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Address: Shop B64-65, Basement, 
The Landmark, Central, HK
Opening time: 10:30am ‒ 8:00pm
Tel: (852) 2789-9911
Email: info@tassels.com.hk
Web: www.tassels.com.hk
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香港 香港

香港

　肌寒い冬の季節が到来。街がクリスマスムードに染まる中、日本や海
外へ転勤の辞令を受け取ったという方も多いのでは？香港内で新しい
マンションに引越しするという方もいるだろう。そこで、楽して引越しし
たいあなたへ、日本では「飛脚宅配便」「飛脚航空便」などでお馴染みの
佐川急便の「飛脚ひっこし便」を紹介しよう。迅速、確実、丁寧がモットー
の飛脚シリーズなら、香港内・海外を問わず、日本語で快適な引越しを
サポートしてくれる。
　「飛脚ひっこし便」は多様なニーズに対応するプランも充実している。
「1人暮らしの方向けのプラン」や「家族向けプラン」では「スタンダード
プラン」のほかに、引越し前の荷づくりから引越し後の荷解きまでをセッ
トにした「まるごとおまかせプラン」もある。また、「オフィスの引越し」で
は、什器の解体・組み立て、不要什器の廃棄処分等、煩雑な作業も引き
受けてくれる。ニーズや予算に応じてプランを選べる「飛脚ひっこし便」
なら、納得のコストパフォーマンスで引越しができる。

　これから引越しを考えている方は、プロフェッショナルならではのきめ
細かいサービスを提供する佐川急便に相談、見積もりを取ってみては。
「飛脚ひっこし便」の見積もりは無料。エキスパートが日本語で対応して
くれるので安心。春の人事異動に伴い、旧正月明けから混み合うので、
引越しの予定が決まったら早めに問い合わせをしよう。

プラン充実、任せて安心、納得価格の「飛脚ひっこし便」
香港内も海外へもお引越しは佐川急便にお任せ

拘りの韓国刺身 専門店
Hoe Tang Tang

　賑やかな繁華街と香港の日常を同時に垣間見ることができる佐敦
（ジョーダン）に位置する、韓国スタイルの刺身専門店｢Hoe Tang Tang｣。
同店は今年の9月4日に韓国式の刺身を浸透させるべくオープンした。韓
国から生きた魚を直接空輸し、オーダーが入ってから調理をするので、
魚の鮮度は抜群だ。日本の刺身とは異なり、特性のタレ（コチュジャン
等）をつけて頂く韓国スタイルの刺身は、一度食べたら病みつきだ。特
にヒラメの刺身が人気がある。また同レストランでは、定番のトッポギ
や、コロッケ、フィッシュフライなどお酒が進みそうなメニューが揃って
おり、韓国スタイルの鍋も頂くことができる。
　オーナーは料理への情熱が強く、スタッフは気さくで、メニューについ
て丁寧にアドバイスをしてくれる。更には、お酒の持ち込みもOKという

同レストラン。朝方まで開いているので、気の合う仲間たちと心ゆくまで
ボリューム満点の料理とお酒を楽しんでみてはいかが？

佐川急便（香港）有限公司
SAGAWA EXPRESS (H.K.) CO., LTD
電話：(852)2439-2118
メール：info@sagawa.com.hk
担当：尾崎（携帯電話(852)6627-2839）/
　　 宇田川（携帯電話(852)6627-2849）

Hoe Tang Tang
場所：Flat A,B,C, G/F., Kam Ling Bldg.,
　　 231 Nathan Rd., No. 42 Pilkem St., Jordan
電話：(852)6775-2126、(852)2432-5268
時間：18:00～28:00（月定休）
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香港

肉体と肉体のぶつかり合い！
7人制ラグビー世界大会、抽選チケット受付中！

　先日、7人制ラグビーの男子・女子両チームが2016年のリオデジャネ
イロオリンピックのアジア予選大会で勝ち進み、見事五輪出場の切符を
手にした。まさに日本ラグビー界の歴史を塗り替えたと言っても過言で
はない2015年。その7人制ラグビーの世界大会がここ香港でも開催され
ていることをご存じだろうか？
　7人制ラグビーは通称「セブンス」と呼ばれ、一試合14分で行われる。
15人制のラグビーと比べて試合時間が短く選手1人あたりのカバーエリ
アが格段に広くなることから、選手一人ひとりのパス回しや華麗なス
テップワーク、スピード感のある試合展開が見どころとなる。
　来年4月8日から3日間かけて銅鑼湾（コーズウェイベイ）の香港スタジ
アムで開催される「香港セブンス」は国際ラグビー評議会が主催する大
会で、「セブンスワールドシリーズ」の1つ。他国での開催では16チーム
で競い合うところ、香港セブンスでは24チームが参加するため、世界的
に人気の高いスポーツイベントの1つに数えられている。
　毎年入手困難となる一般チケットは今年も抽選で販売され、チケット

