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　日本貿易振興機構(JETRO)が主導する「中小企
業海外展開現地支援プラットフォーム」の発足式
が6月5日銅鑼湾（コーズウェイベイ）にある香港
日本人倶楽部で開催された。「中小企業海外展
開現地支援プラットフォーム」とは政府機関、香
港日本人商工会議所、香港和僑会、法律事務所、会計事務所などが一丸となって提携し、日本
企業が海外でビジネス展開しやすいようコンサルティングを行っていくシステムのことだ。小

野村拓志JETRO香港事務所長が「皆さんと共に協力し、香港で
日本企業が活躍していける仕組みと基盤を作っていきたい。」
と開会の挨拶を述べた。香港では民間日系コンサルティング会
社が数多く存在し、日本企業が香港へ進出する際のサポート環
境は整っているが、公的機関と連携し
た一体型の支援体制は十分ではな
かった。しかし、昨今の外食・美容など
の日系サービス産業の進出の増加を
受けて、JETRO主導で香港の主要機関

が協力体制を築き海外19箇所目となる当事業を立ち上げるに至っ
た。コーディネーターには会計・コンサルティング業務に精通した
NAC国際会計グループ香港事務所所長の村田学氏が就任。アジア各
国を跨ぐ組織再編支援や香港の日系大手メーカーで財務や経営企
画に携わってきた実力派だ。頼もしいリーダーが加わり期待感溢れ
る「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」。世界に羽ばたこう
とする日本企業を支えるこれからの活動に期待したい。

「中小企業海外展開現地支援プラットフォーム」発足式

JETRO HONG KONG
住所：Rm. 4001, 40/F., Hopewell Centre, 
　　  183 Queen's Rd., East, Wan Chai
電話：(852)2526-4067
ウェブ：www.jetro.go.jp

日本企業の香港進出を
強力にサポート
日本企業の香港進出を
強力にサポート

日本企業の活躍をサポートする仕組みを作る

日本企業の活躍を願う参加者の眼差しは真剣だ

プラットフォームの整備の
重要性を語る小野村JETRO
香港事務所長

「今日はまだ出発点に過ぎない」
と語るJETRO伊藤氏

国際ビジネスに精通した
村田氏

　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。第一部では、新しい制度の概略と、信用等級の変更についてご説
明しました。第二部では、新旧管理制度の移行と、企業信用情報の開示の二点に
焦点を当て、新制度へ対応する上で役立つポイントをご提案いたします。

新旧管理制度の移行
　これまでは、税関に登録している企業を経営管理状況や税関申告などにおけ
る信用度に応じAA類からD類までの5段階に分類してきましたが、この分類を下
記のとおり「高級認証企業」、「一般認証企業」、「一般信用企業」、「信用喪失企業」
の4種類に再編することになります。

　企業等級認証の認定では、「税関認証企業標準」（税関総署公告2014年第82
号）に則て税関登記企業の点数計上・控除が行われます。企業等級認証の税関登
記企業に「自己評価報告書」の提出も求められているため、認証申請前に、社内
の自社検査を行う必要があります。なお、企業等級認証認定の基礎とする税関に
よる信用情報に対し異議の提出も可能です。

企業信用情報の開示
　国家機密や商業機密および
個人プライバシー保護を前提
として、中国税関の企業輸出
入信用情報プラットフォーム
を通じて、税関登記企業の登
記情報や税関による企業信用
状況の認定結果、税関行政処
罰情報などの信用情報が社会
に開示されます。一回の税関
行政処罰の開示期間は5年間
となっているため、税関登記企業にはこれまでより厳格な管理が求められていま
す。税関登記企業の信用状況に影響を与えないためにも、税関による処罰を避
け、税関の関連規定を厳しく遵守しなければなりません。

提案
　同信用制度の実施により、企業等級認証の認定基準は厳しくなっているため、
税関登記企業にはより厳格な運営が必要となります。認証企業として認定される
よう、デューディリジェンスや評価報告などに関しては、必要に応じて税関法の専
門家に協力してもらいながら認定基準に則った社内体制を整備しましょう。また、
信用情報の開示制度に伴い、税関登記内容や税関業務の実施状況については、
適正な管理を行ない、税関への登録登記情報に虚偽の情報がないよう内部統制
をしっかりと機能させ、税関・貿易分野のコンプライアンスについての全体的な
見直しが必要になるでしょう。

【広東君厚法律事務所】 
　◆顧問 周軍偉
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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。

