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広州で奮闘する日本人女性の
新連載エッセイ

業務用冷蔵庫、厨房機器なら

アフターケアも安心！
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Jet Coolに関する詳しい記事は本紙16ページに。
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香港

　すっかり雨のシーズンに突入した香港。通勤時に靴の中まで濡れて
しまったらその日は一日気持ちが悪く、かと言って長靴を履くのは少し
抵抗があるという方も多いのではないだろうか。ドレスシューズはもと
よりカジュアルシューズにも定評がある「REGAL」から、本格的なレイン
ブーツ(MEN'Sのみ 3色展開 HKD1,299)が登場した。かっちりとした
REGALのアーカイブデザインから、そのままラバーの型をとったシル
エットで細部までのデザインが忠実に再現されている。雨が止んでし
まってからでもそのまま履けるデザインやカラーリングも魅力的だ。他
にオールブラックカラーもあり、好みに合わせてチョイスできる。雨の
日はこのお洒落なレインブーツを履いてジメジメした憂鬱な気分も吹
き飛ばそう！

　現在REGALではMid-Season Saleを開催中。また、店頭でFacebook
に「いいね！」するとさらに特典もあるので、この機会に是非足を運ん
でみよう。

紳士用レインブーツ
カジュアルから通勤もに使える優れもの

REGAL
住所：Shop G16, Silvercord, 30 Canton Rd., TST
電話：(852)2116-1552
フェイスブック：Regal Shoe Hong Kong

高品質&自然な魅力のまつ毛エクステ
技術は安心の日本仕込み！
　香港の人だけでなく日本人にも安心のクオリティーで支持されてい
る美容サロン「Tiffany Beauty & Fitness (天儷舍)」。同店の人気メ
ニューはまつ毛エクステンションだ。アイリストのKatherineさんは日
本で専門資格を取得しているので、香港でも日本と同じ技術でまつげ
エクステを受けることができる。軽くて柔軟性があり、高品質な日本製
と商材を一本ずつ丁寧にエスクテするため、自然な仕上がりになると
好評だ。今なら初めての来店の方には上まつげつけ放題がHKD450

（通常価格HKD600）で受けられる。友人と2人で行けば1人あたり
HKD398と更にお得になる。
　そのほかフェイシャルマッサージでは、DNAと潤い成分を豊富に含ん
だValmont（スウェーデン）やNature、Elemis（イギリス）の最新美容機器
も取り入れており、サービスは全て10年以上の経験を持つスタッフが担

当する徹底ぶり。個室も完備しているので、女性、男性関係なく安心して
利用できる。
　これから迎える夏本番に備えて、トータルであなたの願いを叶えてく
れるおすすめサロンだ。

Tiffany Beauty
住所：G/F., 243B, Sai Yee St., Prince Edward
時間：10:30～21:00（月～金)、10:00～20:00(土、日、祝)
フェイスブック：tiffanybeautyhouse
電話：(852)2395-4488
メール：kdtiffany2000@yahoo.com.hk

香港トピックス
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香港＆広東 香港

　肌の露出が増えるこれからの季節。脱毛サロン選びに迷っている方も
多いのではないだろうか。MTRコーズウェイベイ(銅鑼湾)駅A出口から
徒歩3分ほどの場所に店を構えるLe cheri 鎌倉では、日本製の脱毛機器
を導入しており、安心安全はもちろんのこと、日本人の肌質や毛質に合っ
た施術を受けられる。落ち着いた大人の雰囲気の中きめ細やかなサー
ビスが受けられるとあって評判のサロンだ。
　この夏オススメのメニューは、「Vライン」HKD988/3回と、「両ワキ」ま
たは「鼻下」HKD333/2年（回数無制限）。Vライン、ワキは共にデリケート
な部分のため、誤った方法で自己処理をしてしまうと怪我や黒ずみと
いったトラブルの原因に。手間と時間をかけるよりもプロに任せた方が
断然安心。さらに、ムダ毛の悩みが克服できると自分に自信が持て、性
格まで明るくなれるといったメリットも。
　同サロンはドアで仕切られた個室が用意されているので、プライバ
シーもしっかり守られる。ワンランク上の美肌を手に入れて、香港の夏を
楽しもう！

■新規の方　キャンペーン実施中（6月）■
 　Le cheri 鎌倉が独自に開発した「フェイシャルイオン導入器」をプレ
ゼント！
　有効成分を肌の奥まで浸透させ、肌本来の活力をアップ。明るく潤い
のある美肌へ。この機会をお見逃しなく。

Made in Japanの脱毛機械でワンランク上の美肌を手に入れよう
今なら「フェイシャルイオン導入器」もれなくプレゼント

Le cheri 鎌倉
住所：9A, 9/F., Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2803-5003/5008
時間：11:00～21:00
フェイスブック：lecherikk
メールアドレス：info@lecheri.com.hk

グッドデザインのキッチンアイテムが勢揃い！
限定トークイベントも見逃しなく
　アートシーンが熱い香港に昨年誕生した「PMQ」。セントラル（中環）
に位置し、香港のみならず世界中のアートファンが訪れている。その中
にGマークでおなじみの品が80点ほど並ぶ「GOOD DESIGN STORE」が
ある。同店は、グッドデザイン賞・日本デザインの販売ストア兼ショー
ルームとして、定常的な情報発信を目的に開設され、ショップとともに
ギャラリーを併設し受賞企業やデザイナー達のプロモーションの場とし
ても活用されている。
　6月の展示は、Nicol Boyd氏とTomas Rosén氏が2007年にオープンし
たデザインスタジオ「Office for Product Design」がプロデュース。ロン
ドンの美術大学在学中にコラボレーションが始まったという2人は、小さ
くて実用的なものの役割に興味を持ち、キッチンや食卓のアイテムを実
用性とビジュアル面とを考慮しながらデザインしている。
　同展示では、130年を超える歴史を持つドイツの食器メーカーや、中
華家庭での幸せの象徴となる蒸し器などをオシャレにデザインした台

湾の食器メーカーなどが登場。また両氏による予約制のデザイントーク
ショーも開催。ぜひ足を運んでみよう！

「OBJECTIVES - Design for the Domestic Landscape」
日時：6月3日～7月11日12:00～20:00
場所：GOOD DESIGN STORE, H401 PMQ ,Central 

デザイントーク
開催日：6 月11日　入場18:30～　開始19:00～
住所：Hub PMQ, 7/F., Block A, PMQ, Central
予約：名前、メールアドレス、人数を以下のアドレスまで
　　 dt@g-mark.org 
料金：無料

香港トピックス

04 Pocket Page Weekly 12 June 2015 No. 491
B





香港島
ランタオ島

ラマ島

青衣
九龍

新界 吐露港

大埔

粉嶺
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屯門 荃湾深井
馬鞍山

大圍
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S紹介しきれないくらい
盛りだくさん!

