
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

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。

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。

香港/九龍 15K～20K RGF 香港

通信サービス企業でのアカウントマネジャー。
モバイル・データとマルチメディア製品・サー
ビスを日系法人顧客に販売。日本語ネイティブ。
英語要。セールス経験２年以上要、通信/IT
領域尚可。

RGF 香港20K～25K香港/九龍

日系物流企業での営業。物流ビジネス機会の
開拓、主要顧客のマネジメント等。運送/物流/
シッピング企業で1～3年の営業経験。空輸・
海運知識要。日本語及び北京or英語要。中国
での営業経験優遇。短大卒以上。

RGF 香港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

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～19K

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。

香港/香港島

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。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 20K～25K香港/香港島

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。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・販売系/小売・流通

20K～香港/九龍

日系情報システム企業での営業。華南や香港
の日系企業を担当。一般会計・物流納品・人事
管理システムの導入。日常会話レベルの英語
or北京語要。IT業界、システムベンダーでの経験
尚可。営業経験２～３年尚可。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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

RGF 香港営業・販売系/金融・保険

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

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。

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。

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。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。

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

ベトナム/
ホーチミン

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

US$1,200
以上
※経験に
より応相談 

ベトナム/
ホーチミン

事務スタッフ：データ処理、メール・電話応対、
スケジュール管理、書類作成、面接アレンジ、
面談等※一部ＨＲコンサル業務あり。大卒、
社会人経験2年以上、未経験者歓迎、英語・
ベトナム語不問。

RGF 香港営業・販売系/
その他サービス 40K～80K香港/香港島

大手監査法人での会計監査業務。日系企業の
香港/中国法人を中心とした決算の補助等。
日本公認会計士資格要。英語ビジネス（目安
TOEIC850以上）。会計事務所と事業会社で
の勤務経験者。

20K～24K

20K～23K

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。

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

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。

生産管理・品質管理/
小売・流通 18K～22K

大手総合物流企業での倉庫管理者。倉庫作業
の現場管理。現場スタッフが作業を遅れなく
効率良く行っているかの確認、日本側からの
改善案の実施、在庫管理等。広東語、北京語
ビジネス。未経験可。住宅手当約7K。

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。

RGF 香港香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

香港香港

ベトナム

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

中国のタクシー配車アプリの背後にも

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は18年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　2015年2月、中国におけるタクシー配車アプリの二大勢力