旧「管理弁法」 新「暫定弁法」 備考

高級認証企業

一般認証企業

一般信用企業

「暫定弁法」に基づいて信用等級を再審査・認定

3年毎の高級認証企業の再認証

動態的監視・評価、不定期的再認証

AA類企業

A類企業

B類企業

C類企業

D類企業
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◆江里奈さんはどのようなコースを取られているのですか。
　私は、ビジネス英語のプライベートレッスンを週1回2
クラス（１クラス＝40分）受けています。その他、思いつい
たときにフランス語と普通語のレッスンも受けています。
　英語のレッスンは1ヵ月前に始めました。きっかけはア
メリカ系ファッション会社でマーケティングとして働き始
めたことでした。フランス系の会社で長く勤めたことがあ
りますが、フランス人とアメリカ人の英語は、動詞のイディ
オムの使い方などがぜんぜん違います。フランス人にとっ
て英語は第二外国語なので使い方にも寛容ですが、アメ
リカ人はそんなに優しくはありません（笑）。ネイティブス
ピーカーの人たちの中で使えるビジネス英語をきちんと
勉強したいと思ったのです。

◆ベルリッツを選ばれた理由は？
　私は日本と上海に住んでいたときもベルリッツに通っ
ていました。語学を教える先生にはテクニックだけでな
く、知識の豊かさも求められると思います。色々な語学学
校に行ってみましたが、そういった資質を備えていて、
マーケティングなどのビジネス英語を教えてくれるネイ
ティブな先生がいたのがベルリッツでした。

◆授業はどのような感じですか。
　「ベルリッツ・メソッド®」といって、クラ
スでは徹底的にその言語しか話さず、コ
ミュニケーションスキルを磨いています。
オフィスではニューヨーカーの早口英語が行き交ってい
るので、英語のクラスでは、そうした環境も踏まえて、速
いテンポで授業を展開して下さっています。
　仕事でプレゼンテーションする資料を持参して相談
すると、小手先の英語のテクニックをアドバイスするの
ではなく、内容に対しても多面的にアドバイスして下さる
ので勉強になります。ベテランの先生が多く、ビジネス
シーンで働いてきた方やたくさんのビジネスマンと接し
てきた方が多いからできるのでしょうね。

◆フランス語と普通語のレッスンを受けることもあるの
ですね。
　はい。フランス語は家族との会話でも使いますし、中
国語も使えると役に立ちますよね。先日オフィスで中国
人に中国語で話しかけたら、「この会社で始めて中国語
を話した」と感激されました。フランス語は、夫に「その文
法の使い方、間違っている」と指摘されたときにも受けま
した。先生にそのことを伝えると、その使い方をすると大
袈裟に反応して下さり、「間違った文法＝先生の嫌な顔」
がインプットされ、間違えることはなくなりました（笑）。

◆安亜ちゃんはどんなコースを受けているのですか。
　英語のマンツーマンのプライベートレッスンとセミプ
ライベートレッスンを、それぞれ週1回2クラス受講。先
生方は、子供の個性も考えてクラスをアレンジして下さっ
ているそうです。まだ教科書を見る年齢ではないので、

遊びながら表現できる力を身につけています。授業をの
ぞくと、ゲラゲラ笑いながら楽しそうに受けています。
　レッスンを受け始めたのは2歳半のとき。フィリピン人
のヘルパーさんと英語で会話しているので、英語の発音
にはタガログ語の訛りがあり、文法も間違っていました。
でもベルリッツの先生には「すぐによく直るよ」と言われま
した。その通りで、レッスンを始めて半年ほど経ったころ、
夫が安亜の英語がうまくなったとびっくりしていました。

◆これからの目標はありますか？
　安亜は、文法の間違いなく臆せず日常会話で英語を
話せるようになること、私は、自分が納得できる英語でプ
レゼンテーションができるようになることです。

　経験豊かなベテラン教師陣による授業や、自然に楽
しく言語を学ぶことができる独自のカリキュラムで定評
のあるベルリッツ。家族・夫婦で同時に入会するとレッ
スン料が割引になる「家族割」もある。興味を持った方
は気軽にお問い合わせを！

ベルリッツ  Berlitz
住所： Suite 807-809, Harcourt Hounse, 39 Gloucester Rd., Wan Chai
電話：(852)2157-2269 (日本語でお気軽にどうぞ)
メール：infoP.hk@em.berlitz.com  
ウェブ：www.berlitz.com.hk

