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可愛らしい点心が自慢の飲茶レストラン
尖沙咀にオープン！

　モダンな中国料理レストランを多数展開している「ダイニング・ワーク
ショップ」は、新たに可愛らしい点心が自慢の飲茶レストラン、その名も
「YUM CHA」を香港一の商業街、尖沙咀（チムサーチョイ）にオープンし
た。広東料理本来の伝統的な優しい味わいを大切にしながらも、遊び心
のエッセンスをふんだんに取り入れた点心はどれも旬で新鮮な食材を
使用しており、さらに化学調味料「MSG」を使用しておらず健康に特に配
慮して作られているのが自慢。
　店のイチオシは豚をモチーフにした肉まん「BBQ Piggy Buns 
(HKD49)」や、スライムを彷彿とさせるカスタードまん「Hot Custard 
Buns(HKD49)」。どれも食べる前に写真を取って、周囲に自慢してしまい
たくなるほど可愛らしい。また、食材本来の旨みぎっしりのウシ海老と、
ザクザクとした食感が楽しいオートミールが見事にコラボした
「Spicy Butter Oatmeal Prawns (HKD109)」や、栄養たっぷりのケール野
菜をガーリックで炒めた「Organic Kale with Garlic (HKD69)」など、海鮮

や野菜もしっかり味わえるのも嬉しい。ヘッドシェフのWinson Yip氏は
かつてHyattなど名だたるホテルで腕を振るってきた料理人で、「トリュ
フと椎茸まん」など、常に新しいメニューを開発してきた気鋭の広東料
理シェフ。伝統的な広東料理に新しい風を送り込んでくれるだろう。
　可愛らしい点心の数々を思い出に残すためにも、カメラ持参必須。オー
プン情報はウェブで確認しよう！

YUM CHA Restaurant
場所：3/F., Attitude Hotel, 20-22 Granville Rd., TST
電話：(852)2751-1666
時間：ランチ　   11:30～15:00
　　  ディナー　18:00～23:00（ラストオーダー10:30）
ウェブ：www.yumcha.com.hk
フェイスブック：yumchahk　

　1934年にフランス人飛行士兼小説家であるアントワーヌ・ド・サン＝
テグジュペリが描いた「星の王子さま」に原案を得た作品。長年スタジオ
ジブリやディズニーなど名だたるアニメーションカンパニーが映画化を
試みたものの、その壮大さから幾度も断念してきた同作品を、オスカー
ノミネート作品「カンフーパンダ」の監督、偉才マーク・オズボーンが魂
を込めて描き出す。
　物語はよりよい成績を残すために勉強漬けの毎日を送る女の子のも
とに、風変わりな隣人のおじいさんから紙飛行機の手紙が届いたところ
から始まる。紙飛行機にはおじいさんが昔出会ったという星の王子さま
との物語が描かれており、たちまち女の子の心を魅了した。2人はいつし
か友人になるが、ある日突然、おじいさんは病に倒れてしまう。王子さま
にいつかもう一度会いたいと言っていたおじいさんの願いを叶えるた
めに、女の子は王子さまを探す旅に出るが―。

　児童向け文学にも関わらず、周囲に対する慈しみの言葉が大人の心
を捉え、全世界で1億4500万部以上の大ベストセラーとなった同原作。
その世界観を損なわないために採用された手法は、和紙を使用したス
トップモーションだった。繊細な質感と、絶妙な色のトーンに目を奪われ
てしまうこと間違いなし。世界のアニメーション界をリードする才気溢れ
るクリエイター達が紡ぎだすハートフルストーリー。心温まるひと時が過
ごせるだろう。

「本当に大切なものは目に見えないんだよ」
世界的大ベストセラー待望の映画化！

The Little Prince
（小王子、リトルプリンス 星の王子さまと私）
12月24日公開予定
監督：マーク・オズボーン
声優：ジェフ・ブリッジ、レイチェル・マクアダムズ、ポール・ルッド　他
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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