特集

　1999年のジャパンカップで、武豊騎乗のスペシャル
ウィークに続く２着に入り大穴馬券をたたき出した馬が

いる。インディジェナス（Indigenous）という名の香港から
の遠征馬だ。香港名は「原居民」。1997年前後の「返還景気」

に沸く香港競馬界をライバル馬、オリエンタルエクスプレス、ヨ
ハン・クライフとともに席巻し、その中でも絶大な人気を誇った。

　そこから歴史を遡ること約150年、イギリス植民地となった当時
の香港の人口は数千人。多くは海の民であり、漁民の村・香港仔（アバ

ディーン）が香港のルーツとも言われている。20世紀前半、主に中国大
陸からの移入者で香港の人口は爆発的に膨らむこととなるが、漁民と
は別に香港の「原居民」は現在の「新界」地区に、客家（ハッガ）人を中心
に点 と々集落を形成し独自の文化を守ってきた。
　原居民の土地である新界は、19世半ばの南京、北京両条約によって
イギリスに割譲された香港島、九龍とは別に、「香港の防衛のため」とい
う名目で1898年に99年間という期限付きで当時の清国政府からイギリ
スに租借、つまり貸し出された土地だ。この「展拓香港界址専条」の通り
1997年７月に新界は香港島、九龍地区とともにイギリスから中国に返
還された。

　「香港の郊外」である新界は香港全体の約
90％の面積を占め、そのほとんどが自然にあふ
れる丘陵地帯と農地となっている。まさに「田舎」
のイメージが強い新界だが、1980年代以降、香
港の新しいベッドタウンとしての急速な発展ぶ
りは目覚ましいものがあり、荃湾、沙田、屯門、元
朗、天水圍など各エリアの高層住宅群を中心に、
香港の全人口700万の約半分が新界地区に住ん
でいる。単純計算で人口密度は香港・九龍地区
の9分の1となる。ちなみにPPWの20代香港人ス
タッフ6人のうち、5人が家族とともに新界地区に
住んでいる。
　開発が進むとはいえ、古い香港の面影を残す
エリアや建造物も残る新界。香港・九龍のそれが
主に英国植民地時代の色合いを強く残している
のに対し、新界各地区に見られるそれは「原居
民」の暮らしぶりや文化・宗教など、古い香港の
姿を今に伝えているものが多く興味深い。
　ダイナミックに新旧の香港が入り交じる新界
が今、あつい。

香港の「田舎」から
ニュータウンへ
変わりゆく

「ニューテリトリー」

あ
る
あ
る
！

香港の郊外といわれる「新界」に行ってみよう！
ニュータウンとして開発され、急速に都市化が進んだ街も多いけれど、
一本路地に入ると賑やかな下町の雰囲気が漂う。
少し足を伸ばせば、香港の山々に抱かれたハイキングコースや
サイクリングコースが整備されている。
近年鉄道網も整備され以前より身近になった新界だけど、
まだ知らないところがいっぱい、という方も多いのでは？
そこで、今回は、荃湾（チュンワン）、元朗（ユンロン）、沙田（シャーティン）などを始めとした
新界の観光スポットや美味しいお店を紹介しよう。

新
界
の
魅
力

新
界
の
魅
力
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　「元荃古道」は昔、元朗で取れた農産
物を荃湾のマーケットまで運ぶルート
として使われていた山道で、その景観
のよさから今でもハイキングコースと
して多くのハイカー達に親しまれてい
る。ハイキングコースはMTR荃湾西駅付近にあるた
め、まずは駅へ向かおう。荃湾海浜公園（Tsuen Wan 
Riviera Park）、麗城花園（Belvedere Garden）を通り、

寶 豐 路（ Po Fung 
Road）を歩くと油柑頭
村（Ya u K om T a u 
Vil lage）に行き当た
る。そこからさらに10
分ほど歩くと見えてく
るのが、元荃古道のス
タートポイントだ。
　ハイキングコース
は始めの傾斜が比較
的キツめだが、山道
から見える景色は素

晴らしいものがあるため、頑張って上っていこう。案内
板に従って進んでいくと見晴らしスポット、石龍拱

（Shek Lung Kung）に辿り着く。この石龍拱は地元香港
ハイカー達にも人気の景観スポットで、九龍の

Sky100、荃湾西のニーナ
タワー、そして青 衣 島
（Tsing Yi）が眼下に広が
り、その景観は目を奪うこ
と間違いなし。遠くに見え

る青馬大橋（Ts ing Ma Br idge）、汀九橋（Ting 
Kau Bridge）、昂船洲大橋（Stonecutters Bridge）も忘
れずチェックしよう。
　さらに進むと清快塘村（Tsing Fai Tong）と呼ばれ
る静かで鄙びた村里に出る。そこには年配のご夫婦が
2組住んでいるのみだが、ハイカー達にとって重要な
休憩スポットとなっている。そこからさらに45分程歩く
と、グルメの街深井（Sham Tseng）に到着だ。
　標高は474m、最初から最後まで歩いて6時間程度。
日陰になる箇所は限られているので、ドリンクは忘れ
ずに持っていこう。

荃湾 新界の西南に位置する荃湾（チュンワン）。香港の最高峰、大帽山の南に広がる街で、MTR荃湾駅の北側に
は、すぐ近くまで山が迫る。沿岸からは対岸に青衣（チンイー）の街が見える。荃湾には約200年前から、漢
民族の子孫「客家」の村があったが、地下鉄の延伸工事に伴い村は取り壊された。荃湾駅から屯門（テュン
ムン）、元朗（ユンロン）方面へのバスが出ており交通の要所となっている。高層アパートが林立するが、
ローカル色があふれる町である。

Tsuen Wan

　深井というと「ガ
チョウ料理」と香港人
の多くが口を揃える
ほど、街の中心にはガ
チョウ専門店が多く、
このガチョウ料理を
味わうためだけに深
井に足を運ぶ人も少
なくない。本通りから
外れた路地に入ると
インタビューをさせて
いただいた前田さんおススメの「裕記大飯店」がある。「燒
鵝（ガチョウのロースト）」が定番のメニューだが、パリパリ
に焼かれた皮の食感とジューシーな肉が人気の秘密だ。
添えられたプラムソースをつけていただくとジュワーと口
のなかで広がる肉汁と絡み合い、奥深い味が味わえる。
　2人用から楽しめるセットメニューのほか、「燒鵝」は1/4
サイズから丸々1羽まで様々なサイズでオーダーが可能。
ぜひ名物料理を味わってみて。