ビジネスシーンで使う外国語から
小さな子どもが楽しく身につける外国語まで。
家族で学べるベルリッツ

【Profile】
アルテール江里奈さんと安亜（あんな）ちゃん。江里
奈さんはアメリカ系のファッション会社でマーケ
ティングをしている。英語のほかフランス語・普通語
も堪能。ご主人はフランス人。安亜ちゃんは3歳。パ
パとはフランス語で、ママとは日本語で、ヘルパー
さんとは英語で会話をしている。フランス系の学校
に通っており、一番得意なのはフランス語だという。
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　香港の日本語書店でもよく売
れる、大人気の『日本人の知らな
い日本語』。この本の中に次のよ
うな、中国人の生徒からの質問
が紹介されています。『日本語の
「パンダ」はパンダですかパンダ
ですか？』これに次のような説明
が付けられています。『中国語に
は「ぱ」の発音が２種ある。どち
らが日本語の「ぱ」に近いかとい

う質問なのだが、日本人には同じに聞こえる…』。
　２種類の「ぱ」の発音とは、有気音と無気音のことです。日本
人が漢字を使うようになって千六百年、その過程で日本語は、
本来なかった音素である拗音（きゃ、きゅ、きょ…）、促音（っ）、
撥音（ん）、濁音などを獲得しましたが、有気音・無気音の区別
だけは、どうにもならなかったのですね。違いを漢字の読み方
に反映させることがなかっただけでなく、現代の日本人が中国
語を習う際にも大いに混乱を引き起こしています。
　『日本人の知らない日本語』には、外国人に「とてもよく聞か
れる質問」として、『「お」と「を」の音はどう違う』という項目が
あります。「お」を「オ」、「を」を「ウォ」と読み分けたのは平安時
代中期までで、その後は区別を失って、現在は両方とも「オ」。
ではなぜこういう質問が出てくるのかというと、それは、外国
人向けの多くの教科書で「を」が「wo」とローマ字転写されて
いるからです。コンピューターのキーボード入力でも「wo」。
転写は「発音記号」ではないのですが、「wo」と書いてあれば
外国人は「ウォ」と読むものだと思ってしまいます。また、たと
え「を」は「オ」と読むのだと教わったとしても、J-POPなど最近
の若者の歌を聞いてごらんなさい、大御所サザンオールス
ターズ桑田氏の歌い方を例に取るまでもなく、今では誰も彼

もが「を」を「ウォ」と歌っているではありませんか。ただし、
もっとよく聞いてみれば、「お」のほうも同様に「ウォ」と歌って
いるのがわかるはず。結局は、「お」と「を」の発音上の区別は
ない、というのが事実なのです。尚、歌での発音が実際の発音
と異なるという例は珍しくありません。世界中あちこちの言語
で見うけられます。フランス語のシャンソンの「ｒ」や、ドイツ
語の「舞台発音」、などなど。
　広東語や普通話の教本は今やほとんど全てが、有気音を
「ｐ-、ｔ-、ｋ-」、無気音を「ｂ-、ｄ-、ｇ-」で表す表記法を使っ
ています。これを日本語ローマ字式に読んで「巴」（bā）などを
「バ」と発音するのは、「を」（wo）を外国人が「ウォ」だと思って
いるのと同類の間違いです。上海語や蘇州語、閩南語などに
は現在も濁音がありますが、奈良時代に日本人が覚えた古漢
語の濁音はとうの昔に、本当に「唐」の昔の時代に、すでに長
安では消滅していて広東語や北京語には伝わっていません。
有気音・無気音・濁音（有声音）の聞き分けは0.03～0.05秒と
いう一瞬の間に行われ、これはイチロー選手がメジャーリー
ガーの速球を打ち返すのに匹敵する高度な技といえます。だ
から幼児の言語習得期のうちに脳にすりこんでおかないと、
大人の硬い脳になってからでは、聞き分け、話し分けが大変
困難なのです。
　有気音はよく「息を強く出す」などと説明されますが、むしろ、
声帯の振動開始の時間差、すなわち声を出すタイミングの問
題です。破裂音を出す際に声帯を、①先に振動させると濁音、
②直後に振動させると無気音、③少し遅らせて振動させると有
気音、となります。①の濁音は、「声」を伴った気流で破裂音を
起こすわけで、この音を作ったり聞き取ったりする能力におい
て日本人は百点満点です。②と③は息の流れだけで作った無
声の破裂音で、破裂の直後に、②間髪を入れず[a][i][u]などの
「声」を出せば無気音、③「声」を出すまで大体0.05秒以上のタ