03Pocket Page Weekly 11 December 2015 No. 517
B



香港

香港 香港

香港

今週の香港ピックアップ

クリスマス限定缶も登場！
　人気のポップコーンショップ「ギャレットポップコーン」から、定番フレーバーの「キャ

ラメルクリスプ」にチョコレートをまとわせたホリデーフレーバー「キャラメルココアクリ

スプ味」が期間限定で復活。一見、「甘すぎるのでは？」と思われがちだが、ココアのほの

かな苦味とキャラメルバターの甘みのブレンドが絶妙で、復活するほど人気なのがうな

ずける。こちらの販売は12月31日まで。また、クリスマスに向けて3種類のデザイン缶が

登場。中でもクリスマスカラーの赤にレトロなオーナメントのイラストがあしらわれた

「Retro Ornament Tin」は今年の限定デザインなので要チェック！ クリスマスパー

ティーのお土産としてはもってこいのギャレットポップコーンで、パーティーを美味しく

盛り上げよう！

ギャレットポップコーン
人気フレーバーが復活！

販売中

MARUICHI JAPAN
保湿ジェルパック

販売中

若 し々い目元をキープしよう
　目は年齢が出やすい部位の1つ。対策にはリッチな潤いが必要不可
欠だ。MARUICHIの「Moisturizing Gel Eye Mask (8パックHKD480)」は
ひんやりとした使用感が特徴の顔パック。気分を穏やかにさせてくれ
るローズの香りで目じりのしわやそばかすを集中ケア! よりダイレクト
に効果を実感したい方は「Active Repair Moisturizing Gel Eye Mask 
(15g HKD380)」で目の周りの保湿力をアップさせよう。

そこにいるだけで気分はクリスマス！
　尖沙咀（チムサーチョイ）の1881ヘリテージ内にあるホテル「Hullett 

House」でクリスマスマーケットが開催される。毎年行われるこのイベン

ト、例年、期間中はホテルの中庭にラク

レットチーズをはじめとした飲食店やク

リスマスの雑貨を扱うお店が所狭しと

ならび、一帯がその屋根の赤色でクリ

スマスカラーに染まる。

ヒューレットハウス
Christmas Market

12月11日～13日

被り物を被った可愛い天使の男の子
　パリ発祥のマカロンブランド「ラデュレ」は、この冬可愛い被り物を

被った天使の男の子「ソニーエンジェル」の冬季限定モデルを発売す

る。ラデュレのイメージに合わせてパステルカラーに身を包んだソニー

は全部で6種類。クリスマスツリー

のオーナメントとしても活用でき

る。1体HKD130のところ、限定ギ

フトボックスは6体でHKD780！

Sonny Angel
冬の限定コレクション

販売中

アメリカンドリームを手にした女性の信念とは
　通販の女王として億万長者となった主婦ジョイ・マンガーノの半生

を描く実話に基づいたストーリー。主演は「ハンガーゲーム」で一躍演

技派スターの仲間入りを果たし、「世界にひとつのプレイブック」でア

カデミー賞主演女優賞に輝いたジェニファー・ローレンス。10代から

40代までを演じ分けるその繊細な技巧に酔いしれよう。

JOY
本年度イチ押しのコメディ大作

12月31日

監督：
デビッド・O・ラッセル
出演：
ジェニファー・ローレンス、
ブラッドリー・クーパー、
ロバート・デ・ニーロ他

Shop 211, Level 2, The Landmark
(852)2175-5028
www.laduree.com/en_intwww.maruichihk.com

1881 Heritage, 2A Canton Rd., TST
(852)3988-0000
www.hulletthouse.com

フェスティバルウォーク店：Shop UG-24, Festival Walk, 80 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong
IFCモール店：Shop 1050, 1/F., IFC Mall, 1 Harbour View St., Central
YOHOモール店：Shop 1072, L1, YOHO Mall, 9 Yuen Lung St., Yuen Long, N.T.
www.GarrettPopcorn.com

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港

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

営業・販売系/
その他サービス 香港/九龍 インテリジェンス

香港17K～18K
大手企業にて法人営業業務。オフィスでの日報
作成や旅行会社とのやりとりなど。営業職未
経験者歓迎。パーマネントビザまたは家族ビザ
保持者限定。英語力必須。

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/九龍 インテリジェンス
香港

18K～20K

産業用ロボットを取り扱う企業にて、オフィス
事務業務。部品受注、日本本社との連絡、簡単
な総務・会計処理。要2～3年の関連経験およ
びビジネスレベル以上の英語。普通話できれ
ば尚可。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売

香港/九龍

30K
(応相談)

総経理のアシスタントとして米国・中国進出の
契約書管理、社内向け報告書作成などをお
任せします。店舗開発、マーケティングなどの
業務有。新規事業立ち上げ業務経験者歓迎。
要契約書作成が可能なレベルの英語力。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/香港島 25K

大手商社にて、経営企画業務。財務諸表を見て
予算や実績の比較・分析をし、データ処理・資料
翻訳、本社へのレポート提出などを担当。基本
的な会計知識と英語・普通話必須。MSエクセ
ルに強い方希望。

