せない時代になり、海外旅行をする人も
急激に増えている昨今、ポケットWiFiの需要が年々高まっている。香港で
も大小多くのWiFiレンタル会社が乱立し始める中、台湾・タイでWiFi
レンタルのシェアNo.1を獲得した「Horizon WiFi」が香港に上陸。WiFi
レンタルサービスを開始した。
　WiFiを選ぶにあたり、価格、サービス、利便性、機種、対応国など様々
な選択基準があるが、いずれにおいてもNo.1を目指している同社は、安
心の日本語対応はもちろんのこと、ぎりぎりの申し込みなどのイレギュ
ラーな要望にも誠心誠意対応する。WiFiのバックに入っている手書きの
メッセージカードも借り手をほっと和ませてくれる。
　受け渡しはションワン(上環)の店頭ほか、会社や自宅など指定先へヤ
マト運輸による配達、サークルK（259店舗）での受け取りも可能で、利便
性は申し分ない。旅行や出張が多くなるこれからのシーズン、是非一度
試してみてはいかが。

■8月末までお得なキャンペーンを実施中■
　ウェブサイト内の予約ページでPPW専用のキャンペーンコードを
　入力するとお得な割引あり。
　キャンペーンコード　PPW062015

HORIZON MOBILE LIMITED
住所：Suite2305, Wing On Centre, 110-114 Connaught Rd., Central
電話： (852)3104-0167
ウェブ： www.horizon-wifi.com.hk
フェイスブック： Horizon WiFi HK
Line ID：Horizon-WiFi HK
WhatsApp：9171 8159

【ガウディア】
太古教室/ホンハム教室/九龍教室
【English Cubs】
デリア教室/九龍教室

端末対応国：日本、台湾、韓国、タイ、シンガポール
　                 オーストラリア、カナダ、欧州、香港［　　　  　　　　　　　］

香港トピックス
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香港＆広東 香港

香港

今週の香港ピックアップ

黒、白、赤、それぞれの味を楽しもう
　日本のラーメンブームの火付け役とも言われる「麺屋武蔵」。1996年の創業以来、東

京一行列ができるラーメン店とも言われ、その名声を裏付けるように数々のコンテス

トに出場し栄冠を手にしてきた。テレビ番組にも度々登場し、朝日テレビ「お願い! ラン

キングGOLD」やTBS東京「麺王決定戦 拉麺四天王」などラーメン特番では必ず紹介さ

れているほど。その磨き上げられた味をここ香港でも味わうことができる。

　麺屋武蔵の目玉商品はなんと言ってもつけ麺（沾汁麵）。しなやかでコシのある麺は3

種類のとんこつスープから選んで味わうことができる。黒武骨は青ねぎと玉ねぎの風味

豊かに作られており、白武骨は日本の味に忠実に作られた濃厚なスープが特徴、赤武骨

は自家製のスパイシーオイルがピリリと辛く、それぞれ違った味が楽しめる。

ラーメン界の風雲児　麺屋武蔵
超有名店の味をここ香港で味わおう！

旺角店：Shop 156, The Commercial Accommodation of The Development, 
               193 Prince Edward Rd. West, Mong Kok
銅鑼湾店：Shop B11, Windsor House, 311 Gloucester Rd., CWB  他
11:00～22:30

MSGM
I.T Group

6月末まで

海外初のMSGMブティックが香港に登場!
　2008 年イタリア人デザイナーマッシモ・ジョルジェッティによって立
ち上げられた「MSGM」。シンプルながらもシャープなデザインが特徴
で、現代アートを組み込んだような斬新なテキスタイルがファッショニス
タ達の心を射止めている。初海外店舗となるコーズウェイベイ（銅鑼湾）
のパターソンストリート店に早速足を運んでみよう。

夏の砂浜をイメージしたコスメライン
　自然な仕上がりを約束するコスメを世に送り続けてきたボビイブラ

ウンから、夏にぴったりのコレクションが登場! 砂浜をイメージして作られ

たカラーはディープブロンズ、ブ

リーチホワイト、ウォームブラウン

など温かい気候に映える色合い

ばかり。発色のいい色味を取り入

れて、太陽が似合う女性をアピー

ルしよう!