イムラグが生じれば有気音に聞こえます。タイムラグの間には
息だけが出ます。この息（気）こそが有気音の正体。IPA（国際音
声記号）では[pʰa]のように表します。日本人はこの小さなｈ
（息の音）を聞き取ったりコントロールしたりする能力が、のび
太の答案用紙と同じ、０点です。無意識のうちに、あるときは有
気、あるときは無気、様々な音声学的条件によって変わります。
日本語の場合は有気・無気どちらで言っても言葉の意味の取り
違えは起こらないのですが、中国人には別の音に聞こえます。
広東語話者や北京語話者はこの得点結果が日本人と真逆で、
濁音０点、有気無気百点。両方とも百点を取れるのが上海語
話者やヒンディー語話者。閩南語話者は濁音が70点（ｄがな
い）、タイ語話者も70点（ｇがない）。
　日本語の有気音化には地域差があって、関東で特に強く、
中部、近畿では弱レベル。世代差、個人差もあります。『アナと
雪の女王』の松たか子さんと神田沙也加さんは有気音化がと
ても顕著。特に、妹のアナ役の神田さんがすごい。英語以上に
有気音が出ています。「雪」の女王の妹は、「有気」の女王だっ
たのですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　　　　大沢さとし（香港、欧州、日本を行ったり来たり）
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　色々なダイエットを試したけどダメだった、最近お腹まわりが気になる、太って洋服が似
合わない、もうすぐやってくる夏にそなえて、水着を着たいけど人前で見せられない、そん
な「痩せたい」と思っているあなたの疑問にお答えします。

■朝バナナダイエット、炭水化物抜きダイエット、ロングブレスダイエット等、世間一般で知 
らているダイエット方法は効果があるのでしょうか。
　これらは、一時的には効果があるように見えますが、実際、その効果を持続することは難
しいですね。効果があるなら、次から次へと新しいダイエット方法は出てこないんですよ。

■では、どんなダイエット方法がオススメですか。
　食事だけで無理にダイエットをしようとするとリバウンドをしてしまうことも多いですよ
ね。重要なのは食事としっかり脂肪を燃焼していける身体づくりをすることと、脂肪を燃焼
するための運動が必要になってきます。そこで、ダンディハウスは「トリプルバーン痩身法」
をお勧めします。この痩身法が考案されて以来、何十年にもわたって結果を出しています。
この痩身法の特長は、「ミリオンウェーブ」、「ファットバーン」、「セルライトバーン」という機
器によって、脂肪を分解、燃焼させていく事です。

■3つの機器はどのような働きをするのでしょうか。
　まず、「ミリオンウェーブ」を使うことによって脂肪が分解されエネ
ルギーに変わります。通常、皮下脂肪は20分以上運動しないと燃焼
しません。有酸素運動を20分以上して初めて、リパーゼ(脂肪分解酵
素)が出ます。これが出ることによって、脂肪は分解されて、脂肪酸に
なり、エネルギーに変わっていきます。「ミリオンウェーブ」は、この過
程の前半部分を省略するのです。この機器が送る超音波は、脳の視
床下部が送る「エネルギーが足りない」と言う信号と同等の信号を
送ります。よって、「ミリオンウェーブ」をあてた瞬間に、その箇所が20
分以上運動をした状態に変わるんです。したがって、お腹を痩せた
い人は、お腹に当てる。そうすると、当てた瞬間からお腹の脂肪が確
実に分解され始めるんです。その後、お腹の脂肪が小さくなり、エネ
ルギーが血液中に流れていきます。そのエネルギーを「ファット
バーン」という有酸素運動の機器を使い、燃やしていきます。これは
20カ所以上にパッドを付けて、EMS運動という電気刺激を用いた運

動を行うものです。全身の筋肉を使うので、
かなりの運動量になります。およそ1時間以
上走ったときと同程度の脂肪量が燃えます。
さらに終わった後も、1時間ほど有酸素運動
の状態が体の中で更に続くので、2時間程脂
肪の燃焼状態が継続します。よって、早く痩
せるというわけです。最後に、「セルライト
バーン」を使います。これは、どんなに運動し
ても落としにくいセルライト（固くこびりつい
て壊死している脂肪）を分解して、リンパで流して行き、運動の時に一緒に燃焼してしまう
というもの。つまり、「トリプルバーン痩身法」は、「ミリオンウェーブ」によって脂肪を分解し
エネルギーに変え、「ファットバーン」によって、このエネルギーを使っていく。最後に、「セ
ルライトバーン」でセルライトを分解して燃焼する、という流れになっているんですね。し
たがって、確実に痩せる。これを使ってしっかりと脂肪を燃焼し、健康的な食事指導も併用
し、気になる箇所の脂肪を落としていく。これが、「トリプルバーン痩身法」です。