である「滴滴打車」と「快的打車」の合併のニュースがあった。

　タクシー配車アプリとはタクシーを探している利用者が自

分のいる位置と行き先をスマホのアプリに入力すると近辺を

走っているタクシー運転手のスマホアプリにその情報が配信

され、その乗客を乗せたいと思う運転手が承諾の返事を出し

てそこへ迎えに行くということを可能にしたコミュニケー

ションアプリだ。同様のアプリはアメリカのUberやLyft、イン

ドのOLA、東南アジアのGrab taxi、ブラジルのeasy taxi、イギ

リスのHailoなど世界各国にある。　

　現地に行くとわかるが、上海など中国の大都市では人口に

対してタクシーの数が少ないので、特に出退勤時間などは流

しのタクシーを捕らえるのは困難を極める。

　また、中国のタクシーは運転手がタクシー会社から車を借

り上げてそのレンタル料やガソリン代や修理費などはすべて

運転手の負担になるというシステム。運転手の稼ぎは、いか

に多く長距離の客を乗せたり渋滞を巧みに避けたり、自分の

よく知っている地域を効率良く走らせたりというテクニックに

かかっている。

　だから予め走行経路がわかると運転手側もありがたいのだ。

　そんな形で需要と供給を上手に結びつけるタクシー配車

アプリだが、中国では「滴滴打車」と「快的打車」が合わせて

95%という驚異的なシェアを握っている状態が続いている。

　どうしてこの2社がこれだけの大きなシェアを獲得すること

になったのか?「滴滴打車」の大株主にはインターネットやス

マホでQQや「微信」（WeChat）のサービスを運営している騰

訊（Tencent）がいて、「快的打車」は中国最大のネットショッ

ピングモールタオバオ（陶宝網）や天猫(T-Mall)を運営するア

リババ（阿里巴巴）が出資している。騰訊（Tencent）は、「微

信」（WeChat）の電子財布機能（以下”微信ウォレット”と呼ぶ）

を持っている。アリババも「アリペイ（支付宝）」という電子財

布機能を持っている。

　この両者がタクシー料金の支払いにそれぞれの電子財布

機能を使えるようにしたのである。この利便性は2社の大き

なアドバンテージとなって、競合他社と水を開けることに成

功した。

　次の段階は両者のシェアの奪い合いの競争である。タク

シー配車アプリは乗客のユーザーを増やすことも重要だが、

乗車の引き受け手となるタクシーの運転手側でもアプリを

インストールして使ってもらわなければならない。

　これが結構難題なのである。今どきの20代の若者ならスマ

ホやアプリを使いこなすことは造作無いことだろうが、30代

以上の肉体労働者であるタクシーの運転手に最先端のIT技

術を取り入れてもらうのは大変なのである。

　そこで両社が考えたのが、タクシーの運転手に大きなイン

センティブを出すこと。例えば「滴滴打車」のアプリを使って載

せた乗客が微信ウォレットで運賃を清算すると、「滴滴打車」

から運転手の口座に15元のインセンティブが支払われると

いうことにした。このインセンティブは実は初乗り料金よりも

多い。また、運転手ほど多くはないが、乗客の方も同様のイン

センティブを払って両方面から利用者を爆発的に増やして

いったのである。

海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保険、
減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立投資につい
ての個人面談を実施します。

2015 年 6 月20日（土）香港　10:00-18:00 
※実施時間は 1 時間。開始時間は別途打ち合わせの

うえ決定いたします。

参加ご希望の方はメール：info@borderlessworks.com まで。

「個人年金・生命保険個人面談会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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香港広東

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

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  

本セミナーは、会計セミナー第2回目として、英文財務諸表と英文監査報告書の読
み方をレクチャーします。
海外に赴任した方で、これまで経理・財務に直接関わりのなかった方々も、本セミ
ナーで収益判断力を養うことができます。
 
海外現地法人のトップとして赴任する方々は、営業やエンジニアとして経験された
方が多く、経理や財務の仕事に直接携わらなかったケースがよく見られます。
しかし、海外ではローカルスタッフの会計担当者を監督し、ときには監査法人や
税務局とも折衝しなくてはなりません。重要な意思決定をするためには、慣れない
経営数字を英文財務諸表を通じて把握する必要があります。
 
先日、数名の駐在員の方とお話する機会がありましたが、志の高い彼らの多くは、
赴任後に自らの経営知識が不足していることを自覚し、機会があれば学びたいと
考えています。
会計は経営の基本であり、特に英文会計は香港に限らず、他国に赴任しても必要と
なる知識です。
本セミナーを通じ、本社への会計報告等に不安を感じつつ駐在されている方の理
解の一助となれば幸いです。
 
なお、会計セミナー第３回は「中文財務諸表の読み方」を予定しており、中国の財
務諸表と日本の財務諸表の違い、発票主義と発生主義の違い等、中国特有の事象
を扱います。
 
第1回のセミナーに参加できなかった方でも理解できるよう、第1回で扱った内容
に触れながら解説していきますので、初めて参加される方でもご安心下さい。

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。

「英語が苦手、会計が苦手」と言って諦めてませんか？

"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 

目的意識の高い人の為の勉強会

6月26日（金）
14:30～1

6:30

サクッとわかる！
英文財務諸表、英文監査報告書の読み方～入門編～
講師：シニアコンサルタント　石田　敬強
【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 香港