ボビイブラウン
Sandy Nudes

イタリアで話題のコンテンポラリーダンス集団来港
　イタリア文化協会はユニークなコンテンポラリーダンス集団

「Artemis Danza」による無料パフォーマンス「Traviata」を主催する。

1994年の創業以来イタリア・パルマを拠点に活動し、その繊細なステー

ジは今までに多くの人を

魅了してきた。観覧希望

の方はウェブでの事前

予約を忘れずに。

Artemis Danza
Traviata

6月12日

お父さんにありがとうを伝える1日にしよう
　スタイリッシュな都会派ホテル「W Hong Kong」は6月末まで父の日

フェアを開催する。同ホテル内のビュッフェレストラン「KITCHEN」では、

6月なら毎日ペローニのビールが

プラスHKD120で飲み放題に。ま

た、広東ダイニング「Sing Yin」では

新しく2種類のメニューコースが登

場する。お父さんの喜ぶ顔を見に

出かけよう！ 

KITCHEN
Sing Yin Cantonese Dining

6月末まで

57 Paterson St., CWB
(852)2456-4913
http://msgm.it/ 

1 Austin Rd. West, Kowloon Station, Kowloon
KITCHEN (852)3717-2299
Sing Yin (852)3717-2848
www.w-hongkong.com
KITCHEN：ランチ：HKD288、ディナー：HKD558
Sing Yin：父の日メニューA：HKD888（4名から）、メニューB：HKD5,980（6人用）

Beauty Avenue Langham Place店
L1 Beauty Avenue, Langham Place, 8 Argyle St.   他
(852)3903-8822
www.bobbibrown.com.hk

Youth Square Y-Theatre, 238 Chai Wan Rd., Chai Wan
20：00～
http://tinyurl.com/lzquyrj 、
事前予約はhttp://tinyurl.com/ouwbo2j　
無料
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香港＆広東香港＆広東

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/九龍 RGF 香港18K～23K

日系マーケティング企業での営業。インター
ネット広告営業・法人営業、既存顧客のフォ
ロー・新規開拓、香港内顧客のマーケテイング
リサーチ。法人営業経験者（業界不問）。要英語
ビジネスレベル。

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 RGF 香港20K～23K

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

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

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。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 香港サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 16K～22K

ペットショップでのトリマーペット看護士。ペッ
トのグルーミング（シャンプー、トリミング、スタ
イリング、クリーニング）。トリマー経験のある方。
簡単な英語or中国語できる方。ビザサポート有。
日本在住者には住宅等支給。

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

香港/香港島 15K～23K

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。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 20K～30K

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

香港WORKS

香港WORKS

技術系（メディカル・
化学・食品）/
外食・フード

30K～50K香港/香港島 高級日本料理レストラン寿司板前ヘッドシェフ。
ビザ所持者。日本語ネイティブ。

香港WORKS

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

30K～45K香港/香港島
ファイナンシャルコントローラー（CFO候補）
香港IPOに向けた各プロフェショナルパーティ
と社内との調整役、及び上場準備室担当。経験
のある方優先で、国籍は問いません。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
建設・建築・
内装・住宅関連

30K～50K香港/香港島
建設工事入札業務担当。建設工事入札業務
（見積など）が中心。建設工事に係わる一般入札
及び指名競争入札を担当する。※必要な経験等：
入札業務の経験者。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス

香港/香港島 年俸400～
700万円

通訳＆セクレタリー。秘書業務全般（スケジュー
ル管理・出張手配・各種連絡事項の管理等）。
海外出張同行。各種社内申請書類の作成およ
び管理。各種プロジェクトのサポート業務。

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

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。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
その他サービス 35K～40K香港/九龍

日系リース業でのマネジャー。リースに関する
審査書類作成・チェック、マーケットリサーチと
新商品開発サポート等。華南出張有。日本語ネ
イティブ、英語ビジネス要。金融機関経験約
10年要。リース経験優遇。

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）/
小売・流通

香港/九龍 20K～35K

日系物流企業での内部監査マネジャー。内部
監査の計画・実行・報告書作成。マネジメント
に建設的で実現可能な改善策を提言。CSRと
ISO。財務or経理経験者。内部監査&CSR
経験者。日本語・英語要。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 過去の経験に