は1月31日まで応募を受け付けている。抽選結果は2月5日に発表され
る。今年は9,000枚が一般抽選に出されるとあり、かなりの倍率となるこ
とが予想されるが、世界的に盛り上がる試合とだけありすでに多くの
ファンの申し込みが殺到しているという。チケットはウェブから登録可
能。ラグビー選手の有志をその目に刻もう！

香港セブンス
日程：4月8日から10日まで
場所：香港スタジアム
料金：3デイチケット（大人HKD1,800）
　　  4月8日（大人HKD300）
　　  9日、10日（大人HKD750）
　　  ※いずれも抽選。登録手数料HKD50が別途かかります。
ウェブ：http://hksevens.com
　　　（抽選の申し込みはこちら：http://hksevens.com/tickets/ballot）

　2015年のカンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールに輝いた、鬼才
ジャック・オーディアール監督作品「Dheepan（ディーパン）」。審査員が
満場一致で同作品にパルムドールを贈ると決めたエピソードなど、まさ
に今年のカンヌ国際映画祭の目玉となった。2005年の「真夜中のピアニ
スト」で第31回セザール賞の作品賞、監督賞などを受賞し、2009年の
「予言者」でカンヌ国際映画祭のグランプリを受賞するなど、数々の輝か
しい功績を残してきた人気監督の最新作が、ついに1月7日ここ香港の銀
幕界に登場する。
　舞台は内戦が続くスリランカ。主人公の兵士ディーパンは祖国を捨
て、ヨーロッパへの亡命を決意するが、単独で移民申請を行うよりも遥
かに簡単に亡命できることから、共に見知らぬ女性と幼い少女を連れて
いくことに。パリ到着後、受け入れ先を転々しながらも、ついにディー
パンはパリ郊外のアパート管理の職を得る。女性と少女と本当の家族に

なりたいと望み、地に足をつけた生活を送るディーパンだったが、次第
にアパートを根城とするチンピラの抗争に巻き込まれゆき―。
　ヨーロッパが直面する移民問題はかつてないほど深刻で、国を二分
するほどの重要課題となっている。フランスを代表するオーディアール
監督が本テーマを通して観客に伝えてくれるものとは？あなた自身の答
えをぜひ劇場で探してほしい。

カンヌ国際映画祭最高賞「パルムドール」受賞作品
ヨーロッパの移民問題に切り込んだ社会派ムービー

Dheepan（ディーパンの闘い）
1月7日公開
監督：ジャック・オーディアール
出演：Anthonythasan Jesuthasan、 Kalieaswari Srinivasan、 
　　  Kalieaswari Srinivasan
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今週の香港ピックアップ

娘を殺害された捜査員の復讐劇は迫力満点！
　2009年のアルゼンチン映画「瞳の奥の秘密」が、リメイクされ12月31日から公開さ

れる。同作品は、アカデミー賞外国語映画賞を獲得した刑事サスペンスの傑作。今回、

リメイクにあたり抜擢された俳優陣は、主役であるFBI捜査員のレイにキウェテル・イ

ジョフォー。さらに、DA捜査員のジェスをジュリア・ロバーツ、弁護人のクレアをニコー

ル・キッドマンと、超大物女優の共演が実現した。

　物語は、ある日、ジェスとレイが殺人事件で呼び出されたことから始まる。それは、

ジェスの娘が被害に合うという思いもよらない悲惨な事件であり、そこからクレアとと

もに殺人鬼を捕まえようとする復讐劇が始まる…。過去と未来が複雑に混じり合う迫

力満点のストーリーを、映画館の大きなスクリーンで体感しよう！

過去と未来が混じり合うスリラー映画
Secret in Their Eyes

12月31日公開

King Fook Jewellery
Alain Philippe

永遠の輝きを纏おう
　世紀を越えて愛されるスイスの時計ブランド「Alain Philippe」。最新
のコレクションは18kのホワイトゴールドと、文字盤に円を描くように

配置された上質なエメラルド、そして煌び
やかな輝きが眩しいダイアモンドが並ぶ
ウィメンズ時計。バンド部分はグリーンの
ワニ皮を使用しており、周囲の目を引くこ
と間違いなし！