ホーチミン

　Jetcool商用設備公司は、2004年に現社長のマ

シュー･ウォン（Matthew Wong）氏が設立した会社

である。設立当初は、年間150台ほどを売り上げる小

さな地元の冷蔵庫販売店だった。2009年にJetcool

ブランドを広めるべく事業拡大を決め、その年の12

月に日本の高品質な技術を活かし厨房機器をサ

ポートする「ホシザキ電機」と台湾のショーケース

メーカー「KINCO」との代理店

契約を結び、翌年より販売を

開始した。

　この代理店販売契約をきっ

かけに、売り上げ目標と戦略

を大きく変更し、2010年には

3000台を売り上げるまでになったという。また、同

年10月イタリアの冷凍庫メーカー「Framec」の中

国・香港地域の代理店権も獲得し多くのチェーン店

で使われるようになり、これを皮切りに欧州メー

カーを中心としたブランドAlto-Shaam, Houno, 

Enofrigo, IMC, Sanden, Liebherr, Lincat, Sharpな

どの販売も強化し、飲食店のみならず病院やコンビ

ニエンスストアなど様々な場所で利用を拡大してい

る。さらに2010年10月には、高品質なショーケース

を中国市場に広めるべく「Jetcool中国」を設立し、香

港同様の成功を目指す。

　現在注目の新商品は、日本製の業務用冷蔵庫で3

年保証もついている。またショールームは、どの店

舗もモダンなデザインで明るく、デモキッチンを設

置しているところもある。同社の商品は香港をはじ

め、マカオ、上海、北京、深圳、佛山など多くの地域で

使用されているが、どこにあっても「高品質な商品と

サービスをお客様へ提供する事が最も重要だ」とい

う考えは変わらない。同社はこれからも期待に応え

ることができるよう努力を惜しまず、常に新しい挑戦

をしていくだろう。

常に高品質な商品とサービスを提供するJetcool
香港のみならず中国へも事業拡大

Jetcool Premium Showroom 
住所：G/F., Man Shung Ind. Bldg., 
           No.7 Lai Yip St., Kwun Tong 
電話：(852)2442-1108      
 (852)9530-8617 (担当：佐藤）
メール: natsuka.sato@jetcool.com.hk 
ファクス: (852)2442-1155 

Jetcool Plus+ Showroom
住所：G/F., No.76, Kau Yuk Rd., Yuen Long  
電話：(852)2442-1162      Fax: (852)2442-1163

住所：G/F., No. 285 Shanghai St., Yau Ma Tei     
電話：(852)2442-1192      Fax: (852)2442-1255

Jetcool Plus+ Demo Kitchen
住所：G/F., No.170, Reclamation St.,Yau Ma Tei 
電話：(852)2442-1066      Fax: (852)2442-1077

Jetcool Shanghai Office
住所：Suite 515-516, I Mansion of the North,
　　　106 Zhongjiang Rd., Putuo District, Shanghai, China
電話：(86)21-6071-5135

ウェブ：
www.jetcool.com.hk   www.jetcool.cn
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香港＆広東

　どんな業界・職種に限らず、先輩・後
輩の関係は職場につきもの。特に女性
同士では細かな仕草まで気になってし
まうのは仕方ないのかもしれない。
そんな働く女性の考え方について、
ファッション・コスメ業界の販売員に
特化した人材会社のIDAが「お仕事
に関するアンケート」を実施。

■職場ではどんな女性の先輩に憧れる？
　1位は「仕事と家庭のバランスをとっている」が51.0％で半
分を占め、2位は「後輩に優しい」で45.0％。真逆の質問である

「後輩に厳しい」は4.7％とかなり差が開いた。３位は「業務評
価が高い」36.0％となり、永遠のテーマである「仕事と家庭の
両立」を上手にこなす女性は、自分自身のロールモデルとして
常に探し求め、働く女子たちの気持ちが反映されているのか
もしれない。

■「職場でこんな後輩は嫌だ」と思う女性後輩の態度・特徴は？
　「社会人のマナーとして常識的なことができない」が上位を
占める。1位は「謝らない」57.7％、2位は「敬語ができない」
50.0％。3位は「男性社員に媚を売る」48.3％。若い女性社員を
ついつい甘やかしてしまう男性社員がいるのが伺える。女性
の先輩を敵に回さないように注意が必要なのかもしれま
せん。「業務評価が低い」30.0％は低く、こんな後輩は嫌だ、と
思われる対象にはあまりならないよう。