■最後に、ダイエットに悩んでいる方にメッセージをお願いします。
　実は私、非常に太りやすいんですよ。何度もダイエットしているので、誰よりもダイエット
に悩んでいる人の気持ちが分かります（笑）。ダイエットは1人では難しいですよね。誰かと
一緒に始めることをお勧めします。パートナー選びが重要ですが、例えばジムに通うなら
プロのトレーナーをつけることなどをお勧めします。

Beauty Spa Miss Paris/Dandy House

ダイエットにお悩みのあなたへ
「トリプルバーン痩身法」がオススメです

10代の頃、モデルをしていた重森店長。
これまで様々なダイエットに挑戦し、
様々なサプリメントも試してきたので
知識は豊富。香港に来てから、「トリプ
ルバーン痩身法」に挑戦し、その圧倒的
効果を実感したという。

Dandy House & Miss Paris(尖沙咀店)
住所:1008-1009, 10/F., World Commerce Ctr., Harbour City, 11 Canton Rd., TST
電話:(852)2314-2611

Dandy House (中環店)
住所:Shop B, 9/F. Entertainment Bldg., 30 Queen’s Rd. Central
電話:(852)2526-6671

Miss Paris(中環店)
住所:20/F., 1 Duddell St., Central
電話:(852)2869-1966
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香港

心理状態とお肌の関係
　心理状態は肌質に影響を及ぼす要素の一つだ。漢方では、陰陽のバランスを大切にしており、心
理状態の安定と身体の健康が密接に関係しているとされている。人には、喜ぶ、怒る、悲しむ、楽しむ
といった感情だけではなく様々な心理状態があるが、それらは大きく二つに分けることができる。プ
ラスの感情とマイナスの感情だ。どちらにしても度を過ぎると身体に影響を及ぼす、つまり肌にも影
響を及ぼすことになる。

マイナスの感情がもたらす影響
　マイナスの感情には、悲しみ、あせり、緊張、イライラなどがある。マイナスの感情は、吸収や排泄
といった正常な消化機能の働きを低下させる。細胞の栄養が不足し老廃物が溜まると、肌の水分と
油分のバランスが崩れ、光沢がなくなり、毛穴が開いてしまう。こうなると、ニキビや赤みや敏感肌に
なりやすくなる。また、あせりやストレスなどの心理状態は、副腎皮質からコルチゾールというホル
モンの分泌を促し、色素沈着増強の原因であるチロシナーゼという酵素を活性化、メラニン生成を
促進することになる。つまり、肌からもともとあった白さを奪うことになってしまう。

プラスの感情がもたらす影響
　楽しい、うれしいといった感情はプラスの感情だ。適度な
プラスの感情は、緊張やストレスやあせりといったマイナス
の感情を和らげ、思考をポジティブに変えてくれる。漢方には
“中庸”（両極端を避け正しい中間を選ぶ）という大切な概念
がある。極端なプラスの感情は身体にとって決して良いこと
ではない。例えば、笑顔はプラスの感情の表れだが、満面の

笑みは顔面に無数の表情ジワを描き出す。つま
り、いつも笑顔でいると表情ジワが真

皮ジワに変わりやすくなって
しまう。たるみができたり、
年齢を感じさせるたりす
ることにもつながる。

TCM PLUS と“心理状態”の組み合わせ
　悲しみやストレスといったマイナスの感情の時には、TCM PLUSスキンケアアイテムを使用する際
に、モイスチャライジングラインとホワイトニングラインの割合を多くしてみよう。こうすることで、肌
の水分と油分のバランスを維持することができ、メラニンの影響を抑え、健康で透き通った明るい肌
を保つことができる。気分の良い時には、エイジングケアラインを多めに配分してみよう。キメの細
かい肌を保ち、シワの発生を予防し，なめらかな白い肌を呼び戻そう。

スキンケアの第二歩
心理状態の変化に注意する

TCM Plus製品情報、ご購入については公式ウェブページからさらに多くの情報を入手できます。
www.tcmplusonline.com/eshop
お問い合わせ：2314-4008

自分の肌タイプが普通肌、脂性肌、乾燥肌、混合肌あるいは敏感肌のいずれに当てはまるかがはっきりしたら、次のステップは、
お肌が基本的に何を必要としているのかを知ることだ。ただ単に肌タイプの特性に合わせてスキンケアするだけでは決して
十分ではない。なぜなら、肌は内側と外側からもたらされる様々な要素の影響を受けて変化するからだ。

　日々の様々な出来事に面して感情の起伏が生
じるのは避けられないこと。これらの心理状態の
変化とともに肌質も変化、肌が必要とするもの
も変化する。「組み合わせタイプ・スキンケア商
品」というコンセプトのもと、TCM PLUSは心理状
態が肌に及ぼす影響に注目している。
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香港クラシファイド