裕記大飯店
大人気の深井名物料理をお見逃しなく

裕記大飯店　Yue Kee Restaurant
住所：G/F., 9 Sham Hong Rd., Sham Tseng 
電話：(852)2491-0105
時間：月～日　11:00～23:30

　以前は香港島に住んでいましたが、次男の誕生後、成
長とともに手狭になってきたため、MTR沿線で4人暮らし
でも十分な広さ、居住費も無理をせず支払えることを条
件に部屋を探した結果、荃湾に辿り着きました。
　荃湾の周りには24時間営業の茶餐廳も多く深夜でも外
食に困りませんし、荃湾西駅の周辺には日系スーパーの

「AEON」及び「一田」があり日本食材等の入手にも困りま
せん。交通の便も良く、マンション下のバスターミナルか
らは香港空港行き直通バスと皇崗口岸行き直通バス出て
いるので、日本への帰省や中国出張時に便利です。
　特に不便というわけではありませんが、荃湾駅周辺と荃
湾の中心に当たる衆安街に人が多く、歩いているだけで
人酔いしそうになります（笑）。また、お店やレストランでは
英語がほぼ通じないため、意志疎通には苦労しますね。
　お気に入りの場所は、荃湾駅からミニバスで15分ぐら
いで行ける「深井（サムジェン）」です。深井はガチョウ料理
で有名なエリアで、都会から離れているので、落ち着いて
食事が出来る場所です。私は「深井裕記大飯店」がお薦め
です。また、荃湾の北部には自然豊かな城門水塘郊野公
園、大帽山郊野公園があり、荃湾駅からバスもしくはミニ
バスで15分程で行けます。両郊野公園には、ハイキング
コースで有名なマクリホーストレイル（麥理浩徑）7段と8
段があり、香港とは思えない大自然の中を大都会を見下
ろしながらハイキング出来ます。
　少し足を延ばせば大自然の素晴らしい景色に出逢うこ
とが出来、外食及びショッピングに便利な荃湾エリアは、
休日を過ごし方にも多種多様な選択肢があり、とても住み
良いエリアだと思います。

ローカル色あふれる新界西部の交通の要所

住んでる人に訊いてみよう
荃湾の「住み心地」

交
通
も
便
利
。バ
ラ
ン
ス
よ
く
住
み
良
い
エ
リ
ア

前田全弘さん
荃湾在住歴4年

40歳
レストランPasta Inn経営（ 　 　  ）

Pasta Inn 
住所：G/F., 301 Queen's Rd. West, Sai Ying Pun
電話：(852)9385-9884 
時間：月～日　11:30～20:00
ウェブ：www.pastainnhk.com 

荃湾在住歴４年

深井
前田さん
オススメの

チ
ュ
ン
ワ
ン

荃湾と元朗を結ぶ
「元荃古道」

　特に香港の若者に人気
があり、時間帯によっては長
い行列ができる「BEANS」。
MTR荃湾駅にほど近い場所
に位置し、今どきの清潔感
のあるオシャレな店内では、
クレームブリュレやティラミ
スなどが味わえる。中でも抹茶ラテ、抹茶プリンなど世界
中でブームの「抹茶」を用いたデザートが人気。そのほか、
パスタ、リゾットなどのランチメニューも豊富で、朝から夜
まで客足が絶えない。
　コーヒーに描くラテアートも人気で、可愛いイラストに
ほっと一息心が和む。

お洒落カフェで抹茶はいかが？

住所：G/F., 99 Hoi Pa St., Tsuen Wan
電話：(852)5537-7465
時間：月～日 11:00～23:30

BEANSBEANS

昨年10月、荃湾にオープンした猫カフェ「貓の茶房」は、清
潔感のある店内で安心して利用できる。ソファやテーブル
の周りでは、さまざまな種類の猫たちが自由に動きまわ
り、客は猫とたわむれながら飲食が楽しめる。皿やグラス
には猫が描かれ、まさに猫づくしの店内。

　最初の1時間は、ドリンク1杯
込みでHKD60、その後は1時間
HKD30ずつ料金がかかる仕組
みだ。猫が大好きだけど家では
猫が飼えない、忙しい毎日に猫
の癒しが必要、という方はぜひ
足を運んでみて。

パワフルな香港に癒しの時間を

住所：1/F., 45 Tai Ho Rd., Tsuen Wan
電話：(852)2149-6261
時間：月～日　13:30～23:00
フェイスブック：貓之茶房

猫の茶房猫の茶房

　中国雲南省発祥の雲南米線。米をベースにした歯ごたえの
ある麺とシンプルな塩味のスープが特徴で、その人気は留まる
ところを知らない。その中で荃湾は最初に雲南米線が流行し
出した地区として、今でも激戦区の1つに数えられている。多くのレストランが軒を連ねる中、「唯一
雲貴川風味」は荃湾でもっとも古い雲南米線の歴史を持つ人気店。常に行列が出来るほどの盛況
ぶりで、多くの人が求めるのは力強く濃厚なスープ。オススメはピリ辛味噌味のミンチ肉が米線と
絶妙に絡み合った「辛味噌豚肉麺（炸醬腩肉酸辣米線）」だ。

濃厚なスープにマッチするさっぱりとした麺

住所：G/F., 14 Sze Pei Square, 
　　  Tsuen Wan
平均価格：約HKD50

唯一雲貴川風味唯一雲貴川風味
荃湾行くなら寄ってみよう、食べてみよう！

荃湾は雲南米線の激戦区！
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　交通量が激しい香港でサイクリングを楽しみた
い人は、ぜひ沙田に足を運んでみよう。レンタルも
できるため、自転車を持っていない人でも安心だ。
　今回紹介するのは大圍駅→沙田博物館→沙田
中央公園→白石角海浜長廊（Pak Shek Kokプロ
ム ナ ード ）→ 海 濱 公 園 科 学 児 童 遊 楽 場

（Hong Kong Science Park）→吐露港→大埔駅
へ行き着くコース。
　まずは大囲駅で自転車をレンタルしよう。A出口
付近には多くのレンタルショップが軒を連ねてい

る。城門川（Sh ing 
Mun River）沿いのサ
インに従って、さぁサ
イクリングスタート! 
漕ぎ出してすぐに沙
田博物館が見えてく
るだろう。爽やかな
風を頬に受けながら
さらに1時間ほど走
ると第 1 の 景 観ス
ポットである沙田中
央公園が見えてくる。
スポーツグラウンド
にはローイング（漕
艇）センターがある
ため、5～6月は運が
良ければ城門川でド
ラゴンボートの練習
風景に遭遇すること
もある。また、明星海
鮮舫と呼ばれる優雅