■女性社員の方が頼りになる！
　「女性社員と男性社員はでどちらのほうが頼れますか？」の
質問では、「女性社員」という回答が52％占め、少しだけ女性
社員のほうが多いという結果に。理由としては、1位は「女性な
らではの悩みを分かってくれそうだから」が50.3％。2位は「面
倒見がよさそうだから」が33.8％、3位は「共感力が高そうだか
ら」で31.8％だった。女性同士、身体的な悩みから人間関係の
相談まで、仕事に限らず人生の先輩として頼れる女性社員は
貴重な存在のよう。

■男性社員の方が、女性社員より頼れると答えた方へ、
　その理由は？
　1位は「男性目線の違う観点から助言をしてくれそうだか
ら」で49.7％。2位は「論理的な解決策をくれそうだから」で
45.5％。女性社員の方で2位にランク付けされた「面倒見がよ
さそうだから」は18.9％と少なく、男性目線で見た、
的確な意見を期待している女性が多いのかもし
れない。「発言権が強いから」は15.4％と少なく、決
して男性に権力を求めているわけではないよう。

職場で憧れる先輩女性像は・・・！？
バランスよく、仕事と家庭を保っていますか？
ああなりたい先輩、こんな後輩は嫌だという女性の本音が分かるかもしれない。

【調査概要】
調査方法：株式会社ネオマーケティングが
                    運営の「アイリサーチ」
調査対象：全国の20 ～ 49 歳の有職者
                    （正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト含む）女性
集計対象数：300人
調査期間：2015年4月15日（水）～16日（木）
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　みなさまネイホウ。
　広東語講座を受け始めて２ヶ月が
経ちました。もちろんペラペラとしゃべ
れるようにはなっていません。

　けれど、街を歩いていると耳が拾う単語やフ
レーズは少しずつできてきました。その一つに
「ジェジェ、ンゴーイ（すみません、どいてくださ
い）」があります。意味を教わったレッスン直後に
この言葉をエレベーターで言われ、「こんなにすぐ
に復習の機会があるなんて、これは広東語を勉強
せよという神のお告げに違いない！」と胸が高鳴り
ました。が、それも束の間、立て続けに電車でも言
われ、ナニカ違うゾと。どうやら私は戸口に立ちが
ちで、みなさまのジャマになっていることが多いよ
うなのです。なんて勘違いな私。
　さて、気を取り直してー。前回はクリス先生の授
業で特徴的なボイスレコーダー活用法について
お伝えしましたが、今
回は “オリジナルテキ
スト”についてお伝え
したいと思います。
　いわゆる印刷され
た教本は一切使って
いない先生のクラス
では、毎回のトピック
スはクラスメイトの 
最近の出来事や、生

活シーンで感じた疑問
から作られていきま

す。近々のレッスンではマッ
サージに行って来たというクラスメイ

トのKさんのこんな質問から広がりました。
「マッサージを受けている時、とっさに『痛い！』と
言いたくても言葉が出なくて。広東語ではなんて
言うのでしょう？」
「そんな時は『哎呀～! 好痛呀～!』と言えばいいで
すよ」と感情たっぷりにクリス先生。さらにマッ
サージに行った場合のシナリオを想像しながら使
えるフレーズを教えてくださいました。
「もう少し弱く押してもらいたいなら『唔該細力
D』、強くだったら『唔該大力D』、ちょうどいい気持
ちよさなら『而家啱啱好,好舒服！』。“啱啱”はjustの
意味です。それと、師父、つまり“マッサージしてく
れる人”にここを揉んでほしいと直接伝えるなら
『唔該按呢度』と言えばバッチリですね」
　ちなみに 足裏は「脚底（geuk dai）」、全身は「全
身（chyun san）」と言うそうです。
　実体験を基に作っていくテキストは言わずもが
な実践的なフレーズばかりな上、グラマーもしっ
かりと押さえられています。そして何よりも、クラス
メイトの体験を追体験しながら身近な香港の楽し
みを改めて知ることもできるのが醍醐味です。