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 25K～28K

大手日系出版企業にて、海外営業のマネ
ジャー職。多様な媒体から顧客のニーズに適
した広告を提案。月３～４日の海外出張有。要
広告代理店あるいは出版社勤務経験、および
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/
マスコミ・広告・デザイント

香港/香港島 20K～30K
主に本社からの企画サポート、翻訳業務など。
要3年以上の関連業務経験、およびビジネスレ
ベルの英語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
外食・フード 20K～30K香港/新界

香港にて日本食を展開する有名企業より、メ
ニュー開発ポジション。日本側と連携をしなが
ら、メニュー企画・開発をお任せします。要和食
メニュー開発経験およびコミュニケーションレ
ベルの広東語もしくは英語。

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 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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談

香港/九龍

日系電子商社での営業業務。電子関連企業で
の就業経験必須。一人で中華圏どちらでも営業
活動できる方を期待。ビジネスレベルの普通話・
英語必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 30K～40K

香港/九龍

半導体商社にて、既存顧客フォローアップ業務。
中国工場や日本本社とのやりとり。華南地域へ
の頻繁な出張あり。3年以上の電子部品営業
経験とビジネスレベルの英語必須。半導体業界
経験者優先。

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 香港/九龍 18K～25K

日系ITサービスプロバイダーにて営業業務。
ERPパッケージ・IT関連保守サービスを日系
企業向けに営業。ビジネスレベルの英語力必須。
商社・製造業での勤務経験がある方歓迎。

クリエイティブ系/
外食・フード 25K～28K

パティシエ募集！ スタッフのマネジメントや
品質コントロール、新商品の開発など。要10年
程度のパティシエ経験。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
香港東莞

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） ～RMB30K東莞

経理管理職経験者（経理10年以上・中国勤務
経験者尚可）。原価計算の知識もある方。要
普通話もしくは英語ビジネスレベル。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日系専門電気機器部品メーカーにて、営業業務。
主に日系顧客のフォロー。東莞工場と香港を
拠点に、海外出張あり。3年以上の営業・顧客
対応経験、ビジネスレベルの英語必須。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
コンサルタント

RMB
15K～25K

会計・税務のコンサルタント業務。会計事務所
等でクライアントの会計税務サービスを提供
したことがある方歓迎。（※資格不問）。要5年
程度の税務・会計経験。

広州

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 20K～22K

経理業務全般。日々の出費管理、日本本社との
連絡業務など。コミュニケーションレベルの
普通話もしくは英語要。簡単な経理経験があ
る方。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 18K～25K

物流サービスの新規日系顧客開拓業務（航空
運送).外勤営業業務メイン。華南地域への出張
あり。3年以上の物流業界での営業経験および
日常会話以上の英語力必須。エアライン・商社
などでの営業経験者も考慮可。

香港/新界 20K～30K 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/
物流・倉庫

船舶マネジメント会社での人員管理業務。福利
厚生や労働組合の窓口など担当。2年以上の
同業界関連業務経験必須。ビジネスレベルの
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。普通話
できれば尚可。

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

約10名のスタッフが作るパンの品質チェック、
新商品の開発など。定期的に店舗をまわりなが
らマーケットリサーチや売れ行き状況の把握も
必要。要ベーカー経験とコミュニケーションレ
ベルの英語もしくは普通話。

25K～28K
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香港＆広東

ホーチミン

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 

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 25K～30K

日系企業にて営業職募集。中国顧客へのサポー
ト及びグループ関連会社との調整業務等。中国
華南地域への出張あり。就労可能なビザ保持
の方。ビジネスレベルの北京語、日常会話レベ
ルの英語要。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 22K～24K

IT企業でのカスタマーサービス担当募集。一般
顧客、企業顧客へのカスタマーサービス全般
や社内調整業務等。日本語ネイティブで日常
会話レベルの英語要。コミュニケーションスキ
ルが高く、几帳面な方。

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

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。

香港/香港島 25K～35K RGF 香港

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20K～25K香港/香港島

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～40K

大手外資系プライベートバンクにてアシスタン
トスタッフ募集。営業サポートやデータ入力、
資料作成等。金融業界での就業経験がある方
（外資系だと尚良）でビジネスレベルの英語
要。パソコン操作が得意な方。

香港/香港島

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 香港営業・販売系/金融・保険 25K～35Ｋ香港/香港島

