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詳しい記事は2６ページに

写真：Restaurant & Bar EXPO
           （湾仔コンベンションセンターにて）
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香港

　ドレスシューズとカジュアルシューズに定評がある「REGAL」から秋の
新作と期間限定のプレゼントキャンペーンのお知らせが届いた。　　　
　今シーズンは流行のデニムに合わせやすいスニーカースタイルの靴
がメンズ、レディース共にも豊富に揃っている。写真の靴は、ラグジュア
リーブランドでも採用されているイタリアのビブラム社のソールを使っ
たシューズで、スニーカー感覚で軽くて柔らかな履き心地が特徴。ロー
ルアップしたデニムにも相性抜群で、日々のコーディネートを楽しくか
つ周りに差がつけられること間違いなしだ。　　　　　　　　　　　　
　また、ドレスシューズでは、スポーツテイストの履き心地を取り入れた
ものや、迷彩柄など一味違った特徴的な新作が多数入荷している。
　さあ、この秋のおしゃれはREGALで足元から楽しんでみよう！

　新作入荷と合わせてプレゼントキャンぺーンを開催！ REGAL SILVER-
CORD SHOPでHKD1,000以上買い物すると、もれなくREGALオリジナル
「迷彩柄トートバッグ」がもらえる。日本未上陸の完全別注のトートバッ
グは数に限りあり！この機会を逃がすと手に入らないので早めにお店
を訪れよう。

秋の新作が入荷！
トートバッグプレゼントキャンペーン実施中

味も香りも楽しめるエキゾチックなカクテルで
女子度を高めよう！

　尖沙咀（チムサーチョイ）にあるランガムホテルのロビーバー
｢Pa lmCourt｣では｢上海難｣の新フラグランス｢シルクロード・フラグ
ランス･ライン｣の発売を記念して10月15日(木)まで期間限定のスペシャ
ルカクテルとモクテルを紹介。ローズシャンパン、エルダーフラワー(に
わとこ)のリキュール、ローズジャムをミックスしてバラの花を飾った｢
ローズシルクカクテル｣は口に入れた瞬間優しいバラに香りが漂い優雅
な気分にさせてくれる。ジャスミン茶、レモンジュース、ジャスミンシロッ
プ、ミックスミント、と乾燥レモンとレモングラスをミックスした｢スプリン
グ・ジャスミン・モクテル｣は爽やかな口当たりでフラグランスを身につ
けたかのように5感を通して香りを味わう事ができる。
　期間中にこの2つのドリンクをオーダーすると香港の｢上海難｣全店で
10％オフで利用する事のVIPカードを贈呈。更に、レシートを｢1881 

Heritage｣店で提示するとシルクロード･ラインのミニフラグランスをプ
レゼント。
　さあ、あなたも、ホテルならではのエレガントな空間でフェミニンで官
能的なドリンクを楽しんでみては。

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

Langham Hotel, Palm Court
住所：8 Peking Rd., TST
電話：(852)2375-1133
営業時間：7:00～24:00
ウェブ：www.langhamhotels.com

香港トピックス
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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。

男のエステ ダンディハウス/エステティック ミス・パリ

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

セントラル店
住所:Shop B, 9/F., Entertainment Bldg., 
　　  30 Queen’s Rd., Central
電話:(852)2526-6671

ハーバーシティ店
住所:1008-1009, 10/F., World Commerce Ctr., 
　　  Harbour City, 11 Canton Rd., TST
電話:(852)2314-2611