クリス先生のクラスでは先生独自のオリジナルテキストが使われているそう。
これは毎回クラスメイトの「こんな時は何と言えばいい？」
「こんな言葉を言われたけど、それってどんな意味？」など
広東語にまつわるさまざまな疑問をもとに作られるもの。
香港生活の今を切り取った活きた教科書のようです。

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。

最
近
疑
問
に

思
っ
た
こ
と
は
？

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

第５回実
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ゼロからスタート 第55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

　今回は飲食業で使う専門用語「術語(söt6 yü5)」（その1）についてご紹介しましょう。

　慌ただしい生活リズムの香港では、レストランや料理店の多くは注文から会計まで“速度”が要求さ

れます。注文時にウエイターは注文名を略して書きます。そのため、皆さんが面白おかしい「術語」を目

にする機会も少なくありません。

　例えば、お客さんが店内で飲食することを「堂食(tong4 sik6)」、お持ち帰りを「行街(haang4  

gaai1)」と言います。お持ち帰りの麺類は長い時間汁につかっていると伸びてしまうので、「 上

(ling6 söng5)」と言って、麺とスープを別々に入れるよう頼むこともできます。また、茶餐廳のセット

メニューには食パンがついてきますが、カリカリがお好みの方は「 底(hung3 dai2)」と言って、トース

トしてもらうこともできます。しかし、いずれとも1,2ドルの追加料金を請求される場合があるので注意

してください。

　また、一般的なレストランでは「 位(ka1 wai2)」と呼ばれるボックス席が設置されています。昔の

鉄道車両の座席のように面と向かって座るので、よりゆったりとくつろげます。

　なお、ラッシュ時には「搭 (daap3 toi2)」相席をお願いされることも多いです。通常店内にはお

知らせを張ってあることが多く、香港人は相席に慣れています。というのも、相席をしなければ待ち時

間がもっと長くなる可能性が高いですからね！

　次回レストランに行く際は、是非「術語」を使って注文してみましょう！

広東語・発音・日本語

会話練習

兩位搭唔搭枱㗎？
Löng5 wai2 daap3 m4 daap3 toi2 ga3?

お2人様ですか。相席になるかもしれませんが、よろしいですか。

可以呀。
Ho2 yi5 a3.

いいですよ。

咁，兩位呢邊卡位坐吖，食咩呀？

Gam2, löng5 wai2 ni1 bin1 ka1 wai2 cho5 a1, sik6 me1 a3?

では、お2人様、こちらのボックス席にどうぞ。ご注文は何にいたしますか？

一個茶餐A多士烘底，飲凍齋啡。

Yat1 go3 cha4 chaan1 A do1 si2 hung3 dai2, yam2 dung3 zhaai1 fe1.

私はAセットお願いします。パンはトーストしてください。飲み物は、アイスブラックコーヒーで。

一個炒飯加底，飲凍奶茶多奶。

Yat1 go3 chaau2 faan6 ga1 dai2, yam2 dung3 naai5 cha4 do1 naai5.

私はチャーハン大盛りで。ミルクティーはミルク大めにお願いします。

一個A餐烘底同炒飯加底，一杯飛沙走奶同凍奶多奶嘅。仲有冇其他？

Yat1 go3 A chaan1 hung3 dai2 tung4 chaau2 faan6 ga1 dai2, 
yat1 bui1 fei1 sa1 zhau2 naai5 tung4 dung3 naai5 do1 naai5 ge3. Zhung6 yau5 mou5 kei4 ta1?

Aセットお一つ、パンはトーストで。チャーハンお一つ、大盛りで。お飲み物は、アイスブラック
コーヒーとミルク大めのミルクティーでよろしいでしょうか。他には何かございますか？

係咁多先。

Hai6 gam3 do1 sin1.

以上で結構です。

好呀，咁等一陣啦。

Hou2 a3, gam2 dang2 yat1 zhan6 la1.