より優遇

顧客の窓口担当として顧客のニーズを把握し、
社内の専門スタッフと協力し合い顧客ソリュー
ションを提案・実行。既存の顧客と社内ローカ
ルスタッフとの間のコーディネート業務。

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～40K

深センにてローカル企業への新規開拓、顧客
対応、顧客サポート業務。中国ローカルスタッフ
と共に同伴し、ローカルスタッフへの業務指導
及び管理。

香港/香港島

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界 20K～24K

台湾サービス企業でのカスタマーサービスア
シスタント。事業開拓のコーディネーションと
文書作成、CS関連の事務、顧客からの問合せ
対応等。営業・CSの経験者。大卒。新卒も考慮。
日本語ネイティブ、英語要。

香港/新界 20K～23K RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

日系アパレルOEM企業での営業。日系企業へ
の新規開拓営業。顧客から注文を受け中国で
OEM生産。年2～3回日本出張有。メインは婦人
用バッグ。2年以上のアパレル業界営業経験要。
ファッション好きな方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界

大手日系物流企業でのカスタマーサービス。
電話対応、日程調整、各種手続き代行等。社会人
経験3年以上。物流企業・メーカーでの貿易経験
者歓迎。北京語、広東語ビジネスレベル。英語
コミュニケーションレベル。

20K～23K
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香港＆広東

香港

ベトナム

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

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。

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

US$2,000
～4,000

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。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

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18K～32K香港/香港島

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。

QUICK
VIETNAM

US$2,000
～2,500

ベトナム・
ホーチミン

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。

香港WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～30K
日系玩具メーカー生産管理・品質管理担当。
英語、中国語（北京語or広東語）。日本の本社
と連絡を取りながら、中国もしくは東南アジア
の工場の生産品質管理と交渉。

ベトナム・
ホーチミン

香港/九龍

US$2,000
～5,000

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

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

ベトナム・
その他

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。

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

サービス系/
その他サービス

15K～20K香港/九龍
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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

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）

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

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（食品・
日用品・アパレル）

15K香港/九龍
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

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 RMB

16K～24K
品質管理。弊社品質に関わる統括責任者。品質
保証、工場品質管理、受入検査。北京語：日常
会話以上。

インテリジェンス
広州

サービス系/
旅行・レジャー・観光 RMB～12K広州

日系大手ホテルでのフロントデスク業務。主に
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
香港

企画・宣伝・広報/
専門商社・総合商社 ～18K香港/九龍

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。

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 香港/新界

25K～30K
（コミッションを

含む）

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
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K深圳 財務経理。製造業界での中国、香港での財務

の実務経験。北京語ビジネスレベル。

香港WORKSサービス系/外食・フード 18K～23K
×13ヵ月香港/九龍

日系たこ焼き・うどん専門店店長（店舗マネ
ジャー）。タコ焼き・うどん専門店での店長業務。
スタッフ4～6名の管理。ホール＆キッチン。ビ
ザ所持者限定。経験不問。

15K

20K

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）

20K～28K香港/九龍
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北京語。

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/九龍

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。

営業・販売系/物流・倉庫 20K～22K
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。要法人営業経験およびコミュ
ニケーションレベルの英語あるいは北京語。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード

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
香港香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

　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。つい先日のことですが、「社内のネット速度
が異様に遅い」とお客様から相談を受けました。多くの
会社で同様の問題を抱えている可能性がありますので
本コラムで紹介します（実際に自社でも発生した案件
ですので、特に皆さまに周知したいと思います）。
　社内のネットが遅い、もしくは、お使いの PCからイン
ターネット接続が遅いといった現象はどこの会社でも
ご家庭でも発生する問題かと思われますが、もしかする
とちょっとした原因により引き起こされている可能性が
あり、それを解決するだけで劇的にネット接続速度が改
善する可能性があります。はじめに、下記のような現象
が起きている場合は疑ってみてください。①今まで問題
なく使えていた社内サーバへの接続が急に遅くなった。
②IP 電話の音声が悪くなり耳障りなノイズが発生する。
③インターネットへの接続も不安定で頻繁に接続が切
れる。
　上記のような問題の原因が全て同一とは限りません
が、今まで対応してきた顧客企業での実体験と照らし合
わせると、多くの場合次に挙げる原因によるものでし
た。①ネットワーク機器間やサーバへ接続するケーブル
の劣化による接続不良、②電源とデータケーブルの干
渉によるノイズ発生、③不安定な電圧により引き起こさ
れたネットワーク機器類の不具合、④ネットワークケー
ブルのモジュラージャックや機器の接続口の劣化によ
る接続不良等です。
　解決策は幾通りかありますが、簡単でコストがかから
ないものから進めますと、①ネットワーク機器間のケー