香港
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今週の香港ピックアップ

勇壮な太鼓のパフォーマンスで世界を魅了
　佐渡を拠点に活動する太鼓芸能集団「鼓童（KODO）」が、1986年以来29年ぶりとなる

香港公演を開催する。今回は香港政府の文化芸術機関「Leisure and Cultural Services 

Department」が主催する「World Cultures Festival世界文化藝術祭」への出演。2009年

の初演以来、国内外で大きな反響を受け進化し続ける演目「打男」を披露する。

　鼓童は太鼓を中心とした伝統的な音楽芸能を現代へ伝える舞台活動等を展開。太鼓

からたたき出される力強いビートとともに、繰り広げられる勇壮なパフォーマンスで、世

界を魅了してきた。1981年ベルリン芸術祭でにデビューして以来、47ヶ国で5,600回を越

える公演を行っている。また2012年より歌舞伎役者の坂東玉三郎氏を芸術監督に招聘。

彼が今回の香港公演の芸術監督も務める。海外の人たちと観る日本の伝統芸能は、日本

で観るものとはまた違った印象を受けることだろう。友達や家族と出かけてみては？

鼓童「打男 Dadan 2015」
香港公演

10月30 日～31日

3名以上の来店で、
焼酎1本無料サービス！

味噌カツ、海老ふりゃー、美味めゃー料理と愉しむぎゃ
　尖沙咀内で移転OPENした日本料理 名古屋では、お得なダブルプロ
モーションを実施中。ディナータイムに3名以上で来店すると、なんと「本

格焼酎しろ」1本が無料でもらえてしまう。
また、弊紙持参で昼夜ともに10％OFFと
いうから太っ腹だ。この機会を逃すことな
く是非、友達を誘って名古屋名物の料理と
お酒を愉しもう。

Exhibition

GOOD DESIGN STORE, H401 PMQ、Central
12：00～20：00

1/F., 10 Prat Avenue, TST
12:00～15:00、18:00～23:30
(852)2314-9332

新曲「Golden Touch」は、ゴールド1色のステージに
　最新アルバム「_genic」を引っさげた今回のツアーのオープニング

は、安室が12人のダンサーを従えステージ中央に登場し、「NAKED」で

はダンサー10人とステージに1列に並び迫力満点のダンスを披露。約2

時間ほぼノンストップで全29曲をパフォーマンスする。ツアーファイナ

ルステージは香港だ！ 安室ちゃんと盛り上がる夜を過ごそう。

Namie Amuro LIVE GENIC 2015-2016
3年ぶりとなる香港公演

2016年3月26日

みんなでドイツビールのお祭りを楽しもう！
　ドイツのビールメーカー、エルディンガーは、レストランなどとコラボ

して、小麦ビールや黒ビールとともに、ソーセージなどのドイツ料理が

楽しめるオクトーバーフェスを開催する。毎年恒例となったマルコポー

ロ香港ホテルのビアフェスタ（10月16日～11月7日まで）をはじめ、イ

ベントでは様々なゲームも実施し、お祭りムードを盛り上げる。

エルディンガー オクトーバーフェス
レストランとコラボ開催

10月16日～11月7日

ブナの木の暖かみと革新的デザインの融合
　日本の伝統工芸社であるブナコは、1956年に日本有数のブナの数を

誇る青森県で設立され、60年後の今、その存在が世界的に注目されて

いる。今回のブナコ展覧会は香港で初めてブナコの革新的なデザイン

を見られるめったにな

いチャンスだ。展覧会で

はブナの材質が活かさ

れている独自のコイル

構造の作品も見ることが

できる。

ブナコ展覧会
平面から立体物まで

10月27日まで

Sha Tin Town Hall Auditorium
19:45開場、20:00開演
(852)2370-1044（Festivals Office）

Asia World-Expo

www.worldfestival.gov.hk/2015/html/en/kodo.html
HKD400、HKD300、HKD200、HKD130

マルコポーロ香港ホテル、
ロイヤル・パークホテル内「one+one Bar」、
Wildfire Pizzabar & Grill（4店舗）、
Berliner German Bar & Restaurant（6店舗）、
Champs Bar

香港ピックアップ
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香港

深圳

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/
金融・保険

香港/香港島 RGF 香港28K～32K

日系投資企業での秘書。翻訳・CEOへの会議
通訳、スケジューリング・出張手配等、CEOへの
秘書・総務及び家族サポート全般。大卒。日本語
が母国語、流暢な英語・北京語要。出張をいと
わない方。