ベトナムB級グルメに新風を巻き起こす
　ベトナムストリートフードの新店が湾仔（ワンチャイ）にオープン。店

名にもなっているベトナム版サンドイッチの「バインミー」にはスペイン

から輸入したイベリコ豚のハムを使用するなど、従来のベトナム料理に

遊びを加えることで、新しい味を追求している。新鮮なアボカドとココ

ナッツラッシーのシェイクもオススメだ。

Cơm Bánh Mì
コム　バインミー

１台６役の優れもの
　長い一日の〆にはほかほかのご飯。そんな日本人の幸せを実現して

くれるのがこの「フィリップスミニライスクッカー」。5構造の厚釜がお米

を美味しくふっくら炊き上げる。

更にこれ一台でお米の他にお

粥、スープ、鍋料理、シチュー、

ヨーグルトを作ることもできる。

朝昼晩と一日中大活躍しそうな

商品だ。

Philips 
Mini Rice Cooker

｢寿司ロール｣で世界旅行？！
　ザ・リッツ・カールトンのスカイバー｢OZONE｣で、毎週水曜日に寿司

ロール食べ放題を実施中。ソフトシェルクラブを揚げて甘酸っぱいタレ

につけたものを、ネギ、生姜と一緒に巻いた｢Hong Kong｣など、ブラジ

ル生まれのシェフが巻く世界の都市をイメージした寿司ロールがお腹

一杯味わえる。水曜日は夜景と共に世界の味を楽しもう！

リッツカールトン｢OZONE｣
Wacky Maki Wednesdays

実施中

HKD698www.kingfook.com 

監督：ビリー・レイ
出演：キウェテル・イジョフォー、ジュリア・ロバーツ、ニコール・キッドマン　他

G/F., 28 Tai Wong St. East, Wanchai
月～土　11:00～23:00 、日曜定休
(852)2528-9131
ComBanhMi

Level 118, The Ritz-Carlton, 
International Commerce Centre, 
1 Austin Rd. West, Kowloon
18:00～21:00（毎週水曜日のみ実施）
(852)2263-2270
www.ritzcarlton.com/ja
HKD480、他フリードリンクつきプランあり

香港ピックアップ
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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

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K～30K

車部品メーカーでの営業。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
ジネスレベルの普通話・英語必須。

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 インテリジェンス
香港

25K

日系小売企業にて、マーチャンダイザー業務。
日本本社および提携海外メーカーへの商品
発注・発注数量設計・部の管理など。小売業界
（雑貨）経験および就労ビザ保持者。英語また
は広東語必須。就労ビザ必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

応相談
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。一人で香港、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

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 20K～23K
幼児及び小学生の学習指導。教材準備、採点
など。未経験者応募可（教員免許保持者または
塾講師経験者尚歓迎）。英語または広東語ス
ピーカー尚可。即勤務可能なビザホルダーの方。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 17K～18K

営業コーディネータ業務。新製品発表時の販売・
納期管理など。関連業務または物流管理の経験
ある方。要日常会話レベルの英語。広東語話せ
る方は尚可。

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/
マスコミ・広告・デザイン

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

15K～18K香港/新界

営業コーディネータ業務。自社オンライン
ショップや店舗（香港内3店舗）で販売する日本
産品の、国内メーカーとのやりとり（商品発注、
値段の交渉など）。事務経験者で即勤務可能な
ビザホルダー。語学不問。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～32K香港/香港島
日系IT関連企業よりプロジェクトマネジャー
職募集! 納期・進捗・コスト管理、顧客・内部へ
の報告業務など。要5年以上のプロジェクト管理
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

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 25K～28K

香港/香港島

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・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

20K～30K

香港/香港島

ディレクターアシスタント職。会議資料準備、ス
タッフのシフトアレンジなど、総務・庶務業務等
のオフィス全体管理。ゆくゆくは管理職候補。
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/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K～35K

半導体商社にて、既存顧客フォローアップ営業。
華南地域への頻繁な出張あり。最低3年以上
の半導体営業経験必須。要ビジネスレベルの
英語。（電子部品業界経験者も検討可。）

営業・販売系/物流・倉庫 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。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港香港/新界

クリエイティブ系/
外食・フード 25K～28K香港/新界

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。

クリエイティブ系/
外食・フード 25K～28K

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。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 20K～25K

マーチャンダイザー職。既存及び新規顧客担当。
受注・出荷プロセス管理、サプライヤー等との
連絡業務など。年２～4回程の日本・上海への
出張の可能性有。要日常会話レベル以上の英語。
普通話できる方尚可。

香港/新界

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/
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。

香港/新界 20K インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

購買職募集。新規仕入先の開拓、OEM商品の
開発、発注・納期・在庫管理など。社内会議は
日本語だが、海外の仕入れ先との交渉が多い為、
ビジネスレベルの英語力必須。

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～25K

電子部品商社より、経理・総務担当の募集。フル
セットの会計業務、総務全般、簡単な人事関連
業務など。月1回の深センオフィスへの出張
（日帰り）の可能性有。要日常会話レベルの英語
もしくは普通話。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界

物流会社での内勤営業業務。日系顧客対応や
顧客開拓業務(Air/Ocean)。営業レポートの
作成など。物流業界勤務経験およびビジネス
レベルの英語必須。

25K

06 Pocket Page Weekly 25 December 2015 No. 519
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港＆広東香港＆広東

ホーチミン

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/
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

