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（所在地） 福田区深南大道＆彩田路
（間取り） 2LDK　（63㎡　建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） レストランが多い、スーパーに近い、
 ショッピンモールもあり
（備　考） 2012年の建築物件、交通が便利
（月　額） RMB10,000～　管理費、税金込み

大中華      IFC

（所在地） 羅湖区宝安南路

（間取り） 2LDK　（95㎡　建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、Olèスーパー、レストラン、

日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール

（月　額） RMB19,000～　管理費、税金込み

半島城邦  　　Peninsula

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8217-1880

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8217-1880

幸福里  　　Park Lane Manor

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 3ＬＤＫ　（121㎡～　建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 深圳湾口岸ヘアクセス良い、景観良好、
 華潤万家スーパー 

（備　考） ジム、プール
（月　額） RMB15,000～　管理費、税金込み
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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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香港＆広東 香港

　皆さんは年次有給休暇（以下「年休」という）を知っています
か。中国にも年休制度はあります。しかし中国の年休は日本の
それとはかなり異なります。その異なる点を何回かに分けて
紹介しましょう。しかしその前に、中国法は日本法と異なる理
論によっていることを知っておいてください。まずは中国労働
法の全体理論を見ておきましょう。

・中国労働法の基礎理論
　中国は労働者が主人公の社会主義国です（中国の憲法第
43条第3項）。そのため労働者保護は非常に手厚くなっていま
す。しかし労働法の整備は遅れていました。1950年代からの
中国の労働制度は新規労働者について国が統一的に就職や
配属先を決め、一度就職すれば定年まで解雇などもないとい
う制度でした。つまり国が誰がどのように働くかを決め、その
通りに働くという制度だったのです（単位制度）。このように雇
用関係が「契約」ではなく「配給」によったため労働法の必要
がなかったのです。しかし単位制度の非効率性が指摘される
ようになり（向き不向きを考慮していない、解雇などの処分が
なく給料も不変なので勤労意欲が湧かないなど）、改革開放
以降、資本主義的制度の導入も手伝って1986年10月から雇用
契約による労働制度が始まりました。
　このため中国では労働法研究の蓄積はまだ薄く、労働法の
起草委員も不備が多いことを認めています。現在単位制度は
実行されていませんが、単位制度の残存と言える規定はまだ
存在します。この中国労働法の背景理論を理解した上で年休
を見ていきましょう。
①付与する要件
　日本では同一の企業に半年以上勤続し、全労働日の8割以
上出勤した場合、年休が付与されます（日本の労働基準法第

39条）。これに対し中国では１年以上勤続した場合に原則とし
て年休が付与されます（中国の労働法第45条、職工帯薪年休
暇条例第2条、企業職工帯薪年休暇実施弁法第3条）。中国で
年休を付与しなくていい場合は以下の3つのどれかに該当す
る場合です。
①法によって受け取った夏休みや冬休みが年休の日数を超え
ていた場合
②私用の休みの日数が20日超でその日数の賃金が控除され
ていない場合
③勤務年累計1年以上10年未満の従業員が2か月以上病気休
暇をした場合（累計10年以上20年未満の従業員は3か月以
上、累計年数20年以上の従業員は4か月以上）
（年休付与後に②か③の場合に該当した場合は翌年の年休
を付与しない。職工帯薪年休
暇条例第4条、企業職工帯薪
年休暇実施弁法第8条）。
　このように原則として年休
を付与し、例外的に付与しな
いという考えは労働者保護が
手厚い証と言えるでしょう。

中
国
法
律
事
情
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〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法ライター、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。
都内社労士事務所に勤務するも中国法に魅了され、退職し渡中。現
在、中国政法大学 博士課程で中国法の研究をしつつ、中国法に関す
る執筆や講演などを行っている。行政書士有資格者。特定社労士有資
格者。法律諮詢師（中国の国家資格で和訳は「法律コンサル士」）。
詳しくはネットで「高橋孝治　中国」を検索！

中国の有給休暇　その１
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。
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ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港&広東