企画・広報・経営管理系/
商社

香港/香港島 RGF 香港

18K～35K

日系技術商社の企画部門にてアシスタントマ
ネジャー募集。売上等のデータ分析や市場分析
及び各種レポート作成。関連業務経験者で数字
に強く、細かいところに注意が及ぶ方。海外出張
あり。ビジネスレベルの英語要。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍

20K～25K

大手外資系プライベートバンクでの総務。３か月
の短期契約、正社員登用の可能性あり。経費・
伝票処理、資料作成、出張手配など。金融での
バックオフィス経験要。外資系企業での経験
歓迎。要英語ビジネス。ビザ要。

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

香港/香港島 18K～20K

IT関連企業での担当/アシスタント募集。日本人
マネジャーのアシスタントとしてレポート作成
業務など。明るくやる気のある方なら未経験で
も可。チームワークを守れ、最後まで業務を行
える方。就業可能なビザ要。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 50Ｋ～70Ｋ

大手日系銀行にて、マネジャー職募集。金融ビ
ジネスのマネジメントや運用サポートなど。金融
分野での大卒で、関連業界において5年以上
の経験要。日本語ネイティブでビジネスレベル
の英語が必須。

RGF 香港
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 21K

フィットネスクラブでのパーソナルトレーナー
募集。クライアントへの指導からスケジュール
調整などのカスタマーサービス等。大卒で2～
3年の勤務経験要。ビジネスレベルの英語要。
コミュニケーション能力の高い方。

RGF 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）

20Ｋ～22Ｋ香港/九龍

日系物流企業での秘書募集。社長の業務サ
ポートやスケジュール管理、顧客・社内との調整
業務等。ビジネスレベルの英語要。日系企業で
の就業経験があり、秘書業務経験者歓迎。はき
はきとして機敏な方。

営業・販売系/商社 20Ｋ～40Ｋ

日系技術商社での営業マネジャー。既存顧客
フォローや新規開拓、チームのマネジメント等。
ビジネスレベルの北京語、日常会話レベルの
英語要。5～10年の関連業界での経験必須。
中国大陸への出張が可能な方。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
その他・教育・公的機関など 18K～22K 香港/香港島

教育機関での主任先生兼運営スタッフを募集。
幼児教室立ち上げ、運営業務、及び主任講師と
しての勤務・日本語ネイティブで大学卒。未経験
でもやる気があり、まじめで真摯な対応ができ
る方。

RGF 香港

営業・販売系/金融・保険 20Ｋ～25Ｋ

香港/香港島

日系保険ブローカーでのアシスタントマネ
ジャー職。既存顧客対応及び新規顧客開拓。
保険ライセンス保持者優遇。日本語ネイティブ
でビジネスレベルの英語要。フレキシブルな考
え方ができ、学習意欲のある方。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

25Ｋ～35Ｋ

香港/香港島

アセットマネジメント企業でのアシスタント募集。
データ入力やアドホック業務等。銀行・証券業務
経験者歓迎。日本語ネイティブでビジネスレベ
ルの英語要。就労可能ビザ保持要。数字に細
かく、まじめで明るい方。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 25K～35K

企業向けコーチング・プログラムを提供する企業
での営業。エグゼクティブコーチング（基礎ト
レーニング有）。アジア（香港～華南、orアジア
全域）の新規開拓営業。プロジェクトマネジ
メント等。自立的に動ける方。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港

RGF 香港香港/九龍

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

100HKD/hr香港/九龍
日系会計事務所での人事事務、総務全般。資料
作成やデータ入力、来客・電話対応等。業界
未経験可。ビジネスレベルの広東語要。英語は
読み書きできれば可。パートタイムでの採用。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～25Ｋ

インターネットアプリ企業でのセールスエグゼ
クティブ。市場調査や新規開拓、契約交渉等。
日本語が母国語で英語、北京語、広東語のい
ずれか一つの言語が堪能な方。商談能力、管理
能力が高く、責任感の強い方。

RGF 香港技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 30K～50K

大手日系建設会社での建設工事入札業務担当。
建設工事の一般入札・指名競争入札。30～
40代。大卒以上、土木系歓迎。入札業務経験
必須。土木関連の施工管理経験歓迎。英語準
ビジネスレベル以上。ビザサポート有。