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せ
る講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。ただ
今、英語/北京語/広東語の30分間の無
料授業が体験できます。詳しい内容につ
いては、日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
電話：(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港広島県人会企画案内
香港広島県人会では7/18（土）18時より
「トラムパーティー」を開催します。広島
ゆかりの方はご連絡お待ちしています。
事務局/山本孝夫
電話：(852)6915-5759 
yamamoto@hkfit.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他校OB
会との交流イベントを開催しております。
法政大学および付属校、大学院にゆかり
のある方、当校に留学経験のある方、
ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先： hoseichina_hk@yahoo.co.jp（事務局）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集
香港日本人倶楽部合唱団、団員募集のお
知らせ初心者の方も大歓迎!歌が大好きな
方、ぜひ一緒に合唱を楽しみませんか。
8月まで有志で第九の練習もしています。
【練習時間:水曜 午前(女声合唱)、土曜 午後(混
声/男声合唱)、週一回、二時間ほどの練習です】
見学のお問い合わせなどお気軽にご連絡
ください。(練習場所は随時変わります)
連絡先: hkjc_choir@yahoo.co.jp(加藤)
公式サイト: www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
香港・華南地区で唯一の日本人ラグビー
チーム『ガイウ－J』は、毎年親子ミニラグ
ビー教室を開催しています。タグラグビー
やタッチフットを中心に、未経験の方でも
親子で楽しくご参加頂けます。芝生のグラ
ウンドを思いっきり走り回ってみませんか？
4月26日～7月5日（毎週日曜日10:00～
11:30）
Happy Valleyグラウンド　(連)
gaiwuj@gmail.com
(852)6993-3040（吉岡）まで

長野県人会
主に深圳で食事会を開催しています
が、香港でも開催を計画しています。
長野県にゆかりのある方はどうぞお気
軽にご連絡下さい。
清水　nshimizu@united-power.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人倶楽部ドラゴンボート同好
会は、男女数十名のメンバーで毎週末
海上練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本人クラブゴルフ同好会会員募集
ゴルフ好きの集まる楽しい会です。香
港ゴルフクラブ（ファンリン）で、月1回
平日にゴルフコンペを行っております。
ゲスト参加も可能です。ご興味あれば
伊藤までお知らせください。
メール：golfdokookai@yahoo.co.jp
電話：(852)6900-0775
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東北大同窓会香港支部
東北大にゆかりのある方々で集まり、定
期的に食事会を行います。香港の地でも
トンペーを語り合い、親睦を深めていき
ましょう。ご連絡をお待ちしております。
連絡先：田中
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しも沢山。詳しくは
HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青山学院校友会香港支部
隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生お
よび関係者の皆様は、お気軽にご連絡
ください。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料な

どいっさいかかりません。
～ユニークなメンバーが多い、楽しい
サークルです。～
奈津子携帯：(852)9722-0012
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネイリスト、アイリスト募集
国際色豊かな環境で一緒にお仕事
しませんか？　
今年で10年目を迎えるセントラルのネ
イル&ラッシュサロンaquaeria（アクエリ
ア）ではスタッフを募集しております。　
フルタイム、パートタイム可、経験者、英
語話せる方優遇。国籍問いません。
現在は日本人5名香港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com
(西田まで)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
医療関連 会計経理・経営管理人材募集
会計経理、経済課程修了者または
ACCA/HKICPAの資格保持者。連結決算
や税務に関する業務経験がある方（特
に香港と英国のスタンダード知識があ
る方）。ヘルスケアや化粧品関係の会社
で2～3年の財務報告の経験があること
が望ましい。
MiLOC Group   メール： hr@miloc.com
電話：(852)2110-4221  Lilian
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フルタイム&パートタイム大募集！

銅鑼湾の日系電話会社でパート、正社
員ともに募集中です。主な業務内容は一
般事務、電話応対です。語学は日本語の
み必須となります。
ご興味ある方はご連絡下さい。
メール：info＠nittel.net　
電話：(852)3427-9660
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
ジオスホンハム校では、ベビーシッター
さんを募集しています。
詳細は、メールでお問い合わせ下さい。
 hunghom@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語の話せるホールスタッフ、大募集！
白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。

日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
メール：centralhk@geosasia.com
電話：(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本人ラ
ウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女
の子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：(852)9701-8517
【カルトブランシュについて】