なレストランも忘れずにチェックしよう。
　さらに進むと大きな橋が2本見えてくる。このあ
たりには露店がいくつか出ており、ここで休憩す
るバイカーも多い。冷たいドリンクやアイスで喉
を潤し、ここから先のサイクリングに備えよう。開
けた景色をエンジョイしながら白石角プロムナー
ドを進むと、第2の景観スポットである海濱公園科
学児童遊楽場に着く。吐露港の湾の景観を楽しん
だあとは大埔駅へ進んでサイクリング終了だ。
レンタルした自転車は火炭駅や大埔駅などサイク
リングロード沿いに何箇所かあるポイントで返却
できるが、念のため借りる際に場所をチェックして
おこう。

沙田 もとは吐露港（トロハーバー）の入り江にある小さな村だった沙田（シャーティン）。大規模な埋立てに
より、約30年で新界の中でも最も都市化が進んだニュータウンに変貌を遂げた。MTR東鉄線を使えば
尖東や深圳への交通も至便で、ビジネスの拠点としても注目されている。大きなショッピングセンター
や日本人学校のバス停もあるため、隣接する大圍（タイワイ）、火炭（フォータン）エリアも含めて、居住
地に選ぶ日本人が増えている。

　香港以外からも問い合わせがあるという「九龍ブラジリ
アン柔術」。大圍にある国際色豊かなこの道場は、身体を動か
す機会が少ない香港生活において貴重な存在だ。子ども向
けのクラスは、楽しみながら身体を鍛えるとともに、友達との
コミュニケーションや礼儀などが自然に身に付く場となって
いる。また、大人の部でも上級者から初心者まで幅広く練習
に励んでいる。
　道場は大圍の他、尖沙咀にもあり、初心者には丁寧に指導し
てくれるので、日頃の運動不足解消にいい汗をかいてみてはど
うだろう。

九龍ブラジリアン柔術九龍ブラジリアン柔術

国際色豊かな道場で運動不足を解消！

九龍ブラジリアン柔術
住所：

［大圍］Rm. 8, 3/F., Klnglet Industrial Bldg., 21-23 Shing Wan Rd., Tai Wai
［尖沙咀］11/F., Park Hovan Comm. Bldg., 18 Hillwood Rd., TST.
電話：(852)9197-1710（瀧澤）
メール：info@kln-bjj.com

交通至便！ 新界一賑わうビッグタウン

Sha Tin・Tai Wai・Fo Tan
(  )大圍
火炭

　主人の職場、息子たちの学校までのアクセスが良いの
で火炭に決めました。最初は住みにくいと感じることもあ
りましたが、香港の中心部の人の多さを思うと火炭は静か
で住みやすい、と思うようになりました。人混みが少ない
火炭に帰って来ると、ホッとすることがあります。私のフ
ラットからは沙田競馬場や山々が一望できるのですが、こ
の風景にも癒されますね。
　尖沙咀（チムサーチョイ）まで約30分。香港の中心地か
ら少し離れてはいますが、AEONやシティースーパーも近
く、週に1度地元の市場で野菜をまとめ買いなどしていま
すので、買い物に苦労するということはありません。お洒
落なバーやカフェなど少ないですし、英語も通じにくいで
すが、こういう「田舎」に住んでいて、たまに「街」に出かけ
るくらいがちょうど良いかもしれませんね。
　火炭に限らず、新界には沢山のハイキングコースや
BBQサイト、サイクリングコースなどがありますが、特にサ
イクリングは自動車の心配もなく、子供たちが手軽に自転
車を楽しむには最適です。わざわざ電車で折りたたみ自
転車を運び、こちらでサイクリングを楽しむ人も見かけま
すが、レンタルも可能なので、のどかな景色を眺めながら
サイクリングをする週末はいかがでしょうか？

住んでる人に訊いてみよう
火炭の「住み心地」

人
混
み
を
離
れ
て
ホ
ッ
。「
住
め
ば
都
」で
す
。

寺尾優子さん 30代
主 婦（    ）

火炭在住歴10ヶ月

Spot

沙田サイクリングロード
「單車路線」

シ
ャ
ー
ティ
ン

　「明星海鮮舫」は、沙
田の城門河の河畔に
ある船をイメージした
中華レストラン。ショッ
ピングセンター、シ
ティワンシャーティン
の隣にある。香港で人
気のチェーン店「明星海鮮酒家」のグループで、飲
茶や北京ダックなど定番の中華料理のほか、ロブ
スターやカニなどの海鮮料理が味わえる。入口を
入ると、金の龍などをあしらった屏風が飾られて
おり、豪華な雰囲気が漂うが、お値段は比較的
リーズナブル。夜はライトアップされ、周辺は観光
スポットになっている。

明星海鮮舫
船のレストランで美味しい中華＆海鮮を

住所：55-57 Tai Chung Kiu Rd., Sha Tin
電話：(852)2635-3788
時間：7:00～24:00

「沙田中央公園」は城
門河沿いにある憩い
の公園。8.05へクター
ルの敷地に、花を
テーマにした様々な
花園、滝が流れる南
園、中国式庭園の北

園、円形劇場、アーティストのコーナー、子供たち
の遊び場などを備える。アーティストのコーナー
では、土日・祝日（9:00～19:00）に、ハンドメイド品
を販売する露店が軒を連ねる。新界で最大の
ショッピングモール、ニュータウンプラザに隣接。
公園で遊んだあとは買い物も楽しめる。

沙田中央公園
週末はハンドメイドの露店が出店

住所：No. 2 Yuen Wo Rd., Sha Tin
電話：(852)2695-9253
時間：6:30～23:00
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/en/parks/stp/index.html
入場料：無料

ダイワイ

フォータン
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紹介しきれないくらい
盛りだくさん

大埔 新界の東部に位置する大埔（タイポー）は、吐露港（トロハーバー）に面し、三方を山々に囲まれたエリア
だ。歴史は古く、宋の時代にはすでに村があり、明の時代に市場があったと伝えられている。現在の大埔
は、埋立地に造られた工業地区と住宅地区、商業地区の3つの地区に大別される。1997年に日本人学校小
学部大埔校、ならびに国際学級が開校されている。工業団地の隣には、バーベキューなどが楽しめる大埔
海浜公園があり、週末は大勢の人が訪れる。