香港/九龍

RGF 香港
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
旅行・レジャー・観光

香港/九龍 28K～35K

F&B企業にて日英通訳募集。日本人の会長に
付添い、会議や日々の通訳・翻訳サポート（出張
への同行あり）。日本語ネイティブで3年以上
の通訳経験要。通訳、言語関連分野での大学卒
で几帳面且つフレキシブルな方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 24K～28K

日系金融関連企業にてシニアオフィサー募集。
社内ミーティングの調整や必要書類の準備、
社外や日本本社との連絡等。会計/経済関連で
大学卒。関連職務、金融業界での就業経験、及
びビジネスレベルの英語必要。

香港/九龍 18K～20K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

日系玩具小売業にてセールスアシスタント職
募集。発注業務や発送管理、取引先や顧客と社内
間との調整や営業部のサポート等。2年以上の
貿易/製造業での業務経験要。大学卒でビジネ
スレベルの英語要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 25Ｋ～35Ｋ

大手外資系金融機関にてアシスタント募集。営業
サポートはデータ入力、証券・為替の注文等。
ＳＦＣライセンス保有者で香港で就労可能な
ビザを持つ方。銀鉱・証券業務経験者歓迎。ビジ
ネスレベルの英語要。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍

金融企業でのシニアビジネスアドバイザー、
マーケティングマネジャー職。香港や中国での
企業立ち上げサポート業務や会計、税関連の
手続き業務等。日本語ネイティブでビジネスレ
ベルの英語要。

42Ｋ～60Ｋ
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香港 香港＆広東

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/物流・倉庫 香港/九龍 20K～25K

営業経験と物流知識を身につけたい方必見！
日系フォワーダーにて、日系営業。見積もり作成、
納期管理、トラブルシューティングなど。要法人
営業経験とコミュニケーションレベルの英・
北・広いずれか１言語。

インテリジェンス
香港

サービス系/
その他サービス 香港/香港島 21K～30K

外資系フィットネスジムからパーソナルトレー
ナー募集。コミュニケーションレベルの英語な
らびにこのお仕事に興味がある方。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 18K

+コミッション
日系企業顧客向けに物件の手配・案内・アフ
ターフォローなどを担当。広東語および法人
営業経験必須。不動産免許保持者最優先。

香港/香港島 25K～35K インテリジェンス
香港

大手日系商社より募集！ 総合商社の金属を
扱う部門にて、主に既存顧客のフォローアップ
営業を担当。要ビジネスレベルの英語、及び
3年以上の法人営業経験。

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

有名日本食店での店舗管理。ホテルや高級
料理店での経験及びコミュニケーションレベル
の英語。

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

日系IT関連企業より営業を募集！ 日系営業
チームにて、日系顧客の新規及びフォローアップ
営業業務。IT経験は不問だが、IT関連の基礎
知識必須。要ビジネスレベルの英語。

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/
金融・保険・投資顧問

20K～25K
投資運用チームでのオペレーションサポート
業務。データエントリーやExcelやシステムか
らの抽出データの照合作業など。要英語コミュ
ニケーションレベル以上。北京語できれば尚可。

香港/香港島

香港/香港島

20K
雑貨・小物を扱う日系ブランドで、営業マーケ
ティング職。香港マーケットでの認知度を上
げるため自立的に企画・提案・運用まで多能。
要就労可能なビザ及び、関連経験3年以上。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
マスコミ・広告・デザイン 20K香港/香港島

日系メディア関連会社にて、経理実務および総
務業務。要3年以上の関連業務経験。日本本社・
台湾・上海とのやり取り多く、北京語・広東語・
英語できれば尚可。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

営業・販売系/
外食・フード

20K～28K香港/香港島
日系教育機関より事務の募集。総務や簡単な
会計業務。事務経験及びコミュニケーションレ
ベルの英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