日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F ModyHouse, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きません
か？履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳
士靴についての知識と理解があり、丁
寧な顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及び
ボーナスあり。年末ボーナスあり。業務
成績によりその他の報酬あり。毎月社員
特価販売あり。10時から20時まで。週5
日または6日、シフト制。詳細は関Mr. 
Victorまでお問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平安】
では、元気で明るいホールスタッフを
募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホ
リの方も大歓迎です。勤務地は応相談。
まずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・野崎
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニング
バー(Sowelu)ではスタッフを募集してい
ます。勤務時間・曜日は応相談です。詳し
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお
電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募

集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ ル
トショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいますの 
で是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求人

クラス

その他

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の方は
pocketpageweekly.comへアクセスし、
クラシファイド申込みから行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

メンバー募集

香港

香港

ホーチミン

ベトナム
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香港＆広東

■ニッポンは「総運動不足」かも！ 日頃運動不足を感じている人は8割以上
　日頃運動不足と感じている人は全体では84％、また全ての年代で7割以上となり、
老若男女問わず、運動不足と感じていることがわかった。年代別にみると、最も運動
不足を感じているのは男女とも40代だった。
　また1日の歩行距離について聞いたところ、「1～3km未満」という人が21.0％と最
も多く、「1km未満」（19.3％）、「3～5km未満」（12.7％）と続いた。2割ほどの人が1日
に歩く距離が「1kmに満たない」ことがわかった。

■ウォーキング実施率は30.5％目的は多様
　全体での「ウォーキング実施率」（ウォーキングをしている人）は30.5％。60代以上
は男女ともウォーキング実施率がぐんと上がり、アクティブに取り組んでいることが伺
える。

　一方、全体の6割が「普段、歩く事を意識している」（59.9％）と回答。「歩くことを意
識している」人に、どんなことを期待・意識しているかを尋ねたところ、「足腰を鍛える」
（68.5％）が断トツのトップだった。次に多かったのは「ダイエット」（37.7％）で、「メタ
ボ予防」（32.8％）と続いた。
　性別・年代別にみると、「女性20代以下・30代」では「ダイエット」が1位に。また、男女
とも70代以上では「心肺機能強化」が2番目に多く特徴的であった。年代によっては3位
に「リフレッシュ、ストレス発散」がランクインするなどメンタルへの効果を期待している
人も多く、ウォーキングに期待することは多様であることが伺えた。
　男女で歩く際に目安にするモノの傾向が違っており、「男性」は「自分がどれだけ歩
くか」という目標設定をするのに対し、「女性」は「その日の気分」や「天候・気温」など
に左右される傾向が強いことが伺えた。

■ウォーキングで痩せた！ リフレッシュした！ 新たな発見があった！
　ウォーキングを始めて良かったこと、得したことについては、「痩せた」、「便秘解
消」、「ストレス解消」など、健康面で効果があったと回答した人が多かった。一方、「人
との出会い」や「新しい道やお店などの発見」、「季節を感じる」などといった、新たな
出会い・気づきなど、日常を少し豊かにしてくれたと回答した人も多かった。
　ウォーキング失敗談では身体的な物以外では、「調子に乗って歩きすぎてしまった」、
「ついつい買い物してしまった」などの“うっかり系”の失敗談が多かった。また、「道に
迷った」、「不審者と間違えられた」というような、ハプニング系の回答も目立った。

■調査概要■
「ウォーキング」に関するアンケート調査
実施者：インターワイヤード株式会社
調査方法：インターネットを利用した市場調査
調査期間：2015年4月7日～4月17日
有効回答数：DIMSDRIVEモニター　5,766人

「総運動不足」のニッポン。
ウォーキングをする人の目的は多彩！

「ウォーキング」に関するアンケート結果

あなたは、1日平均何キロメートル步きますか。（単一回答）
※ウォーキングをされる方は、ウォーキングする日の平均をお答えください。

全体（n=5776）
男性ー20代以下（n=71）
男性ー30代（n=282）
男性ー40代（n=838）
男性ー50代（n=1201）
男性ー60代（n=734）

男性ー70代以上（n=383）
女性ー20代以下（n=99）
女性ー30代（n=454）
女性ー40代（n=801）
女性ー50代（n=592）
女性ー60代（n=261）

女性ー70代以上（n=60）

19.3 21.0 12.7 5.1 38.4
12.7 18.3 7.0 5.6 53.6
20.9 22.7 10.3 4.3 39.3
20.4 21.5 10.4 4.7 39.3
15.8 23.6 16.2 4.7 34.7
14.2 23.2 20.8 9.4 26.3
17.8 28.0 21.1 11.2 15.9