Tai Po

　香港の最高峰、大帽山の北の斜面に広がる「カド
リー農園＆植物園」。ここは1956年、農家の人たちに
農業支援を行うとともに、市民のための環境教育＆
レジャー施設として開設された。148ヘクタールの広
大な敷地内に、森やハイキングコース、フルーツガー
デン、有機農園、有機野菜の売店などがある。サン
ガーデンカフェでは、有機野菜を使った飲み物や軽
食が食べられる。施設内を歩くと、飼育されている豚

や鶏、カラフルな鳥の
ほか、様々な動植物
に出合える。また「持
続可能な生活」「自然
保護」「教育」をテーマに、市民のための農業入門講
座や食品廃棄物から堆肥を作る講座などを開催。高
層ビルに囲まれた市街地とはまた違う牧歌的な香港
を体験できるだろう。

平日は工業地区、週末はレジャーの玄関口に

　主人が深圳の工場とサイエンスパークのオフィスの両
方に通うため、大埔に住むことになりました。
　大埔には昔ながらの店も残っており、香港の中心地に
比べて香港らしさを感じさせる街並が見られるのでおも
しろいです。街市で売られている物の鮮度はいいですし、
スーパー「一田」では日本の食材も手に入るので、住み慣
れればこのエリアであまり不自由を感じることはありま
せん。日本人との接点が少ないですが、逆に香港の人たち
との接点が増えることでもあるので、一長一短でしょうか。
　交通の面では、香港島がひどく遠く感じることはありま
すね。ディズニーランドなど、中心街からに比べてアクセ
スしにくい所もあります。また、飲食店も少ないので、外食
の際にはお気に入りの限られたお店を飽きがくるまで
ローテーションすることに…。
　大埔の一番良い点といえば、自然が豊かで空気が良い
ところですね。近くに海浜公園やBBQスポットもあります
し、気軽に行けるハイキングコースも身近にあるので、と
ても健康的でのびのびと休日を過ごすことができます。私
のうちのように、小さな子どもがいる家庭には大変よい環
境だと思いますよ。

住んでる人に訊いてみよう
大埔の「住み心地」

空
気
が
良
く
て
子
育
て
に
は
最
適
か
も

小池あつ子さん
大埔在住歴5年

40代
主 婦（    ）

大埔在住歴５年

　以前は沙田に住んでいましたが、そのマンションの老
朽化がひどかったので引越しをすることに。犬を飼えるこ
と、そして近くに犬を散歩させられる場所があることを考
えて家探し。行き着いたのが馬鞍山でした。海沿いの自
転車専用道の横の道はワンちゃんもOKなので散歩コー
スになっています。思われているほど自然は多くありま
せんが、虫は多いですね。わが家は駅の近くではないの
で買い物も最寄の店まで15分くらいかかるので少し不便
です。
　でも馬鞍山の魅力は空が広いこと、電車で通勤できる
こと、比較的静かでショッピンセンター以外は人が少な
いこと。白石BBQ場やサイクン（西貢）が近いので活動的
な人はそのあたりまで行って遊んでいるようです。海沿
いに歩道やランニングコース、ちょっとした遊具などがあ
るので、ウォーキングやジョギングをしている人、子供と
遊んでいる人がたくさんいます。少し不便でも静かなと
ころが好きな人にはおすすめです。馬鞍山駅周辺の住宅
なら買い物も便利だと思いますよ。

住んでる人に訊いてみよう
馬鞍山の「住み心地」

静
か
な
海
沿
い
の
道
は
犬
の
散
歩
コ
ー
ス
に

村山睦美さん アジュバン
マネージャー（ 　   ）

馬鞍山在住歴3年

ADJUVANT
住所:Shop 504, 5/F., Isquare, 63 Nathan Rd., TST
電話:(852)2311-1322

　プライベートキッチンを意味する「私房菜」。家庭料理のような親しみや
すいメニューと、まるでシェフのホームパーティに招かれたような居心地
のいい距離感が特徴の香港スタイルのダイニングだ。
　元朗に店舗を構える「蜆勁村盧爸爸私房菜 Power Shell」は海鮮料理
がメインの私房菜で、大ぶりな料理はサイクリングを楽しんだ後の腹ペコ

な胃袋にぴったり。名前の由来となっている
Powerは料理がパワフルだという意味があり、
ダイナミックに調理されたメニューの数々はど
れもフレッシュな海鮮の香りが香ばしく漂う。オ
ススメは「ハマグリのソテー」、「サザエの紹興
酒和え」、「生姜と春玉葱のカニの揚げ物」。メ
ニュー表には日本語が書いてあるため、オー
ダーの際の戸惑いが少ないのも魅力。

Ma On Shan 2004年に開通したMTR馬鞍山線は海岸と山すその間を走る。その馬
鞍山線の終点の１つ前の駅が馬鞍山（マーオーシャン）。山側には馬

鞍山郊野公園が広がる。かつての馬鞍山は、農業・漁業で生計を立てて暮らす小さな
村落だった。鉄の鉱石（磁鉄鉱）の採掘で賑わったこともある。このエリアでは、海岸線
を埋め立て工事が進められており、そこに超高層アパートが続々と造られている。比較
的新しい街だが新界東部のベッドタウンとして頭角を現している。

馬鞍山馬鞍山
海岸線に広がる
新ベッドタウン

　アパレルブランドの「GLOBAL WORK」と日本のコーヒー
ショップ「UCC」がコラボレーションし、昨年末馬鞍山の
ショッピングモールにオープンした、カフェ「GLOBAL 
WORK CAFÉ by UCC」。白を基調とした清潔感あふれる店
内には柔らかい光が差し込み、上品な雰囲気が漂う。オー
ダー毎に焼き上げるボリュームたっぷりのパンケーキと、
コーヒーにこだわり続けるUCCが作り上げた「究極のコー
ヒーゼリー」がオススメだ。キッズメニューも充実しており
家族連れにもぴったり。馬鞍山を訪れた際はぜひ気軽に立
ち寄ってみよう。

家族で楽しめる充実したメニュー

GLOBAL WORK CAFÉ by UCC
住所：Shop Nos 2105, Level2, Sunshine City Plaza, Ma On Shan
時間：11:00～22:00
電話：(852)2673-2131

Spot

マ
ー
オ
ン
サ
ン

蜆勁村盧爸爸私房菜
Power Shell
蜆勁村盧爸爸私房菜
Power Shell

住所: Shop 9A1, G/F., Block C, Greenery Plaza, 3 Chui Yi St., Tai Po
時間: 16:00～00:00