ブルのつなぎ方の再確認や電源ケーブルとの干渉を避
けるための再配線。②ネットワークケーブルを新品に交
換（ノイズが多い環境ではシールド付ケーブルがお薦
め）。③ネットワーク機器の再設定もしくは交換、という
順番で問題が解決されるかどうか確認しながら作業を
進めるのが良いかと思います。
　とても簡単に思えますが、これだけの作業で実際に
状況が改善しネットワーク環境が遥かに良くなったとい
う会社も多く、自社も同様の方法で IP 電話の音声がは
るかにクリアになりましたし、インターネット接続時に
ブラウザ画面表示もスムーズになりました。リモート接
続で使用する社内サーバやデータ共有サーバの表示
速度も改善しましたので、一定の効果はありました。特
に2010年以前に社内 LANを構築された会社ではネッ
トワーク環境も幾分老朽化が進んでいると思いますの
で、上記のような方法で社内 LANを改善することは充
分可能でしょう。
　現代では仕事にインターネットや社内 LANは必須で
す。接続環境が快速であれば時間ロスを低減できます
し、何より業務中の余計なストレスを無くすことができ
ます。今回ご紹介した社内 LANの改善方法はそれほど
時間も経費もかかりません（しかもそれほど専門性は問
われません）ので、比較的容易にチェックし改善するこ
とができる内容です。快速社内 LANで仕事の効率 UP
を実現しましょう！

　　　　　　　　　　　　 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

【社内LANのスピードアップ】

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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香港 香港

香港

広州

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！



深圳ベトナム

中国全土香港

　中国・アジアのゲートウェイ都市として、アジアのビジネス界において存在感を増しつつあ
る香港。インバウンドでは、本年度の訪日香港人が100万人を突破するといわれ、訪日促進ビ
ジネスがますます活性化しており、アウトバンドでは、日本の農林水産品・加工品の全輸出量
の20％強を香港が引き受け、日本の農林水産業、飲食業関係者から注目を集める。また、ア
ジアの統括拠点を香港に置く日系企業も多く、企業のグローバル展開へのファーストステッ
プとして、香港は大いに活用されている。そんなアジアの経済を牽引する香港のビジネス情
報が入手できる新サイト、香港・華南地区のポータルサイト「HONG KONG LEADERS」が4月
30日にオープン。登録無料で気軽に情報が手に入るビジネスマン必見の同サイトを紹介し
よう！
　同サイトのメインコンテンツである「リーダーズインタビュー」では、香港・深圳で活躍する
日本人や香港人、様々な国籍のビジネスリーダーを紹介。すでに、日系企業で長年に渡り活
躍するリーダーから、日系企業をサポートする政府系機関のリーダーまで、様々なジャンルの
リーダーのインタビューを紹介。多数のメディアに出演する著名経営者から、他の日系メディ
アでは登場しない香港企業のリーダーまで、インタビューのラインナップも充実。毎月5名程
度の新たな経営者インタビューをアップロードする。
　「リーダーズインタビュー」に加え、各種専門家が最新情報を伝える「ビジネスガイド」、香
港や海外の一般的なビジネス情報を届ける「コラム」、香港のセミナー情報満載の「セミナー
情報」など、新鮮かつ現場ですぐに活用できる情報も満載。特に「セミナー情報」では、香港、
深圳で開催されるセミナーを中心に、ビジネスに役立つセミナー情報が漏れなく掲載され、
ビジネス交流会や県人会など、各種交流会についての情報も得ることができる。
　サイトに登録（無料）をすることで、「リーダーズインタビュー」など、全てのコンテンツが閲覧
可能に。また、自身あるいは自社のセミナー情報の告知や、ビジネスマッチングに関する掲示
板も利用できる。香港のビジネスに関連する情報収集をされる方は、同サイトをお見逃しなく。