香港&広東 香港&広州

香港&深圳

15Pocket Page Weekly 04 September 2015 No. 503
B



香港

美しさの源 ― 
バランス感覚を身につける
　科学技術の急速な進歩はわたしたちの生活をより快適に、より便利に変えてきた。交通手段の例一つをとって見ても、
1950年代の蒸気機関車から最新のリニアモーターカーに至るまで、速度だけではなく省エネの面でも驚くほどの進歩
が見られる。スピードと効率を求める社会で、女性たちのスキンケアのあり方も変化してきた。ここ数年、スキンケア市場
にはたくさんの化学合成の美容成分が登場した。肌細胞に刺激を与えることで再生を図るこうしたスキンケアアイテム
は、即効性があるともてはやされた。しかしこの即効性の背後には、往々にしてすぐには現れない肌へのダメージという
代償が潜んでいる。

TCM+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
お問い合わせ：2314-4008

無意識のうちに受けるダメージ
　多くの女性たちから、「いつも使っているスキンケアアイテムが突然あまり効か
なくなった」、「肌が突然敏感になった」と言う声が聞かれる。彼女たちは、いつも
使っていたので肌が慣れてしまって効果がなくなったのだろうと考えたり、生活の
緊張やストレスが原因で肌に異常が出たのだろうと思い込む。まさか、肌が過剰
な刺激を受けた結果であるとは思わないだろう。即効性が売りのスキンケアアイ
テムを使うと、瞬間的には驚きのスキンケア効果がもたらされる反面、肌細胞に
は多大の負荷がかかってしまう。当然、肌に“無意識”のうちにダメージを与えてし
まうことは否めない。

バランス感覚を身につける
　「速い」は必ずしも最善とは限らない！ 日常生活の中では適切なバランスをと
ることが大切だ。科学技術の恩恵を十分に受けるためには、時として基礎に立ち
返ることも必要となる。例えば、一日忙しく働いた後には十分な休息と補給が必要
となる。つまり、「働く」と「休む」のバランスが大切なのだ。天然薬草由来のスキン
ケアアイテムならこの二つの面で理想的なバランスをとることができる。
　天然薬草由来のスキンケアイテムは天然薬草から抽出したエキスが主要成分
として配合されるため、現代の即効性のあるスキンケアアイテムと比べてとても
肌にやさしく、肌に与えるダメージを大幅に軽減できる。「天然薬草由来のスキン
ケアアイテムは効果がイマイチなのでは……」と思われがちだが、事実は決して
そうではない。例えば、ユキノシタ（虎耳草）エキスには、メラニンの合成抑制作用

がある天然のアルブチンが
含まれており、理想的な天然
美白剤となる。ホホバオイル（荷
荷巴油）は皮脂に近い構造をして
おり、優れた浸透力で、肌を柔らか
くみずみずしい状態に整えてくれ
る。もちろん、天然の薬草から有効
成分を抽出し最大の効果を発揮させ
ることができるのは、抽出技術の進歩のた
まものに他ならない。
　今日から、スキンケアアイテムを選ぶ時には、ほんの少しでよいので
時間を取って考えてみよう。スキンケアの効果だけに注目するのではなく、肌細胞
の健康のことも考慮に入れよう。バランス感覚を身につけることで、美しさを長く
持続させることができるはずだ。
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香港

　「ホームケア」＋「サロンケア」という独自のビューティプログラム
を提案する株式会社シーボンは、20～40代の女性500名（週に3回
以上メイクをしている方）を対象に「肌の汚れ」に関する調査を行っ
た。調査結果から、「メイク汚れや皮脂づまり、古い角質などが『洗
顔で落としきれていない』と感じたことがある」女性が8割以上占め、
クレンジング・洗顔が十分にできていない実態が明らかに！

Q1.メイク汚れや皮脂づまり、古い角質などが
『洗顔で落としきれていない』と感じたことはあ
りますか？
　85％と8割以上の女性が「ある」と回答。洗
顔しても落としきれないメイク汚れ、皮脂づ
まり、古い角質の『古肌』を実感。

Q2.『古肌』は、メイクの仕上がりに影響がある
と思いますか？
　「そう思う」と答えた方が97％に。肌の状態
はメイクの完成度まで左右してしまう。

Q3.『古肌』は、自分の気持ちに影響があると思いますか？
　88％が「そう思う」と回答。具体的に「同性や異性に、顔を近くで見ら
れたくなくなる」「自分に自信が持てなくなる」などの回答が上位を占
めた。『古肌』は、外見にも内面にも影響アリ！ 女性を消極的にさせてし
まう。