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/
金融・保険・投資顧問

18K～25K香港/香港島
日系金融関連企業より、アシスタント募集。
会議資料の準備、簡単な人事・総務・庶務など
幅広く対応。ビジネスレベルの英語ならびに
3年以上の社会人経験。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 ～RMB20K

営業副経理。固定の顧客のフォローだが、工場
に出向いてのやり取りが多いため、2年以上の
生産工場での生産管理または品質管理経験者。
北京語：コミュニケーションに困らないレベル。

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） 25K～30K香港/九龍

車業界経験者歓迎。コストの比較・分析などを
しながら、提案営業が出来る方を募集。中国・
北米間などの関係先との交渉など。頻繁な出張
あり。3年以上の関連業務経験およびビジネス
レベルの北京語・英語必須。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
専門商社・総合商社

深圳 ～RMB25K
営業技術。FA装置ビジネスの経験者の方。さま
ざまなFA装置の知識があり、販売経験がある
方優遇。また、業者の選定までできる方。北京語
できれば尚可。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
17.5K～28K広州

営業（直販）※新規：既存は4：6の割合程度。
【必須】北京語日常会話レベル以上、大卒。
【歓迎】ＦＡ業界経験、製造業での営業経験。
営業経験がなくても、生産現場経験があれば
（例：品質管理）尚可。

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/
金融・保険・投資顧問

20K～25K香港/香港島
日系大手金融機関でアシスタント職。営業ス
タッフの各種アレンジ、日本・海外拠点とのやり
とり、書類作成等を担当。要ビジネスレベルの
英語。居民権保持者優遇。

15K～25K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K香港/九龍

様々な商材を扱う日系商社にて営業マネジャー
職。部下の管理や新規ビジネス開拓・提案など。
10年以上の営業経験（業界不問）、部下の管理
経験必須。ビジネスレベルの北京語必須。

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/九龍

飲食チェーンで販売するペイストリーのメ
ニュー開発。パティシエの経験を持つ方。英語
コミュニケーションレベル。

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 20K～26K

TSTにて人事のお仕事（採用・退職時の手続き、
給与計算、MPF等）。人事・総務経験及びビジ
ネスレベルの英語もしくは広東語。

インテリジェンス
香港香港/新界企画・宣伝・広報/

旅行・レジャー・観光 18K
日系物流関連企業にて、空港勤務。顧客対応と、
付随の事務業務を担当。入社後のトレーニン
グ充実。要ビジネスレベルの英語。

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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深圳 香港

深圳

香港＆広州

香港 広州
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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

H
o
n
g
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o
n
g

G
u
a
n
g
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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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　マイボイスコム株式会社は、４回目となる『消臭・芳香剤』に関するインターネット調査を
2015年8月1日～5日に実施し、10,395件の回答を集め、調査結果を発表した。

◆消臭・芳香剤の使用状況・使用場所
　室内用消臭・芳香剤を使用している人は47.8％、2011年以降減少し、使用率は女性で高
く、30代で低い傾向だ。また、北海道や東北・九州で他地域より高くなっている。
　消臭・芳香剤の使用場所は、「トイレ」「居間、リビング」「玄関、くつ箱」「寝室」が上位にあ
がり、2013年に比べて、「居間、リビング」が増加している。「玄関、くつ箱」は、女性や40代以
上で比率が高くなっている。 

◆使用している消臭・芳香剤、気に入っている銘柄
　消臭・芳香剤使用者に、使用している消臭・芳香剤を聞いたところ、形状は「置き型（電池
式以外）」が71.9％、「スプレー式」が42.1％の回答となり、直近1年間に使用した銘柄では、
「消臭力」「ファブリーズ」が各3割弱で上位2位、「消臭元」「リセッシュ」が各2割強で続き、
「ファブリーズ」「リセッシュ」は、女性が男性を約10～13ポイント上回り、「ファブリーズ」は、
女性30代以上で1位だ。
 最も気に入っている銘柄をは、「ファブリーズ」「消臭力」「リセッシュ」「消臭元」が上位にあ
がり、男性40代以下では「消臭力」が1位で、特に男性20・30代では3割弱と比率が高い。