金融会社でのセールス募集。既存顧客管理や
新規顧客開拓、問い合わせ対応等。日本語ネイ
ティブでビジネスレベルの英語要。3年以上の
就業経験があり、パソコン作業に強く、作業が
正確で社交的な方。

営業・販売系/
コンサルタント

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

18K～20K香港/香港島

日系IT企業でのIT営業。日系企業を主とした
営業活動。SIを始め、オフィス引越、各種サービ
スの販売等。既存顧客フォロー及び新規開拓。
営業経験3年以上。IT経験者優遇。英語ビジネ
スレベル要。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・販売系/金融・保険

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

RGF 香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 25K～35Ｋ香港/香港島

日系PR会社でのセールスアカウントマネ
ジャー。日系クライアントを中心とした営業。
日本語ネイティブでビジネスレベルの英語要。
関連業界での勤務経験があり、誠実でコミュ
ニケーション能力の高い方。

RGF 香港 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/新界 10K（応相談）

通信・モバイル関連業界での事務職募集。一般
的な総務業務、営業サポートや商品発送、在庫
管理事務手続き等。就労可能ビザ保持でパー
トタイムで働ける方。英語または中国語スキル
があれば尚良。

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 17K～19K香港/九龍

日系航空会社にて営業職募集。取引先への
商品提案や社内調整業務等。適性に応じて異動
あり。コミュニケーション能力が高く、長く働け
る方。ビジネスレベルの英語要。業界未経験で
も可。

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 20K～25K

家電小売業界での購買担当募集。発注から
配送までの一連管理や価格・品質コントロー
ル等。1、2年の関連業務経験及びビジネスレ
ベルの英語要。商談や問題解決能力が高く、マ
ルチタスクをこなせる方。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 18K～20K香港/九龍

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 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 17K～20K香港/香港島

日本人向けフリーペーパーの広告営業。新規：
既存＝3：7。顧客アポ取り・サービス説明、取材・
日程調整、コンテンツ企画など。広告営業など
無形商材の提案営業経験を持つ方歓迎。英語
尚可。ビザ保有者歓迎。

100HKD/hr

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K香港/九龍

日系旅行関連企業にてツアープランナーを
募集。ツアー企画や予約手配、コンサルティング
業務等。ビジネスレベルの英語要で、PC作業が
得意な方。土日シフト出勤あり。意欲があれば
未経験でも可。

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

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 15K～20K

IT企業でのアカウントマネジャー募集。日系
企業クライアント向けのセールス、顧客管理等。
2年以上の関連企業職務経験要。日本語ネイ
ティブでビジネスレベルの英語要。積極的で
チャレンジ精神がある方募集。

RGF 香港香港/九龍営業・販売系/
その他サービス 20K～25Ｋ

物流企業でのセールス担当募集。カスタマー
サービスや新規開拓等。中国本土への出張あ
り。大卒で英語・北京語のビジネスレベル要。
関連業務経験者なら尚良。コミュニケーション
スキルが高く、社交的な方。

RGF 香港香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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広東

香港

香港

香港

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

TPPで保険・投資はどう変わるか

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10月、TPP（環太平洋経済連携協定）が大筋合意に
達した。
　TPPの交渉は2010年3月に始まったので5年半あまりの歳
月を経て妥結し、世界GDPの4割を占める国の間での自由貿
易協定ができあがった。自由貿易協定とはそれに加盟してい
る国の間で行われている貿易に関する関税を撤廃することで
ある。
　例えばA国とB国ではそれぞれコメを生産しているがB国は
A国の半分のコストで作っている。その場合B国のコメがその
ままの価格でA国に輸出されれば国産のコメは売れなくなっ
てしまい、A国内の米作農家は困ってしまう。
　そこでA国は輸入米に100%の関税をかけて国産の米と競
争できるような価格に調整して国内の事業者を守るのであ
る。これを自由貿易に対して保護貿易という。
　保護貿易の下では健全な自由競争が阻害されて産業の合
理化が進まないというデメリットがある。
　だいたいどの国にも得意分野や主要輸出品があって、相手
国には関税をかけて欲しくないと思っているが、海外からの
安く良質な輸入品が入って来ることにより、自国で維持したい
産業が衰退すると困る場合は関税をかけて、それを自由競争
から守りたい、という欲求が働く。その動機には自社の利益を
守りたい国内の業界のエゴもあるが、食料の自給率確保など
国策的に重要な課題もある。