Q4. 『古肌』対策において、クレンジング・洗顔が重要だと思いますか？
　97％とのほとんどの女性が「そう思う」と回答。多くの女性がクレン
ジング・洗顔の重要性を認識している。「クレンジング・洗顔の自己評
価」を100点満点採点で平均点は61点。30点以下の点数をつけた人に
理由を聞くと、「クレンジング・洗顔をしているのに汚れが落としきれて
いない」「面倒さや疲れからケアがきちんとできていない」という女性
が多かった。

◆“その日の汚れはその日のうちにオフ”！『古肌』を防ぐための洗顔・
クレンジングのポイント
　肌にメイク汚れや皮脂づまりなどが残った『古肌』状態は、新たな肌
トラブルの原因になる。毎日のクレンジング・洗顔をきちんとおこない、
日々の汚れを落とすことが重要！

【美肌への必須条件！ 正しいクレンジング・洗顔の方法とは】
　「美肌は、洗顔に始まり洗顔に終わる」と言われるくらい、“落とす”ケ
アは重要だ。正しいクレンジング・洗顔ができていると、古い角質を除
去でき、肌に透明感が出る、次に使う化粧水や美容液の浸透が高まり、
肌トラブルが起きにくくなり、キメが整いメイクのノリが良くなるなど、
良いことづくめなのだ。
　クレンジングのポイントは、汚れをきちんと浮き上がらせる適量のク
レンジング料を使うこと！ 肌には無数の凹凸があり、毛穴もそのひと
つ。毛穴などに入り込んでしまった汚れを浮き上がらせて除去するの
に十分な量のクレンジング料を肌になじませる。また、油分は冷えると
固まり、温めると柔らかくなる性質があるため、肌表面を温めて汚れを
取りやすくすることも有効。

＜アイテム選び＆洗顔のポイント＞
　オイルタイプのクレンジングは、素早く肌になじんで汚れを取り去る
ことができる。
　洗顔は、洗う時のやさしさが決め手。洗顔は朝晩に2回として、1ヶ月
だと約60回、1年だと約720回行うことになり、洗顔をやさしくするか適
当にしてしまうかで、肌の状態が大きく変わってくる。
　8割以上の女性が感じている『古肌』状態も、毎日のクレンジング・洗
顔をきちんと行うことで防ぐことができる。この機会に是非、ご自分の
クレンジング・洗顔を見直してみてくださいね。 

あ
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洗顔しても落としきれないメイク汚れ、皮脂づまり、古い角質… 
女性の８割以上が『古肌（ふるはだ）』の自覚症状アリ！

【調査概要】
調査期間：2015年7月10日～7月13日　　調査方法：インターネット調査
調査対象：20～40代　女性500名
※年代別均等割付　※週に3日以上メイクをしている方

ある
85%

そう思う
97%

ない
15%

そう思わない
3%
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【結果サマリー】
　「熱中症」関連で、検索上位20ワードのうち、「症状」「頭痛」など、症状に
まつわるものと、「対策」「対策グッズ」「対策ドリンク」など、対策にまつわ
るものが多数を占めた。また、「犬の熱中症」「猫の熱中症」など、ペットの
熱中症にも関心が高い結果となった。

◆今年は猛暑の影響により「熱中症　頭痛」「熱中症対策グッズ」など、
　より具体的な検索が増加
　さらに、昨年と比較し、今年は「熱中症」「熱中症　頭痛」「熱中症対策
グッズ」「熱中症指数」の検索数が増加した。昨年は、「熱中症予防」「室
内　熱中症」「かくれ熱中症」などの検索数も多かったことを考えると、今
年は、「予防」よりも、より具体的ですぐに必要な知識やグッズなどのキー
ワードが上位を占める結果となり、今年の猛暑による影響が大きいと考え
られる。

◆検索後の人気サイトは「熱中症から体を守ろう（大塚製薬）」
　「熱中症の予防方法と対処方法(環境省)」
　熱中症の基礎知識や、事前の予防方法、熱中症になった際の対処方法
など、総合的に情報を得られる「熱中症から体を守ろう」（大塚製薬）、「熱
中症の予防方法と対処方法」（環境省）、熱中症の症状がわかる「熱中症

ゼロへ」が訪問者数上位となり、また「症状別の救急処置」(大塚製薬)や、
「熱中症にならないために」（ヤフーヘルスケア）など、具体的な処置や、
予防策も訪問者数が多い。今年の夏の猛暑の影響もあり、事前に具体的
な情報を収集したと考えられる。