 ◆消臭・芳香剤選定時の重視点
消臭・芳香剤選定時の重視点は、「好き
な香り」「価格」が消臭・芳香剤使用者の
各5～6割で上位2位、以下「消臭力が強
い」「効果が持続する」「メーカー」「香り
の強さ」が続きます。「好きな香り」は女
性で7割にのぼり、男性を約23ポイント
上回ります。お気に入りの銘柄別にみる
と、『無香空間』では「消臭力が強い」、『消
臭たまご』では「メーカー」が最も多く
なっています。また、『消臭力』『消臭元』
では「価格」、『glade』では「好きな香り」
の比率が他の層より高くなっています。

◆消臭・芳香剤使用時のこだわり・使い分け／使用しない理由
『こだわり・使い分け』
　日常的に匂いが絶対に気になる部分（トイレやゴミ箱など）にはスプレータイプ、置き型
タイプと併用して使い分けをしている。置き型では対処できないところを行き届き易いスプ
レータイプで補うという使い方をしていたりと、その場その場の対応をしているようだ。 
『使用しない理由』
　必要を感じなかったり、消臭剤が効果があるのかないのかいまいちわからない部屋のテ
イストと合わないパッケージが多い等が理由のようだ。

【調査概要】
調査対象:「MyVoice」のアンケートモニター
調査方法:インターネット調査（ネットリサーチ）
調査時期:2015年8月1日～8月5日     
回答者数:男性5,314名　女性5,081名10,395名　
                  10代67名、20代667名、30代1,752名、40代3,181名、50代以上4,728名

室内用消臭・芳香剤選定時の重視点

市販の消臭・
芳香剤の使用者

好きな香り

価格

消臭力が強い

効果が持続する

メーカー

第４回（2015/8）
第３回（2013/8）
第２回（2011/8）
第１回（2009/8）
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  60.3
       65.9
      64.5

47.8
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      54.0
     52.7

      33.2
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26.3
        34.1
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        35.9
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     23.2
17.7
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室内用消臭・芳香剤の使用状況
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            63.2

        61.0
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       39.8
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消臭・芳香剤の使用率は５割弱。使用場所は「トイレ」がトップ。
「居間、リビング」は2013年より増加して２位へ
消臭・芳香剤の使用率は５割弱。使用場所は「トイレ」がトップ。
「居間、リビング」は2013年より増加して２位へ

【消臭・芳香剤に関するアンケート調査】

トイレ

居間、リビング

玄関、くつ箱

寝室

洋服

ベッドやまくらなどの寝具

カーテン

廊下、階段

カーペット、床マット

　　　　　　　　　　　　   63.2
　　　　　　　　　　　　     65.4
　　　　　　　　　　 53.1
　　　　　　　　 43.3
　　　　　　　　   46.1
　　　　　　　　    46.0
　　　　　  30.7
　　　　  25.6
　 9.8
 7.2
　9.2
   8.5
  8.9
6.6
 7.2
5.9
6.8
6.7

市販の消臭・
芳香剤の使用者

第４回（2015/8）

第３回（2013/8）

室内用消臭・芳香剤を使用場所

◆ビームを放つチカラ◆  
　高校生の頃、物理学の先生に見せてもらった先輩卒業生の集
合写真の中に、何とも言えない愛らしい輝きを放つ女の子がい
ました。その愛くるしい顔だち、前向きで生き生きした目の輝き、
きりりと立つ写真の中のその姿に快いショックを受けました。
「世の中にはこんな女性がいるのだ。どこにいてもはっきりとそ
の存在が分かるといわんばかりに輝く女性がいるのだ。」と、学
生だった筆者はその写真をまじまじと見ていました。
　「スクールメイツ時代の彼女のお宝写真だよ。」と言う先生は、
彼女が自分の生徒であったことを誇りにしていました。
　彼女は高校卒業後、有名大学に進学し女子大生タレントの先
駆けとして、ラジオのDJをはじめテレビや映画の世界で彼女の
キラリとしたビームを放っていきました。この輝きはその後も時
とともに磨かれ、開花していきました。
　この女の子が川島なお美さん、その人です。
　筆者とは姿かたちは違えど同郷で、しかも同じ高校出身の方
です。その彼女が志半ばにして他界されたことは、残念で仕方が
ありません。まだまだやりたいことがたくさんあったことでしょ
う。この場をお借りして心より御冥福をお祈り申し上げます。　