　いずれにしても各国がそうした自分の都合で動いた結果、
国際間の自由競争は制限され、消費者が本来より高い価格
でモノを買わされて不利益を被ってしまう。
　こんな不合理なことはもうやめて、自由貿易により健全な
域内の健全な発展をめざしましょう、というのがTPPの目的、
いやむしろ「建前」である。
　TPPには関税の撤廃だけでなく、「非関税障壁」と呼ばれる
関税以外の国内規定で外国企業の参入を阻害している部分を
排除する、という条項が多く含まれている。この非関税障壁の
撤廃は日本の金融業界のあり方を大きく変えるかもしれない。
　そもそも非関税障壁とは何か?
　例えば日本には国民皆保険制度がある。
　国民保険や社会保険という医療保険を国が主催している
のである。
　日本国民はほぼすべての人がこの公的医療保険に加入し
ていて毎月保険料を支払い、いざ医者にかかるときはその費
用の7割を保険が負担することになっている。
　ところが、この公的医療保険でカバーできる治療には範囲
があって、最新の医療技術を使った治療や高級な治療は負担
してもらえないことがある。
　最新の医療で難病が治せるとしてそれを利用したいと思っ
ても国民保険ではカバーされない。
　病気の治療というのはいろいろなプロセスがあり、保険で

カバーされる治療とカバーされない治療が一連の医療行為
の中で混ざってしまうことがある。これを混合診療という。
　この混合診療、日本では原則禁止されているのだ。あるい
はどうしても混合診療を行う場合は医療費は全額自己負担と
いうことになる。そうなると、多くの日本人は混合診療をあき
らめてなんとか保険の効く範囲内で治療をしようとすること
になる。
　従ってこうした最新の医療技術は自然に日本では発達しに
くくなるが、海外ではこうした規定はないので盛んに開発さ
れているのである。当然そうした海外の会社は関連の技術や
機械を日本に売りたいが、混合診療の禁止が原因で日本の
市場にはなかなか入ってゆけない。
　最新の技術を使って治療をしたい患者もたくさんいるだろ
うが、日本の公的保険制度があるために必要な人が利用でき
ない。
　関税ではなく、日本政府の規定が障害となって自由な交易
が阻害されている。これを「非関税障壁」というわけだ。
　農産物や車の関税撤廃が盛んに問題視され、喧しい印象
のあるTPPだが、実はこの非関税障壁の排除もかなり重要な
部分を占めている。そしてその影響をもっとも大きく受けそう
なのが、本来関税の発生しない金融分野であるのだ。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広州 深圳 香港

深圳 香港＆広州

住
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ラ・セゾン　 逸濤灣  (Tower 3  中層階)

香港

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＋S  1,005s.f （実用756sqf) 　

（室　内） 家具・家電付き、新内装

（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、クラブハウス完備

（備　考） 割安家賃物件！ 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！

（月　額） HKD36,000 (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

o
n
g
 K

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) 755-8219-5546
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

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 1LDK  436s.f （実用343sqf) 　バルコニー付き
（室　内） 家電付き、山景
（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、
 大型クラブハウス完備
（備　考） 単身者向き
（月　額） HKD17,500 (管理費、税金込み) 

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 5  高層階)

（所在地） 太古（タイクー）

（間取り） 3LDK+S  1,034sqf（実用821sqf)　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） 太古で一番人気のマンション

（月　額） HKD42,000　（管理費、税金込み）

ライフ（香港・広東共通）
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北京語レッスン
北京出身の講師が北京語を教えます。個
人・グループレッスンも可。北京語、広東
語、英語にて教授。
お問い合わせはMs. Fung、
電話(852)8206-9188まで。
メール：tuitiona@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その
他ゆかりのある方
定期的にイベントをやっておりますの
でぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「医食同源」を勉強する会

「医食同源」に興味をお持ちの方。薬膳
や普段の食事による病気予防や養生に
ついてのお話会を行っています。普段の
料理の材料の組み合わせはとても大切
で、個人の体質に合わせた材料を選ぶ

ことはとても大切です。料金は無料です
ので、ご興味ある方は、もっと詳しいこと
をお知りになりたい方はスサンナ・
ウォンまでご連絡ください。（日本語可）
携帯：（852）9674-8313
メール：kyswong@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。
できれば看護師の方を希望します。詳
しくはメディポートの堀または永井ま
で、お気軽にお問い合わせください。
hori@mediport.com.hk
 電話:2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シンガポールで働こう！
Good Job Creations Singaporeは2007
年よりシンガポールで事業を開始し、
昨年だけで80社200名以上の方々の転
職・採用を成功に導きました。シンガ
ポールには2000社近くの日系企業が
進出しており、日本人採用のニーズも
常に一定数御座います。シンガポール
就職にご興味をお持ちの方は是非一
度下記の弊社ウェブサイトからお問い
合わせ下さい！
Web：www.goodjobcreations.com.sg
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
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 Ms. Kaiser
　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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 E D