大塚製薬「熱中症から体を守ろう」
出典：www.otsuka.co.jp/health_illness/heatdisorder

環境省「熱中症の予防方法と対処方法」
出典：www.wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php

　日本の調査分析を参考に香港での暑さ対策を万全にして暑さを乗り切
ろう！

【調査・分析概要】
ネット行動ログとユーザー属性情報を用いたマーケティング分析サービス「VALUES 
eMark+」を使用し、2015年7月における検索キーワード（1,000ワード）について、検
索数を調査。急上昇キーワードである「熱中症」に注目し、その動向を分析。
※PCからのアクセスを集計。

　ネット行動分析サービスを提供する株式会社ヴァリューズは、2015年7月期の検索キーワードランキングの
なかから、急上昇キーワード「熱中症」における動向を分析を行った。

気になる「熱中症」、暑さ対策は万全ですか？気になる「熱中症」、暑さ対策は万全ですか？
急上昇検索キーワード「熱中症」動向レポート急上昇検索キーワード「熱中症」動向レポート

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港北海道の会
北海道にゆかりのある方、北海道を好き
な方が集まる会です。
会の活動やイベントの案内を希望され
る方は、hkhokkaido@gmail.comまでご
連絡ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
9月9日（水）に現役生を交えての

「白門会」開催！
2015年3回目の中央大学同窓会「白門
会」を開催します。今回は社会学者の山
田昌弘先生と研修のために来港する9
人の学生を交えての交流会となります。
奮ってご参加ください！
日時：9月9日（水）19時30分～
会場：彩福皇宴（ホンハム駅直結の
Fortune Metropolis 8階）
会費：実費（$250～350程度を予定）
連絡先：hakumonkai@yahoo.co.jp（大田・大塚）
申し込み締め切り: 8月29日（土）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者がメ
インですが、中国在住の方もご参加頂
けます。参加目的は、友情、ビジネス、婚
活、恋活、いずれもOKです。お気軽にご
連絡ください。宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バドミントンやりませんか！

性別、年齢、独身、既婚、経験問わず！
メンバーは、初めてラケットを握る人か
ら経験者まで人まで様々です。毎週土曜
の朝、主にホンハム近郊で活動していま
す。希望者は、年に数回他チームとの交
流試合にも参加しています。日頃の運動
不足解消にもぴったり。ぜひ一度ご参加
ください！
電話：90180357 古川（こがわ）
メール：kowloon_bado@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港東北大青葉会
香港の地でも、みちのくのとんぺーを語
り合いましょう！現在、国際色豊かなメン
バーで食事を楽しみながら、親睦を深め
ています。東北大にゆかりのある方、留
学経験のある方、ご家族ご友人でも大
歓迎です。ご連絡をお待ちしております。
連絡先Email:
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com 、
幹事：田中
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。

【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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では
団員を募集しています。
室内楽や管弦楽の好きな方、ぜひ一
緒に演奏しませんか。
<募集楽器>フルート、オーボエ、クラ
リネット各若干名。
弦楽器(バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバス)大募集中！
月2回ほど日曜午後3時間練習しています。
見学のお問い合わせなどお気軽にご
連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北／広／日／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。
Tel: 23751342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語講師募集
ジオスでは日本人の日本語講師を募集し
ています。 年齢・性別不問、要経験。
勤務時間・曜日は応相談。お問い合わせ
は履歴書・ 職務経歴書を添付の上、
メールにてお問い合わせ下さい。
centralhk@geosasia.com （担当：福田）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理点
とん勝は、日本語堪能、接客好?きな方を
募集中! 
希望シフト制でプライベートも充実♪　
TST駅N1出口から徒歩2分、通勤ラクラク
☆日本人店長で日本人のお客様が多いか
ら現地の言葉が出来なくても働ける！興
味があれば、まず応募してください！分か
らない事や不安な事をなんでも質問して
下さい。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)

★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 $60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL 2376-0633 Mr.HO
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇

（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇

（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイ
ムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パートさん募集中！
中環（セントラル）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

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I D E

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。）
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　多くの若者で賑わいエネルギー溢れる雰囲気の銅鑼湾（コーズウェイベイ）。最近で
はオシャレなレストランやお店も次々にオープンし、遊びに、食に、買い物にと人気急上
昇中のスポットだ。そんな銅鑼湾にあるリーガーデン2は高級ショップがずらりと並ぶ
ショッピングモール。同施設内に昨年オープンした｢SEASONS by Olivier e.｣は、若き天