かしこまりました。少々お待ちください。

侍應:

Si6 ying3:

侍應:

Si6 ying3:

河村:

Ho4 chün1:

河村:

Ho4 chün1:

內田:

Noi6 tin4:

侍應:

Si6 ying3:

內田:

Noi6 tin4:

侍應:

Si6 ying3:

少～

siu2~
～少なめ

加底

ga1 dai2
大盛り

多～

do1~
～多め

走～

zhau2~
～なし/～抜き

飛沙走

fei1 sa1 zhau2 naai5
(砂糖、ミルクなしの）
ブラックコーヒー

茶走、 走

cha4 zhau2, fe1 zhau2
砂糖の代わりにコンデンスミルクを

入れたの紅茶/コーヒー
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（所在地） 珠江新城
（間取り） 2LDK　96㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 地下鉄3号線猟徳駅徒歩10分
（備　考） 今話題の珠江新城猟徳エリア。バーストリート、
 高徳モールなど人気スポット多数。
（月　額） 11,000元

领峰W

（所在地） 天河区
（間取り） 4LDK　165㎡
（室　内） リフォーム済み
（環　境） 地下鉄1号東駅徒歩10分
（備　考） リゾート風中庭あり、
 通学バスが玄関に泊まり、
 家族帯同者にピッタリ！
（月　額） 13,000元

峻林

富力华庭

（所在地） 天河区

（間取り） 3LDK　140㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄3号線と1号線の東駅徒歩10分

（備　考） 中信エリアの新築物件。中信、天河華庭以外の新しい選択肢！

（月　額） 14,800元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室

(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室

(86) 20-8753-4146

広州

H
o
n
g
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o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
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
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
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

◆高野山での不思議体験◆  
　先回に続き高野山での話。
　高野山の宿坊で早めの夕食を終えた後、まだ陽も明るかった
ので奥の院に行くことにしました。無知とは恐ろしいもので、陽
のあるうちに弘法大師様の眠る御廟に行けるだろうと軽い気持
ちで奥の院を元気よく歩いて行きました。
　ところが、歩いても歩いても目的地に到達することができま
せん。そうこうしているうちに陽も沈み暗くなっていきました。そ
の上、右を向いてもお墓、左を向いてもお墓、歩けども歩けども
お墓の奥の院。さすがの筆者も怖くて引き返すわけにもいきま
せん。
　しかし、陽が沈んだ後も意外と明るく「◯◯の墓」という文字
が見えるほどです。ふと空を見上げてみると、香港では決して見
ることができないような明るい月と満天の星が見えるではあり
ませんか。月と星の明かりがこんなにありがたいものだったと改
めて気がつき、つたない天文知識を頼りに東西南北を見失わな
いよう、時おり空を見上げながら歩いて行きました。「昔の人は
こんな風に星を頼りに歩いていたのかもしれない。」といにしえ
の時代にタイムスリップしたようで、なんだかうきうきした気持
ちすらなれたのです。
　その後無事に御廟に行くことができましたが、この不思議体験
の後宿坊に戻ったのは出かけてから2時間半後のことでした。

◆風水で光を建物に取り入れること◆　　 
　風水の世界では、光の照らす明るい場所には陰陽の「陽エネ
ルギー」が存在し、光の当たらない暗闇の中は「陰エネルギー」
が存在すると言われています。「陰」が強いとそこにいる人に活
気がなくなり、動作も鈍くなり、外に出かけるのも人に会うのも
億劫になってしまいます。よって住まいでも店舗でもできるだけ

「陰」の気が強くならないように創意工夫されています。
　例えば、右の写真のように天井がガラス張りになっている商
業施設を香港ではよく見かけることができます。こうした建物は
昼間は太陽光を、夜は月光を、つまり昼夜を問わず自然な光を
建物内に取り込んでいます。
　太陽や月の自然光は人工的な光とは違って、単に明るいだけ
ではなく、人々を生き生きとさせ活気をもたらすことができるの
です。