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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◆龍と水の深い話◆ 
　風水には、龍の子太郎などの日本むかし話にも登場する「龍」
と深い関わりがあるようです。
　山脈を龍の背中にたとえて「龍脈」と呼びますし、龍が水を
飲んで一休みする付近にエネルギースポットがあると言われて
います。海にも川にも地面にも龍がいると考えられています。こ
こ香港では、海には「天后（ティンハウ）」という女性の姿の神様
が祀られ、川には「龍母（ロンモー）」という女性の姿の神様が祀
られています。龍母がいくつもの龍を束ねていて、やんちゃな龍
からおとなしい龍までいくつもの龍をまとめることができるの
は結局おかあちゃんなのだ、と感心するところです。
　龍は水のエネルギーをつかさどります。
　水は人の喉を潤し、植物を育て、動物にとってもなくてはなら
ないものですが、その反面、津波が起きたり川が氾濫すると生
き物の命を奪い、住まいや建物を破壊し、地形を変え、人々の暮
らしやそこに住む人々の生き方まで変えてしまう力を持ってい

ます。龍は恵みの雨をもた
らすのと同時に強烈な破壊
力も持っています。天の動
きは漁師や農民だけではな
く多くの人々に影響をもた
らします。この天の動きの鍵
を握るのが龍なのです。

◆三元九運とは？◆　　　 　　 
　それだけではなく龍は天を巡るといわれています。
　風水では、龍が天、つまり地球の周りを180年ぐらいの周期で
一周するといわれています。（正確には、太陽の周りを回る木星
と土星の運行の影響を受ける地球が、と言えます。）それが20年
ごとの９つの運に分かれ、それぞれが違った影響をもたらす、と
いうものです。

　上の三元九運表をご覧下さい。
　私たちは今、2015年を生きていますので、2004年～2023年の
間、つまり下元第八運の中にいます。この第八運は木火土金水の
五行の中の土のエネルギーがつかさどります。世の中は比較的
安定し、土地は豊かになり収穫に恵まれ、若い男性の活躍が目立
ち、わんちゃんを飼って暮らすような平穏な気運が流れます。
　そして、その後にやってくるのが五行の火のエネルギーをつ
かさどる第九運（2024年～2043年）です。これまでゆったりと小
休止していた龍が動き始め、世の中はガラッと変わり、ゆったり
としていた動きがスピーディーになりめまぐるしく変化します。
成熟した女性や教師や作家などの教養ある人が台頭する反面、
これまでの常識や長い間培われてきた伝統や習わしが「改革」
とか「革命」という名前でくつがえされ、争いと崩壊と破壊が繰り
返されます。最後の選択肢を人は誤るかもしれません。
　その中で人が希望を見失わなければ一筋の光が残ります。地
面から小さな芽が生えてくるように何かが生まれてくることで
しょう。そして新しい時代、つまり上元第一運を必ず迎えることが
できるのです。

◆孟意堂的龍を操る奥義◆ 　 
　残念ながら私たちはこの流れに逆らうことはできません。逆
戻りもできません。できることは、今ある環境を知恵を持って最
大限に生かすことです。
　繰り返しになりますが、水は人や生き物にはなくてはならな
い反面、生き物の命を奪い、住まいや建物を破壊し、人々の暮ら
しを変えてしまう力を持っています。水という自然の恵みを凶器
に変えてしまうのも龍ですし、その凶器を鎮めることができるの
は龍のみです。
　三元九運は実は2通りあり、前述のは天運で地面の運はそれ
よりも若干早くやってきます。例えば9運は天運では2024年から
ですが、地面の運では2017年からです。つまり、もうすぐそこか
ら変化が出てきます。
　龍をあやつることができるようになると一人前の風水師だと
言われます。普段お目にかかることのできない、目には見えない
龍を、です。第九運では龍はこれまでの動きとは違う姿を見せる
はずです。風水師が龍母神のごとく頑張らなければならない時
代はもうすぐそこまで来ているのです。

風水の奥義を行く！ 第44回 そろそろ龍の動きが変わる頃の巻
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

＜三元九運表＞　 

ライフ（香港・広東共通）
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