HONG KONG LEADERS
ウェブ：www.hongkong-leaders.com
お問合せ：contact@hongkong-leaders.com
フェイスブック：hongkongleaders

香港のビジネス情報を網羅するポータルサイト
「HONG KONG LEADERS」がスタート！

各界のビジネスリーダーを紹介する「リーダーズインタビュー」

最新情報満載の「ビジネスガイド」 ビジネスセミナー情報も充実

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

・メイクをすることの目的は大きく2つ
①皮膚の保護　
　化粧下地やファンデーションなどのメイクアイテムは、肌の
保湿や紫外線から守る働きがあります。日焼け止めを塗った
だけよりも、ファンデーションを上から重ねるほうが紫外線に
よる 日焼けの予防や、外的環境から肌を守ってくれます。

②魅力的価値を高める　
　顔のベース作り や、シミ・毛穴・クスミなどのトラブルを隠し
たり、顔色を明るくし、目元や口元を華やかにするなど、様々
な自分を演出することができます。

・メイクをすることによる注意点
◆接触性皮膚炎（化粧かぶれ）
　化粧品の配合成分でアレルギー反応を起こす可能性があ
ります。それに加えて近年では「目ヂカラ」を意識したメイク
による目元のトラブルを抱える女性が増加傾向にあります。

◆経皮吸収
　皮膚はある一定の分子量より小さいものは有益・不利益に
関わらず吸収してしまう性質があります。体内に取り込まれた
有害性の物質は皮膚細胞に侵入しDNAを傷つけ、アレル
ギーにつながる可能性があります。特にタール系の色素や石
油系の鉱物油には発がん性の恐れや内臓障害、皮膚トラブ
ルを引き起こす原因になるので注意が必要です。

◆色素沈着
　油が入った化粧品をつけたまま紫外線を浴びることで油
やけが起こり、色素沈着が起こります。アイシャドウや口紅で
も目元・口唇にクスミや色素沈着を起こす可能性があります。

◆ニキビの悪化　
　ニキビを隠そうと油分たっぷりのコンシーラーやカバー力
の高いファンデーションを重ねて塗ることで毛穴をふさいで
しまい、更に悪化させてしまいます。

・メイク商品の基本的な選び方
　現在は多種多様なメイク商品を気軽に選ぶことができま
す。しかし、カラフルな色や、使い勝手が良いなどの利便性だ

けを求めるのではなく、長時
間肌にのせているメイク商
品は、安全性を意識する事
が大切です。スキンケアで美
しい肌を作ってもメイク商品
で肌トラブルを起こしてはも
ともこもありません。カウンセリングをもとに、メイクの利点と
商品の特性を理解した上で、低刺激な商品や、トラブルの予 
防やケアが可能な商品など、ご自身の肌に合ったメイクアイ
テムを選んでください。安全な化粧品を選び快適な生活を送
りましょう。

　アジュバンの商品は敏感肌・アトピーの専門医が開発。肌
にやさしく、効果が実感できるものばかり。iSQUAREの店頭で
は無料カウンセリングを随時行っている。自分の肌に使うも
のはどんな製品でどんな使い方が効果的なのか良く知った
上で使ってもらいたいというのが村山さんの願いだ。是非気
軽にお店に足を運んでみよう！

ADJUVANT
メイクによるトラブルを避ける
安全なメイク商品の選び方

ADJUVANT
場所：Shop 504, iSQUARE, 63 Nathan Rd., TST
電話:(852)2311-1322

　香港もいよいよ夏突入。気温や湿度の上昇により、汗や皮脂が増えて肌がベタつきTゾーンのテカリやファンデーションのヨレ
が気になる季節でもあります。そんな悩みを抱える女子たちのメイクアップの鍵は商品選びにアリ！しかし一方では、肌トラブ
ルを抱える人の多くは化粧品カブレということをご存知だろうか。肌を綺麗に見せる為の化粧品が逆にお肌の状態を悪くさせる
なんて言語道断ですよね。夏のキレイをキープする為に安全なメイク商品選びのコツをアジュバンの村山さんにうかがった。