◆四柱推命学で斬るビームの中身◆　　　 
　四柱推命は、その人がおぎゃあと生まれた瞬間の生年月日と
生まれた時間の陰陽五行を分析する手法です。生まれた年、月、
日、時間の4つの柱で鑑定するので四柱推命と呼ばれています。
この4つの柱の上段には我々が肉眼ではっきりと見える「天干
（てんかん）」があり、下段には我々が肉眼では見抜くことのでき
ない「地支（ちし）」とがあります。天干は以下のように甲から始ま
り全部で10種類あり、地支は子から亥まで全部で12種類あり、そ
れぞれの文字に深い意味が隠されています。

天干： 甲 乙 丙 丁 戊 己 庚 辛 壬 癸
地支： 子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

　川島なお美さんは妖艶なイメージの強い方ですが、彼女が
人々から注目を浴び、そして人々を魅了する輝きの正体は「子
（ねずみ）」「午（うま）」「卯（うさぎ）」「酉（とり）」といったいわゆる
「桃花」と呼ばれるものだけではありません。つまり、セクシー
ビームだけではなく、実は「建禄」と呼ばれる、生き生きとしかも
順調に発展できるチカラをも内包しているのです。
　建禄（けんろく）とは、以下表のように甲（きのえ）にとっての
寅（とら）であり、丙（ひのえ）にとっての巳（へび）がそれにあた
ります。

甲  寅

乙  卯

丙  巳

丁  午

　川島なお美さんの場合、1960年11月1日生まれですので、壬
（みずのえ）の日でその建禄である亥（いのしし）月に生まれてい
ます。
　彼女のように建禄の月に生まれている場合を「建禄格」と呼び
ます。建禄の月に生まれているということは、積極的に生きるこ
とで発展できる、という恵まれた運勢を持っています。

◆孟意堂的建禄の奥義◆  　 
　建禄を持つ人は、比較的長い間恵まれた運勢を享受できます
が、その一方で大きなリスクを抱えています。つまり、建禄が傷
つけられておらずしっかりと存在している間は生き生きと前向
きに生き発展できるのですが、それが傷つけられたり剋された
りすると、ものの見事に大きなダメージを受けてしまいます。そ
の破壊力は、自分自身を傷つけられる以上です。はっきりと享受
できるものは、いとも簡単に傷つけられてしまうもろさを持って
います。
　そして、このような局面には四柱推命や風水の中に解決のた
めの糸口が隠されています。 川島なお美さんのように前向きで
そして一生懸命に生きている方であれば、その方法は1つだけ
ではありません。筆者がそれを改めて実感したのは、悔しくも彼
女がこの世から旅立ったときのことでした。　

風水の奥義を行く！ 第42回 人生でキラリと輝くビームの正体の巻
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

庚  申

辛  酉

壬  亥

癸  子
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いつFabricsを立ち上げたのですか？
　セントラル（中環）に店をオープン
したのは1998年のことです。セント
ラルがレパルスベイ等の高級住宅
地からもアクセスが良く、お客さんが
集まり易いと考えたからです。

立ち上げの経緯を教えてください。
　私は以前、香港にあるLane Crawfordに入っているオースト
ラリア系の小売会社の家具部門で働いていました。そこで働い
ていた時、私のデザインした家具や接客を心から喜んで頂いた
経験が今の会社を立ち上げるきっかけになりました。当時は働
きながら、毎日「いつか独立して自分のデザインした家具を作っ
て世界に発信するんだ」と考えていました。