◆久美子的天と地の輝きを活用する奥義◆
　高野山の奥の院は森に囲まれ中間に一定の空間があり、そこ
に沢山のお墓があります。それらのお墓は、前述の天井がガラ
ス張りの建物のように昼間は太陽光を、夜は月光を浴び、永続
的に太陽と月のエネルギーを取り込んでいます。ある意味これ
はすごいことで、これらお墓は先ほどの生き生きパワーを永続
的に受けているのです。
　風水では住まいや商業施設、事務所など今を生きている我々
が生活する場所を「陽宅」と呼び、我々のご先祖様のようにこの
世にいない方々が眠る場所を「陰宅」と呼んでいます。「陰宅」は
実はその子孫である我々に大きく影響するため、香港では「陽
宅」以上に重視しています。奥の院のように素晴らしい環境に陰
宅があり、その子孫が繁栄しているのは、当然と言えば当然のこ
とかもしれません。
　ところで、あの日の夜の奥の院がとても明るく見えたのは月や
星の明かりのせいだとずっと思っていました。しかし、生き生き
としたエリアというものはまるで時の人が輝いているようにとて
も明るく見えます。あの明るさはもしかしたら天から受けている
明るさだけではなく、あのエリア自身の明るさなのかもしれま
せん。弘法大師様が高野山を開いて1200年経った今、天のエネ

ルギーのみならずあのエリアの人々の力によって、その輝きは
さらにパワーアップしているのです。

風水の奥義を行く！ 第38回　見上げてごらん夜の星をの巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファクス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
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香港

香港＆広州

香港＆広東

Etel Adnan個展
期間：6月4日～8月29日
住所：White Cube Hong Kong, 
           50 Connaught Rd., Central
電話：(852)2592-2000
時間：火～土11:00～19:00
ウェブ：www.whitecube.com/hongkong

　作家でもあり画家としても知られるEtel 
Adnan氏が、香港で初となる個展を開催する。
同氏は、1925年にレバノン共和国の首都であ
るベイルートに生まれ、パリで哲学を勉強した

後にアメリカに渡った。
現在はパリに戻り、世界
各地で個展を開いてい
る。同氏が作家として書
く詩と小 説 は 文 章と
アートの分野の間を流
動的に動き、また同氏
が画家として描く世界

は文化と分野をまたいだ文学との深いつなが
りからインスピレーションを得ているという。
　カリフォルニア州・サンラファエルにあるド
ミニカン大学でアートの哲学と美学を教えて
いた頃、同氏はすでに作家としても本を出版し
ていた。そして1960年代の初頭に、強烈なイン
パクトがある抽象的な絵を書き始めたのであ
る。テーブルの上に横にしたキャンバスを置
き、パレットナイフを絵の表面にあてて描く。明
るい色とダイナミックな力を兼ね備えた絵は、
ロシア出身の画家・Nicolas de Staël氏やスイ
ス出身の画家Paul Klee氏の描くモダニズムに
強く影響を受けている。

　同氏が描く山の形や地球・海・空はモチーフ
の色の重なりと境界がポイントとなる。そのほ
か、同氏が長い年月を過ごしたカリフォルニア
にあるTamalpais山を描いた絵は、鮮やかな
色の大きな塊が同氏の数多くの思い出を蘇ら
せる。さらに他の作品では、さまざまな形とサ
イズの幾何学的なブロックが同氏のセンスを
象徴している。これらのブロックの色は都市部
に密集した道、建物、日光、影を意味するもの
だ。
　文学に繋がりのある奥深い世界を描く同氏
の作品は、中環（セントラル）にあるWhite Cube
にて期間限定で展示される。鮮やかに描かれ
た抽象的な絵は想像力を駆り立て、さらに文
学の世界へと観る人をいざなうだろう。ぜひこ
の機会に足を運んでみよう！

レバノン出身Etel Adnan氏が香港で初の個展
文学とアートを繋ぐ独特の世界へ！
レバノン出身Etel Adnan氏が香港で初の個展
文学とアートを繋ぐ独特の世界へ！

ライフ（香港・広東共通）
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