大埔でのサイクリングのあとは
ボリューミーな家庭料理でお腹を満たそう

タ
イ
ポ
ー

カドリー農園＆植物園
住所：Lam Kam Rd., Tai Po
電話：(852)2483 7200
時間：9:00～17:00
入場料：12～59歳HKD30　5～11歳HKD15
ウェブ：www.kfbg.org/eng
アクセス：MTR大埔墟駅から64Kバスに乗りカドリー
農場前バス停まで約30分

自然の中でリフレッシュ
カフェでは有機野菜を使った軽食も

新
界
の
魅
力

新
界
の
魅
力

Cadoorie Farm ＆ Botanic gardenCadoorie Farm ＆ Botanic garden
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　香港にはヘリテイジトレイルがいくつかあるが、代表的
なトレイルが元朗に存在する屏山文物径（ピンシャン・ヘリ
テージ・トレイル）。香港でもっとも古い集落のひとつで、灰
沙囲、上璋圍、橋頭圍、坑尾、坑頭、塘坊、新村の三圍六村か
ら成り立っている。旅行者でもMTR東鉄線や西鉄線を利用
して市街地から30分ほどで行ける。
　12世紀に中国大陸から入植してきた鄧一族の人々が初
めて作った集落で、歴史的建造物が数多く残り今でも伝統
的な生活を垣間見ることができる元朗西部、天水圍（ティン
ソイワイ）にある「屏山（ピンシャン）」をPPW編集部Eが辿っ
た順路で紹介しよう。
　出発の前に元朗の大榮華酒樓（Tai Wing Wah Restaurant）
で腹ごしらえを。こちらは美味しい飲茶が楽しめるレスト
ランとして地元で人気の店。週末は行列が当たり前で、
PPW編集部Eも30分ほど待たされた。注文は、オーダー
シート式で、食べたい点心にチェックを入れて店員に渡す。
こちらのイチオシはカステラのような黄金色の「奶黄馬拉
糕」！ふわっふわでいくつでも食べられるほど。しかも庶民
的な値段が嬉しい。お腹も満たされたところで、いざ目的
の屏山文物径へレッツゴー。
　MTR西鉄線天水圍駅前に立つ石造りの三重の塔が聚星

樓（法定古跡）。香港最古
の塔だ。六角形の青レン
ガ作り、三階建て建物の
高さは約13メートル。鄧
一族が科挙（中国の高級
官僚採用試験）の合格を
祈願して、風水的に良いこ
の地に建立したものだ。

見学できるのは1階部分のみで、2階と3階は非公開。ここが
屏山歩きのスタート地点となる。
　聚星樓から集落に入って最初に上璋圍がある。屏山坑頭
村の鄧族が作ったもので、200年余りの歴史があるとか。
レンガで囲まれた居住区の中には、今も多くの人々が住ん
でいるが、私有地のため、外観のみの見学になる。その先
の車が通れないほど細くなった道を行くと空き地のような
空間のなかに小さな廟“楊侯古廟”が出現する。屏山坑頭村
に位置し、元朗にある6つの諸侯を奉る廟のひとつだとか。
廟は3つの部屋に分かれており、それぞれ侯王・土地・金花
娘娘が奉られている。
　楊侯古廟の手前にある古い井戸が「古井」。ネット検索し
たところ、これも見所のひとつとか（！？）。この井戸は長年、
坑頭村と上璋圍の両住人の大切な水源で200年前には
あったとされているが、今は封鎖され、水草が茂る井戸に
なってる。
　古井を後に法定古跡の鄧氏宗祠と愈喬二公祠へと向か
う。屏山の鄧一族の祖先を奉っているのが鄧氏宗祠。1273
年に建立されたもので、三進両院式（3つの部屋と2つの中
庭から成り立つ建物）。建物内部には色彩豊かな彫刻や縁
起がよいとされる動物たちが数多く描かれる。鄧氏宗祠の
隣に愈喬二公祠がある。16世紀に建立され、古来より集落
内の教育の場だったという。
　続いて坑尾村に位置する覲廷書室は、1870年に建立。覲
延公は1837年に科挙に合格した優秀な人物を祀ってある
施設で、科挙を目指す子供たちの私塾とし、科挙制度が廃
止された後も、学習施設として使用された。美しい青レンガ
で作られた建物は、中央に中庭があり、随所に美しい内装
と色彩豊かな彫刻が施されている。屋根にも細やかな装飾
がびっしりと連なっており、一見の価値ありだ。満月を模し
たという美しい円形の通路をくぐると、そこが清暑軒（覲廷
書室に隣接する）。1874年に建立され、勉学のために地方

からやって来た人や招いた講師などの宿泊施設だった。建
物内の装飾はとても美しく、壁画や木の彫刻や、漏窓（透か
し窓）などの細工が至るところに施されており、屏山文物徑
の建造物の中でも、一際目を引く美しさだ。
　坑尾村公園に隣接する洪聖宮は、1767年に建され、現在
は2級歴史建築物に認定されている。洪聖とは唐代の有名
な洪熙のことで、漁師や海に携わる人々から海の神として
信仰され奉られている。香港の一般的なお寺の中庭には屋
根があるのに対して、この洪聖宮には屋根がない開放的な
設計で、通気と採光を考えた独特の様式とのことだが、残
念なことに門が閉まっていて中の様子を確認することは出
来なかった。残念。
　気を取り直して、洪聖宮から歩いて約15分ほど、しかも屏
山、元朗を見渡すことができる小高い丘の上に建っている屏
山鄧族文物館（2級歴史建築物）へ。1899年に建てられた屏
山警察署を改築した見ごたえのある資料館だ。鄧氏がこの
地に入り、開拓していった歴史を当時の品 と々写真や映像で
確認出来る。開拓に使われた工具や嫁入り道具、服などに当
時生活や風習が垣間見え、屏山文物径沿いにある史跡につ
いてもさらに深く知ることができる。
　数時間で巡ったヘリテイジトレイル。貴重な建造物を巡
り、鄧一族がこの地に入植した往時にタイムスリップしたか
のような感覚を覚えるこのコースは、是非オススメしたいト
レイルのひとつだ。

　存在感溢れる香りが特徴のフルーツ「ド
リアン」。この果実をなんとご飯の上にトッ
ピングするというアイディアを生み出した
のが元朗のレストラン「屏山老地方」だ。
　一見不釣合いの様に見えなくもないコンビだが、香港の代表料理でもあるミートパ
イがドリアンの強い香りと味わいを包み込み、滲み出るようなジューシーさを引き出し
ている。新メニューとして店頭に並ぶや否やたちまち人気を集め、いまや心待ちにして
いるファンも多くいるほど。
　残念ながら毎日注文できるわけではないので、店頭にない場合は他の人気メニューを
試してみよう。「ピリ辛チーズのベーコンミートライス」や「マンゴーミートパイライス」もオ
ススメだ。