才シェフ・オリビエ氏の斬新な
料理の数々を堪能できるカジュ
アルフレンチレストランだ。

　なんとオープン1年目にしてミシュラン1つ星を獲得するという快挙を成し遂げ、今ま
で以上に話題を集めている同店。最近では、レストランでの食事に加えて、週末と平日の
午後のアフタヌーンティー、平日3時から5時のハッピーアワー、さらにはレストラン併設
のカフェで凄腕ペストリーシェフによるスイーツや、挽きたての良質なコーヒーを楽し
めるとあり、多くの人の話題を呼んでいる。
　そんな同店の新作アフタヌーンティーセットを紹介しよう。夏のフルーツをふんだん
に使用した、カラフルで爽やかな味わいのアイテムが盛りだくさん。通常の3段トレイで
はなくお店オリジナルの木箱に人口草を敷いた、まるで庭園のように仕立てられている
デザインは、食べるだけでなく目で見ても楽しむことができる。アフタヌーンティーセッ
トは1人用でHKD248、2人用でHKD468。お茶、またはコーヒーが含まれており、ちょっと
変わったアフタヌーンティーを味わいたいという人にピッタリ。
　セイボリーにはプレッツェルのパンを使用したチキンタマゴサンド、SEASONSホット
ドック、イベリコハムとトマトのジェリー、ハムのババロアとハニーメロン、そして蟹と
きゅうりのジェリー仕立てが並ぶ。スイーツにはピスタチオのムース、メレンゲとレモン
のタルト、シュークリーム、マンゴーとココナッツのパンナコッタ、そしてラズベリーフィ
ナンシェと大満足、かつ夏にピッタリな爽やかな味わいのアイテムが勢ぞろい。アフタ
ヌーティーに欠かせないスコーンは自家製のアプリコットジャムとフレンチバターを
たっぷりつけて味わおう。その他、シャンパン（HKD105）、カクテル（HKD58）、そしてモク
テル（HKD58）は通常価格の約半額の値段で追加オーダーすることも出来る。
　さあ、さっそく夏を感じさせてくれる同店のアフタヌーンティーを味わいに出かけてみ
よう。

SEASONS by Olivier e.SEASONS by Olivier e.

爽やかで、軽い口当たり！
フルーツをふんだんに使った新作アフタヌーンティーセット
爽やかで、軽い口当たり！
フルーツをふんだんに使った新作アフタヌーンティーセット

SEASONS by Olivier e.
住所：Shop 308, 3/F, Lee Garden Two, 28 Yun Ping Rd., CWB 
電話：(852)2505-6228   
ウェブ： www.seasonsbyolivier.com
時間：ランチ 12:00～14:30、 アフタヌーンティー 15:00～17:00、ディナー 18:00～22:30  
　　  ハッピーアワー 16:00～21:00
　　  ガーデンテラス 12:00～22:30
　　  シーズンカフェ 11:00～18:00

夏のアフタヌーンティーセット

マンゴーココナッツのパンナコッタ

追加でオーダー可能な綿菓子

プレッツェルのチキンタマゴサンド
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　金鐘（アドミラルティ）にあるアイランドシャングリラホテルといえば、日本人観光客を
はじめ、在港日本人の間でも人気のホテル。ホテル内にあるビュッフェレストラン、フ
レンチレストラン、バーなどは、人気のある店ばかり。そんな同ホテル内にある｢Lobster 
Bar and Grill｣は店名からも想像できるとおり贅沢にシーフードを味わえる店。また、同