実際に会社を運営していく中で困難
もたくさんあったのではないですか？
　もちろん困難もありましたが、以前勤め
ていた会社での経験のおかげで、その多
くを乗り越えることができました。お客様
も以前勤めていた時におつきあいのあっ
た方々がついてきてくれて、それが今の
海外顧客のベースになっているんです。
唯一問題があったとすれば如何にしてライバル企業よりも質の
いい素材を集めてくるか、ということでした。しかし幸運にもビ
ジネスを始めてすぐに、ドイツの有名企業と提携する機会に恵
まれました。50年も良質な生地を提供し続けている歴史と伝統
のある会社で、彼らは優れた生地の製造会社やデザイン会社だ
けでなく、個人の顧客まで紹介してくれました。彼らのおかげで
私のビジネスが軌道に乗ったのは間違いないですね。

あらためてFabricsの事業内容を
教えてください。
　カスタムメイドでカーテンやソファ
などを製造・販売しています。香港の職
人達の手によって作られたメイドイン
ホンコンを世界に広めていきたいんで
すよ。中国製はコストは抑えられるかも
知れませんが、やはり縫製などの観点
から見ると、商品の細かい部分の仕上がりが粗く、質の高い商
品を顧客に提供していくためには、中国の工場に任せることは
できません。また、昔からメイドインジャパンの品質の高さは世
界でも評価され続けていますが、私は香港だって負けていない
ということを見てほしい。私と何年にも渡って働いてきた職人達
の高品質な商品を世界中の人達に届けたいんです。香港人の
職人だって細かい作業は得意だし、日本人に負けず劣らずの責
任感をもって仕事に取り組んでいることをこれから証明してい
きたいですね。

何故欧米から生地を輸入することにしたのですか？
　やはり優れたデザインと扱っている素材が高品質であるとい

うのが主な理由です。立ち上げ
た当時は欧米と同じレベルの
優れたデザイナーを香港で見
かけることは難しかったです
し、現在もレベルは上がってき
ているとはいえ、まだ欧米のデ
ザイナーの方があらゆる面で
一枚上手だと思います。
　素材に関しては、欧米の物は
耐久性が秀でていますね。私達

はこういった生地を主にドイツのブランド、ADOやPierreCardin。
イギリスのブランド、Prestigious、Clarke & Clarke。アメリカのKravet
などから仕入れています。

欧米スタイルのカーテンやソファなどは日本人の好みに合う
のでしょうか？
　もちろん合います。今や欧米スタイルの家具が世界の主流で
す。日本人は特に品質に関して厳しい目をもって商品を見ている
ので私達の質の高い商品の良さをすぐに理解出来ると思います。

最後に何か一言お願いします。
　私達Fabricsは家具に興味がある人達が気軽に入れるお店を
目指しています。多くの高品質素材の中から好きなデザインの
ものを自由に選んでいただき、適正な価格でお客様に提供して
いくことを目指しています。
　皆様もぜひ私達の作製した高品質な家具を日々の生活の中
に加えて、日常に彩りを与えてみてはいかがでしょうか？

Fabrics Etc.
住所：1105, Yu Sung Boon Bldg., 107 Des Voeux Rd. Central
電話：(852)2810-7360

香港から世界へ!!
欧米の高級素材で作るカスタムメイド家具Fabrics

欧米の国々から仕入れた高級素材で作るカーテンやソファは、生活に潤いを与え心を豊かにしてくれる。
FabricsのCEOであるAndy氏は言う、「多くの人に私達の作った家具を傍に置いて素晴らしさを肌で感じて欲しい」と。
彼は何故そこまで欧米の素材にこだわり、香港で生産することにこだわるのか。Andy氏に伺った。

「
日
本
の
皆
様
に
も
私
達
の
作
っ

た
商
品
の
素
晴
ら
し
さ
を
知
っ
て

ほ
し
い
」とAndy

社
長

生地が丈夫なのも大
きな特徴だ

実
際
に
欧
米
に
渡
り
現
地
で
生

地
の
選
定
を
行
う
こ
と
も
多
い

生
活
に
彩
り
を
与
え
る
に
は
家
具
を
替
え

て
み
る
の
も
一つ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
だ
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