元朗 新界の西北部に位置し、北端は深圳と接する元朗（ユンロン）。市街地を貫く大通りの中央を、スマート
な路面電車ライトレール（軽鉄）が行き交う。25年ほど前はのどかな田園風景が広がるエリアだった。
肥沃な土地と水に恵まれた米の産地で、沿岸部では水産物の養殖も行われていた。しかし近郊の工業
化、高速道路・ライトレール・MTR西鉄線の開通に伴って街は発展。とはいえ一本路地に入ると、茶餐廳
などが軒を連ね、昔ながらの風情を味わうことができる。

Yuen Long

ライトレールが走る、新旧混在の郊外都市

ハローキティが持つ農園をイメージして作られた「ハローキティファーム」では、農業を通して自然の楽しさ
を体験することができる。園内には至る所に農作業着に身を包んだハローキティのモニュメントがあり、そ
の可愛さにファンのみならずとも笑みがこぼれてしまうに違いない。「ファンタスティック･フレッシュカフェ」
や「ハローキティ・スーベニアショップ」など園内施設も充実しており、子ども達は専用の「キッズ・プレイグ
ランド」で元気に遊びまわることもできる。農場の中には「オーガ
ニック野菜植え付けレッスン」など農作業のノウハウを教えてく
れるワークショップもあるため、不慣れな方でも安心して取り組
めそう。また、「ハンドメイド・ワークショップ」やBBQ施設も充実
しているため、自然を満喫したい方はぜひ足を運んでみては。

住所：Kam Tin, Yuen Long, N.T.
電話：(852)5579-2178
曜日：毎週月、木、金、土、日、祝日
ウェブ：www.gogreenlife.com.hk　
フェイスブック: www.facebook.com/gogreenfarming?ref=hl　
入場料：HKD20／1人（平日）、HKD30／1人（土日＆祝日）

半
日
で〝
香
港
の
原
点
〞の
小
さ
な
村
を
巡
る
！

Hello Kitty Go Green Organic Farm

ハローキティに囲まれて農業体験
大自然とふれあいに出かけよう 香港スタイル究極のコラボ

ドリアンミートパイライス

屏山老地方
住所: Shop 42, G/F., Hang Tau Tsuen, Ping Shan, Yuen Long
時間: 8:30～22:00
平均価格: HKD約50

屏山老地方屏山老地方

聚星樓
時間：9:00～13:00、14:00～17:00
定休日：毎週火曜日、1月1日、旧正月三が日、12月25日、26日

屏山鄧族文物館
住所：Ping Shan, Yuen Long, N.T.
電話：(852)2721-2326
ウェブ：www.amo.gov.hk/en/trails_pingshan.php（英語）

大榮華酒樓
（Tai Wing Wah Restaurant）
住所：2-6 On Ning Rd., Yuen Long, N.T.
TEL：(852)2476-9888
時間：6:45～23:30

屏山文物径
ピンシャン・ヘリテージ・トレイル

天
水
圍
駅
前
に
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つ
石
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り
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三
重
の
塔
が
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跡
）

楊侯古廟（左）と「古井」

屏山鄧族文物館
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ン

上璋圍
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を
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New Territory

New

Territories
ひろ～い新界には博物館や文化施設もいっぱいある。中国から渡って来た漢民族「客家人」の暮らしを紹介
する博物館に、かつての駅舎を活かした鉄道博物館、新界にスポットを当てた展示している博物館など、こ
の地ならではの施設も多い。日本人には「そんなところがあるの？」「行ってみたい！」という掘り出し施設も！
そんな中からいくつかをピックアップしてご紹介しよう。

　新界地区で初めての劇場「荃湾大會堂」が完成したのは1980年のこと。1420席を保有する大
ホール、展示ギャラリー、講義室、会議室などを備え、近代的な設備が整っている。交通の便もよ
く、香港市内からバスまたは、MTR荃湾駅・荃湾西駅から徒歩で訪れることができる。同劇場で
は毎月さまざまなイベントを行っているが、今年5月には「さだまさしチャリティーコンサートin
香港」が開かれたばかり。33年ぶりの同氏による香港公演は日中港文化交流の歴史に新たな記
録が追加された。そのほか広東オペラから子供
むけの劇まで老若男女が楽しめる演目が目白押
し。イベントの詳細はウェブにて。

住所：72 Tai Ho Rd., Tsuen Wan
電話：(852)2414-0144
時間：9:00 ～11:00
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/en/twth/index.html

　香港や中国本土に数多くのレストランを経営する稲香集団。同グループが運営する「稲郷飲
食文化博物館」では、国内外の調理道具や食器の展示のほか、食文化や歴史も紹介している。
香港の食文化と言えば「飲茶」が有名だが、飲茶の食器や茶葉を始め、宴会時の装飾まで展示
されており、住んでいるだけではわからない文化や歴史を簡単に学ぶことができる。なかでも
屋台のセットは香港の古き良き時代を感じることができ、どこか懐かしさがこみ上げてくる。
1950～70年代に香港の街中で多く見られた移動式屋台は、速くて安いということから人気があ

り、庶民の社交の場でもあったという。
　同博物館は、火炭に位置するビル内に
あり単体の大きな博物館ではないが、展
示の種類は多く興味深いものばかり。予約
必須のため詳細はウェブで確認しよう。

住所：1/F, 13 Au Pui Wan St., Fo Tan, Shatin
電話：(852)3989-7000
開館日：火～日（祝日開館）
　　　9:30～12:30、14:30～17:30
ウェブ：www.taoheung.com.hk
入場料：無料

　初期の香港と中国本土南部の歴史、文化、芸術を
紹介している博物館。広東オペラや香港新界地区
にスポットをあてた展示をはじめ、個人寄贈品の展
示も行っている。また、特別展のほか随時開催される企画展も評判だ。ギフトショップでは、書
籍や文具、CD、展示に関連したアイテムも購入することができるなど、見どころ盛りだくさん。
　ブルース・リー (李小龍) 没後40周年、そして彼の代表作となる「燃えよドラゴン」公開40周年に
あたる2013年からブルースリーの特別展示「武・藝・人生 ─ 李小龍」も開催中。600点以上もの
ブルースリーに関する品物や文書、展示物され、ブルース・リーのトレードマークともいえる、死
亡遊戯で着用したイエロー・トラックスーツも展示されてる。ブルースリーの数奇な人生を辿る
ことができる。
■武·藝·人生̶李小龍の開催は2018年7月20日まで