店内に併設されている
バーには、これまでに数々
の賞を獲得してきた凄腕

バーテンダーが在籍してあり、クオリティの高いカクテルが楽しめると評
判だ。ライブバンドの演奏も楽しめるとあって香港でも常に人気を呼ん
でいる。

　そんな｢Lobster Bar and Grill｣では9月28日まで、世界中で最も飲まれているラムの一
つであるプレミアム・キューバン・ラム｢Havana Club Rum（ハバナクラブ・ラム）｣と初の
コラボレーションカクテルを4種類、期間限定で提供する。｢ハバナクラブ・ラム｣は土地、
職人、環境と最高のラム作りの資産を余すことなく受け継いだプレミアム・キューバン・
ラム。銘柄は3年、5年、7年熟成、セレクション・デ・マエストロ、ハバナクラブ・ユニオンが
あり高品質で上質な味わいのラムは、モヒートやダイリキを始めとするカクテルやロッ
クに使用され、多くの人に愛されている。
　そんなコラボレーションカクテルの販売に先駆けて行われた試飲会には、｢ハバナ・ク
ラブ｣CEOのジェロームさんもはるばるキューバから駆けつけ、ラムの歴史、製造過程、そ
して味の奥深さについて熱弁をふるった。同試飲会で提供され、店頭でもオーダー可能と
なる凄腕バーテンダーのアグンさんが作り上げた4種類のラムカクテルを紹介しよう。
　おすすめはハバナクラブ3年を使用した｢Sloppy Joe’s Mojito｣。ミントの爽やかな香りと
ラムの深い甘さとの絶妙なバランスが取れた一杯。ハバナクラブ7年を使用した｢ファース
ト・キューバン｣はラムとパイナップルジュース、パイナップルシロップをミックスした夏
にピッタリの一杯。強めが好みだという人にぴったり。カクテルは苦手、ラムをロックま
たはストレートで飲みたいという人におすすめなのは｢ハバナクラブ・ユニオン｣。最高
級レベルのラムは葉巻との相性も抜群。キューバでは親しい友人や家族との会話を交
わしながらゆっくりとお酒と葉巻を楽しむという。本場キューバンスタイルで楽しんでみ
るのも一興だろう。
　期間限定でしか味わえない｢ハバナクラブ・ラム｣。この機会にぜひ味わいに出かけて
みよう！

Lobster Bar and GrillLobster Bar and Grill

生粋のプレミアム・キューバン・ラム｢ハバナクラブ・ラム｣との
期間限定コラボレーションカクテルが登場！
生粋のプレミアム・キューバン・ラム｢ハバナクラブ・ラム｣との
期間限定コラボレーションカクテルが登場！

Lobster Bar and Grill
住所：6/F., Island Shangri-La Hong Kong, Pacific Place Phase 2,Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
電話：(852)2820-8560
時間：日～木 12：00～25：00　金土 15：00～26：00
ウェブ：www.shangri-la.com/hongkong/islandshangrila/dining

Sloppy Joe’s Mojito（スロッピーモヒート） 

Cuba Libre（キューバ・リブレ）

Old Cubanos
（オールド・キューバン）

First Cuban
（ファースト・キューバン）
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　アメリカの軽食を気軽に楽しめることで話題を呼んでいる中環（セントラル）の
「BOOMSHACK」。メタルテーブルやウッドチェアなど古き良きアメリカを彷彿とさせる
インテリアで内装を統一しており、一歩足を踏み入れれば、まるでそこはまるで映画の
セットの中のよう。アメリカ、メキシコ、そしてアジアのテイストが盛り込まれているメ
ニューはどれもユニークで斬新。同店は香港ファストフード界を牽引するレストランとだ
けあって、連日多くのファストフードファンで賑わっている。
　そんなBOOMSHACKでは、このたびアメリカのスポーツ用品ブランド「ニューエラ

（NEW ERA）」とのコラボレーションバー
ガー「NEW ERA COMBO」を期間限定で
打ち出す! ニューエラは1920年代から今

日まで、アメリカ・韓国・日本の野球界や、アメリカのナショナル・ホッケーリーグ、バス
ケットボールリーグ、ナショナル・ラグビーリーグのチームキャップ（帽子）を売り出してき
た老舗スポーツ用品ブランド。ニューヨークヤンキースなど米国メジャーリーグの
キャップを作り出しているブランドと言えば、思い当たる方も多いだろう。現在では主力
のキャップに加え、メンズウェアやウィメンズ、キッズウェアも展開しており、名実ともに
アメリカスポーツブランド界を牽引する一角となっている。
　コラボレーションバーガーはアメリカのクラシックバーガーをベースに、ニューエラの
本部が在するニューヨーク州バッファロー市のテイストを盛り込んだという。材料はす
べてBOOMSHACK店内で調理され、フレッシュなものばかり。アメリカ産牛肉のパティ
に、バッファローソースで味付けされたトマト、デンマーク産ブルーチーズ、ベーコン、ロ
ケットレタスが、ふわふわのパンで挟まれており、一口噛むごとにまるでニューヨークに
いるような気分にさせてくれるだろう。唐辛子にガーリックを加え奥行きのある辛味に
仕上がった濃厚なバッファローソースは、すべての食材をアメリカンテイストに仕上げ
てくれている。
　コラボレーションメニューはバーガー単品（HKD98）、又はストロー付きタンブラーの
コンボセット（HKD128）の2種類。タンブラーにはニューエラとBOOMSHACK双方のロ
ゴが印字されており、スポーツファンにとっては見逃せないコレクションだ。コラボレー
ション期間中は店内もニューエラ仕様になり、壁やテーブル、窓などにステッカーが貼
られたり、ニューエラのオリジナルデザインのキャップがディスプレイされる予定。ス
ポーツファンにとって身近な存在のニューエラ。アメリカンスピリットが宿った限定バー
ガーをお見逃しなく！