23.6 14.5 9.3 2.2 49.0
24.8 14.4 5.73.0 50.7
22.6 19.3 6.8 3.2 47.1

13.4 25.7 16.1 4.6 39.8
25.0 18.3 16.7 5.0 28.4

22.2 22.2 5.11.0 48.5

1km未満　　　　 1～３km未満　　３～５km未満　　５～７km未満　　
7～10km未満　　10km以上　　    把握していない

普段運動している？ 「運動不足かも…」と思っている人は、一番手軽にできるスポーツ、ウォーキングを始めてみては？ 
今回は、インターワイヤード株式会社が、自社のネットリサーチサービス「DIMSDRIVE」を利用し、
「ウォーキング」に関するアンケート調査を実施した結果を紹介しよう。
日頃歩いている距離やウォーキングを始めてよかったこと等についてまとめている。
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香港＆広州

広州
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（所在地） 太古（タイクー）

（間取り） 2LDK  790sqf （実用611sqf)　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、日本語BS放送、山・海景

（環　境） MTR太古駅、AEON近接、クラブハウス完備

（備　考） 太古で1番人気のマンション

（月　額） HKD26,000 （管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸樺園　(Tower 1  高層階)

（所在地） 西湾河（サイワンホー）

（間取り） 3LDK  934s.f （実用675sqf) 　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、全海景

（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、日系スーパーAPITAへ徒歩約１０分弱、

 大型クラブハウス完備

（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！

（月　額） HKD35,000 (管理費、税金込み) 

マウントパーカーレジデンス　Mount Parker Residences  (中層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 6  高層階)

（所在地） 太古（タイクー）

（間取り） 3LDK+S   実用1,242sqf　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、海・山景

（環　境） MTR太古駅、AEON/APITA近接、大型クラブハウス完備

（備　考） 太古エリアの新築、超ハイグレードマンション！

（月　額） HKD70,000 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
H
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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
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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　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！！

香港

香港



香港香港

■妊娠、出産を経験した女性の４人に１人以上がマタハラを経験！
　職場でマタハラの経験者は29％で4人に1人が経験ということが明らかに。

■マタハラを受ける相手は上司、心ない言葉を浴びせられることが多い。
　誰から受けているかの質問では「異性の上司」が最も多く、次に「同姓の上
司」、「同姓の同僚」の順の回答。
　同性の同僚からのマタハラは、既婚で妊娠経験のある同僚からは、自分の妊娠
時と比較されたり、未婚の同僚からは大変さが理解されず、嫉妬や妬みなどから
嫌がらせを受けたりする。 
　マタハラの内容では、最も多い回答は「心ない言葉を浴びせられる」、続いて
「妊娠中のリスクを理解してもらえない」、「退職を勧められる」の回答だった。

■マタハラは「絶対あってはならない」と感じる女性が6割近く。
　「マタハラ」をどう感じるかの質問では、「絶対あってはならない」と感じる人
は59%、「仕方がない」と感じる人は37%（「仕方がない」（1%）＋「ある程度仕方
ない」（36%））という結果に。

　マタハラに対する意見は、「絶対にあってはならない」を選択した人も含
め、妊娠したために仕事上の待遇が変わったことに疑問を感じるという意見
が多かった。マタハラが起きてしまう背景には、妊娠に対する認識不足からく
る仕事に対する不公平感が生じてしまっていることが推察される。 

　マタハラを解決するには、 国が妊婦を保護する制度を整備したり、 社会全体
が、妊娠中はつわりや切迫流産で安静が必要な場合もあり今までと同様に働く
ことが困難な場合があることを理解し、お互いが思いやりを持って対応していく
ことが必要だろう。 

【調査概要】
「マタハラ」に関する実態調査
調査方法：妊娠・出産・育児サイト「ベビカム」で調査
調査期間：2015年5月1日～ 5月7日
調査対象：妊活中・妊娠中・育児中の方　604人
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「マタハラ」された経験はありますか？

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい　　いいえ

マタハラについてどう感じますか？

1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

仕方ない　　ある程度仕方がない　　絶対あってはならない　　その方

どなたから「マタハラ」を受けましたか？

異性の上司

同性の上司

異性の同僚

同性の同僚

就業先の会社・組織(人事)

その方

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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   16

　心ない言葉を浴びせられる、妊娠中のリスクを理解してもらえない、退職を勧められたなど、
さまざまな形態のマタハラが職場で発生している。妊活、妊娠、子育て中の方を対象に「『マタハ
ラ（マタニティ・ハラスメント）』に関する実態調査」を日本最大級の妊娠・出産・育児の情報サイ
ト「ベビカム」が実施した。 

妊
娠・出
産・育
児
サ
イ
ト「
ベ
ビ
カ
ム
」で
調
査

ライフ（香港・広東共通）
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