香港文化博物館

住所：1 Man Lam Rd, Sha Tin,
電話：(852)2180-8188
時間：10：00～18：00　(月、水―金)
　　  10：00～19：00　(土、日、祝日)
　　  10：00～17：00（クリスマスイブ、旧暦大晦日）
休館日：火曜（祝日は除外）
入場料：HKD10
ウェブ：www.heritagemuseum.gov.hk/eng （英語）

　九龍（カオルーン）と中国・広州を結ぶ九
広鉄路の開通当時の大捕墟駅（1913年落
成）があった場所が香港鉄道博物館として1985年に誕生した。当時の駅舎（グレーのレンガ壁
に華やかな花紋が描かれた中国式建物）が1984年に法定史跡になった。旧駅舎の建物も見逃
せないひとつ。その場で昔に思いを馳せることもできるだろう。館内には九広鉄路の歴史を物
語る写真や展示品が飾られている。1970年代に活躍していたディーゼル機関車、開業後運行し
たナローゲージ（狭軌道）SLや客車などが展示保存され、現在走っている車両と比較するのも
楽しみになることだろう。鉄道ファンはもちろん香港ファンも見逃せない博物館。

香港鉄路博物館
昔の大捕が実感できる！？

住所：13 Shung Tak St.,Tai Po Market,Tai Po,N.T.
電話：(852)2653-3455
時間：10:00～18:00
休館日：火曜、クリスマス前後、旧正月３日間、
入場料：無料
ウェブ：www.heritagemuseum.gov.hk/zh_TW/web/hm/museums/railway.html

ブルースリーの特別展示
「武・藝・人生 ─ 李小龍」開催中！

荃湾大會堂
新界屈指のコンサートホールはイベントが目白押し！

稲郷飲食文化博物館
香港のみならず世界の食文化を紹介

　荃湾駅から徒歩5分
ほどの場所にある「三
棟屋博物館」では、漢民
族の一支流である「客
家人」の生活文化を紹
介。伝統的な村の様式
が復元され、博物館と
いうよりもタイムスリッ
プして香港の路地に入り込んだような雰囲気で楽しく散策が
できる。
　200年程の歴史を持つ白壁の村は、1981年に歴史建造物
に指定され修復後、一般に開放された。昔ながらの門をくぐ
ると、迷路のような通路が現れ、2000㎡の敷地内は碁盤の
目のように昔の家が再現されている。当時の調度品が展示
された居室は、団扇や靴、食器などが置かれ、客家人の生活
が手にとるようにわかり、展示内容も充実している。入場無
料なので街の散策感覚で気軽に立ち寄れる博物館だ。学生
や団体にはガイドツアーも実施。

住所：2 Kwu Uk Lane, Tsuen Wan
電話：(852)2411-2001
開館日：月、水～日、祝日　10:00～18:00、火曜休館
ウェブ：www.heritagemuseum.gov.hk
入場料：無料

三棟屋博物館
「客家人」の伝統的な暮らしをそのままに粉嶺

新界ならではの博物館、文化施設

フ
ァ
ン
リ
ン

▲祟謙堂：1927年建立、1951年増改築、1983
年閉鎖。建物内の見学は不可。三級歷史建築。

▲麻芴圍：鄧一族が清時代に建立。200年以上前
に建てられた集落。入り口には鉄の丸環で作ら
れた門が入口に据え付けられている。1994年古
蹟に認定。

　香港に３つある歴史文物径のひとつ、「ランユクタウヘリテージ・ト
レイル龍躍頭文物径(Lung Yeuk Tau Heritage Trail)」。昔、ここの山で
飛び跳ねる龍が見られたという言い伝えから、この名前が付いたとい
う。龍躍頭は自然豊かなのどかな場所で、とても香港とは思えない場
所だ。都会の喧騒から逃れるのにはうってつけ。田園風景を楽しみ、歴
史的建物に触れてみてはいかがだろう。

▲天后宮：建築時期は不明、1913年と
1981年に改修工事が行われた。1つの
正殿と2つの副殿があり、正殿には天
后と千里眼、順風耳が安置されてお
り、左殿には、２つの古い鐘がある。そ
の内の一つは1695年に鄧一族により
奉納されたもの。2002年11月古蹟に
認定。壁画が３Ｄになっている。

▼松嶺鄧公祠：ここは老圍の
東に位置し鄧一族により
1570年に作られた。彼らの祖
先を祭る為の祠で、３つの部
屋に分かれている。正殿には
歴代の祖先の位牌と神主の
有龍頭の木像がある。1997年
11月法定古蹟に認定。

紹介しきれないくらい
盛りだくさん新

界
の
魅
力

新
界
の
魅
力

ランユクタウヘリテージ・トレイル
粉嶺龍躍頭文物径

ランユクタウヘリテージ・トレイル
粉嶺龍躍頭文物径
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香港香港＆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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 インテリジェンス
香港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。

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

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

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

香港/香港島 18K～22K
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/
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
深圳

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

RMB
10K～20K深圳

倉庫管理。在庫管理、倉庫管理の勤務経験
（1年以上）。北京語レベル：ビジネス初級、英語
レベル：日常会話できるレベルが望ましい。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス RMB10K～広州

主に日系企業を対象としたセキュリティ・サー
ビス・防犯機器の提案営業やアフター・フォ
ロー業務。経験不問、北京語コミュニケー
ションレベル必須。

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。

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 20K

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

営業・販売系/
専門商社・総合商社

20K～25K
（コミッションを

含む）
香港/香港島

社員のやる気と努力を評価する社風！大手日系
飲料関連企業での営業職。香港内の日系・
外資系企業へ、自社サービスやプロダクトを
積極的に新規営業。経験不問、要ビジネスレベル
の英語あるいは広東語。

インテリジェンス
香港

サービス系/
その他サービス 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。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 ～30K
ジャパンデスクでのコーディネーター。日系企業
と顧客間のコーディネーション、上司のアシス
タント等を担当。経験不問、要ビジネスレベル
の英語。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～50K

有名日系SI企業でのIT営業。ビジネス機会・顧客
要望をみつけ、ITソリューションを販売。IT、
コンピューター、電気、エンジニアリング領域の
大卒またはBBA。ITとSI統合営業経験3年要。
英語要。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～38K

日系商社でのセールスマネジャー。シッピング
文書、銀行/現金取引の対処等。日本本社/中国・
台湾顧客の橋渡し。輸出入業務経験3～5年
以上、シッピング文書対処、基本的な経理知識要。
英・北京・広東語要。

香港/香港島

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。

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）

香港/九龍 20K～28K
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。

香港/九龍 20K～22K インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫

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

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
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。

15K
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ビジネス（香港・広東共通）
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