BOOMSHACKBOOMSHACK

アメリカン要素たっぷりの人気店
期間限定のコラボレーションバーガーを見逃すな！
アメリカン要素たっぷりの人気店
期間限定のコラボレーションバーガーを見逃すな！

BOOMSHACK
場所：Shop B, G/F., Wo On Bld., 8-12 Wo On Lane, LKF Central
電話：(852)2660-5977
時間：月～水 12:00～24:00　木～土 12:00～27:00　日 12:00～22:00
ウェブ：www.boomshack.asia　

New Era Burger

限定のストロー
付きタンブラー

期間限定のコラボレーション

“NEW ERA COMBO” AT BOOMSCHACK WEEK
日時：9月10日まで
料金：「New Era Combo Set」HKD128、
　　   「New Era Burger」HKD98
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　美白・保湿・しわ・たるみに効果の
あるフランス生まれのアンチエイ
ジングスキンケア用品「CAUDALIE

(コーダリー)」。ポリフェノールを研究しているボル
ドー大学薬学部の著名な教授と、ボルドー地方に名
高いワイナリーを所有するトマ夫妻との出会いが

きっかけとなり1993年に設立した同社は、フランス語でワインの味が舌の上にどのく
らい残っているかを表す単位として使われる言葉を社名とし、ポリフェノールが多く含
まれるブドウに深く関わり研究を続けてきた。その特性をスキンケアの分野に活用し、
ポリフェノールの安定化技術の開発に成功、特許を取得。ついに、化粧品への流用が
困難とされていたポリフェノールを肌の老化抑制に優れたスキンケア用品へと生まれ
変わらせたのだ。
　同ブランドで欠かせないのが「Organic grape water®(オーガニック・グレープウォー
ター)」である。新鮮なブドウから抽出されたこの植物水は有効成分の宝庫。鉱泉のよう
にオリゴ・エレメント（カリウム、カルシウム）が豊富で、保湿力の高い果糖も含み、肌の
渇きを存分に癒し、水分をキャッチして細胞内に保つ働きをする。さらに皮膚細胞の

「灌漑システム」を活発にし、水分を絶え間なく皮膚の奥まで拡散する優れものであり、
多くの同ブランド製品に配合されている。
　同ブランド一押しの新製品「S.O.S Morning Eye Rescue」を紹介しよう。同商品は繊
細な目の周りに一度塗るだけで、充血を取り除き目に潤いを与えてくれる救世主だ。オ
イルを使用せず92％が自然成分からできている。さらに、同ブランドが生み出した前
述のグレープウォーター「Organic grape water®」のほか、「vinolevure®(ヴィノル
ヴュール)」、「grape polyphenols(ポリフェノール)」と3つの成分を配合。ワイン醸造過
程で使われたワイン酵母を抽出したヴィノルヴュールは、皮膚を護り丈夫にする特性
を持ち、ポリフェノールは、強力な抗酸化作用で若さを保ってくれる。
　そのほか、顔や首周りの潤いが足りない方には、美容液「S.O.S Thirst Quenching 
Serum」もオススメ！ 97％が自然成分から作られた美容液は、即座に水分が浸透しプ
ルプルの肌が蘇るだろう。

CAUDALIE
ウェブ：http://hk-en.caudalie.com

［ CAUDALIE ］

肌にたっぷりの潤いと若さを与える救世主
ブドウから生まれた化粧品はいかが？
肌にたっぷりの潤いと若さを与える救世主
ブドウから生まれた化粧品はいかが？

S.O.S Morning Eye Rescue HKD220 / 15mlS.O.S Thirst Quenching Serum HKD360 / 30ml 
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 ショッピング（香港・広東共通）
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