P-PROTECT(HKD440)
UVプロテクトもできる化粧下地
紫外線防止だけでなく
保湿成分も配合。

GEL FOUNDATION(HKD450)
美容ベースの 潤いファンデーション
さらっとした肌触りで薄付きだが、
紫外線や乾燥 から肌を守ります
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香港

　気温が日に日に上昇するこの季節、真夏の
到来を感じさせる！スカッと晴れ渡る空に誘
われて山や海へ出掛けたくなる季節だが、女
性にとっては手ごわい季節でもある。さわや
かな太陽の光は気分を開放的にさせてくれ
る一方、紫外線が肌にダメージを与え、皮膚
の老化を引き起こす原因にもなってしまう。
　夏空の下でも思いっきり楽しみたい、でも
日焼けやシミ・そばかす、シワ・たるみなどの

肌トラブルが怖い。そんな悩みに応えてくれるのが、自分に合った確かな美白スキンケアアイテム
だ。TCM PLUSが提案するホワイトニングラインなら、いつもでも肌に美白成分を補うことができ、
陽射しを浴びた後のケア・修復も可能。肌本来の明るさとみずみずしさを維持してくれる。

夏の美白方程式
　夏の季節にTCM PLUSを使用する場合、「TCM PLUSホワイトニングライン」が中心となる。ホワイ
トニングラインで使用される主要成分は強力な美白効果、スキンケア効果を備えているので、この
ラインの各アイテムを使用するだけでも肌をベストな状態に保つことができる。毎日2回のシンプ
ルステップを継続して行うことがポイントだ。
　TCM PLUSでは、「自分流」という新たなコンセプトを重視している。美白効果を最大限引き出す
ために、それぞれの肌タイプに合わせた組み合わせが不可欠。太陽の光は肌を黒くするだけでは
なく、肌から大量の水分を奪い、皮膚の水分と油分のバランスを崩してしまう。その必要に最も効
果的なのは、TCM PLUSホワイトニングラインとモイスチャライジングラインを組み合わせること
だ。健康的な肌を実現し、さらに美白度を高めることもできる。もちろん、組み合わせは、肌の状態、
季節、時間などの要素に合わせて行うということをお忘れなく。この方程式でTCMが提案するピュ
アホワイトをめざそう。

美白の3大成分
＜特徴成分＞
美白効果に優れた美容成分を厳選し、「ユキノシタエキス」をはじ
め、ダブルビタミンCとして「水溶性ビタミンC誘導体（VC-GA）」と
「油溶性ビタミンC誘導体（VC-IP）」の機能性成分を配合。

　「TCM PLUSホワイトニングライン」では、美白の3大成分―「ユキノシタエキス」、「水溶性ビタ
ミンC誘導体（VC-GA）」（グリセリルアスコルビン酸）、および「油溶性ビタミンC誘導体（VC-IP）」（テ
トラヘキシルデカン酸アスコルビル）が、紫外線ダメージにより損傷したDNAを修復し、肌本来の
白さを保ってくれる。驚きの浸透性と持続性を兼ね備えた二種類の「ビタミンC誘導体」は、コラー
ゲン生産を促進し、メラニンの過剰生成を抑制する。陽射しを浴びた後の肌を修復し、みずみずし
いハリのある明るい肌に導いてくれる。

【自由に組み合わせよう】
　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ます。使用する時には、肌の状態、季節、時間帯などの要素を考慮
しましょう。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
ませます。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できます。

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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ユキノシタエキス

水溶性
ビタミンC

誘導体（VC-GA）

油溶性
ビタミンC

誘導体（VC-IP）

【ユキノシタ】
　ユキノシタは強い生命力と適応能力を持つ植物で、岩場などの過酷な
環境下でも成長する。。炎症抑制効果があり、スキンケア、特に美白効果に
優れている。豊富に含まれる天然のアルブチンは、メラニン色素の合成に
関わる活性酸素や酵素チロシナーゼに直接作用しメラニン色素の合成を
抑え白い肌をキープしてくれる。
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