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。

香港WORKS技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 香港/香港島 25K～30K

和食シェフ。香港の懐石料理レストランで働ける
和食シェフを探しております。セントラルにオー
プンした懐石料理店で和食調理師募集です。
店内は個室もあり、純和風の内装です。

香港/香港島 18K～20K 香港WORKS
サービススタッフ（仲居業務）または、マネジャー
（女将業務）。香港の懐石料理レストランで働
けるサービススタッフ（仲居業務）または、マネ
ジャー（女将業務）を探しております。

香港WORKS
17K～20K
+ボーナス
経験者応相談

香港/九龍
顧客窓口。金融セミナー開催の段取り、翻訳・
通訳。既存客及び取引先とのコーディネート及
びサポート。事務処理、マネジャーのサポート
全般。

香港WORKS

フルタイム：
15K～25K
パート：
80～120
HKD/hr

香港/香港島
香港在住の日本人の皆様に、静かなスペース
でピアノの生演奏とともに ゆったりとくつろい
でいただくための会員制クラブ バー ラウンジ
での フロアレディを募集しています。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

～RMB
30K

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。

広州

東莞

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。

香港WORKS
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～25K香港/香港島
Amazon、ebay、楽天、自社ECサイトへの
集客、ＣＶＲのプランニング全般。当社ショッピ
ングサイトのマーケティング／サイトへの集客
および販促施策の企画・実施など。

サービス系/外食・フード

サービス系/金融・保険

RMB
15K～18K深圳

広東省深圳エリアの法人営業。オフィス及び
住宅賃貸仲介。日本人向けの不動産（住宅）の
賃貸仲介業務。日系企業向けの不動産（オフィス、
商業店舗、工場など）の賃貸仲介業務など。

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

サービス系/
その他・教育・公的機関など

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

華南WORKS

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。

RGF 香港 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/IT・通信・
インターネット・ゲーム 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。

RGF 香港営業・販売系/
その他サービス 香港/新界 20K～23K

日系物流企業にてセールス担当募集。既存顧客
への対応や新規提案、スケジュール管理等。物流
関連業界にて3年以上の経験及びビジネスレ
ベルの英語要。北京語能力があれば尚良。コ
ミュニケーションスキルの高い方。

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。

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

～RMB
25K深圳

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。

100HKD/hr

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

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。

企画・広報・経営管理系/
金融・保険 40K

日系大手金融会社にてマネジャー募集。東ア
ジアにおける販促計画の立案や各拠点とのや
り取り、レポート作成やサポート業務等。関連
業務での5年以上の経験要。ビジネスレベルの
英語必須で、PCスキルがある方。

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

■プライベート用スマートデバイスに業務関連情報が入っていると7割が回
答。さらに、その情報の6割以上が“機密情報”に該当
　プライベート用スマートデバイス内の業務に関連する情報の有無を調査し
た。該当する情報が入っているとビジネスパーソンの7割(70.0%)が回答した。
さらに、その情報の6割以上(65.7%)が、機密情報に該当することが分かった。

■業務とは無関係なアプリのインストールの経験があると6割以上が回答。7割
以上が休日外出時に業務用スマートデバイスを所持している。
　業務用スマートデバイスに関して、業務とは無関係なアプリをインストール
したことがあるかを伺ったところ、6割以上(61.7%)がインストールしているこ
とが明らかになった。休日の外出時に(プライベート用とあわせて)業務用ス
マートデバイスを携帯するか否かを伺ったところ、7割以上(75.7%)のビジネ
スパーソンが、それを所持して外出していることが分かった。

■「平日(業務時間内)」が最もスマートデバイスを紛失する時間帯に
　スマートデバイスを忘れた
り失くしたりする時間帯につ
いて調査した。最も時間帯と
して多いのは「平日(業務時間
内)」(41.0%)で、第2位が「平日
(業務時間外)」(40.7%)、第3位
が「休日」(18.3%)という結果
になった。

■業務用・プライベート用ともに「居酒屋・レストランなど飲食店」が、スマート
デバイスを最も忘れる場所に
　スマートデバイスを忘れた場所を伺うと、業務用・プライベート用ともに
「居酒屋やレストランなど飲食店」が最もポイントを集め第1位に。次いで、業
務用・プライベート用ともに「お店やショッピングセンター」、「電車」が忘れた
場所として上位に挙がる結果となった。

エムオーテックス株式会社は、“スマートデバイスの紛失”をテーマに設定し、調査した。スマートデバイスを
失くしたり忘れたりした経験がある首都圏勤務・20～40代男女のビジネスパーソン300名を対象に調査した。忘

年
会
シ
ー
ズ
ン
の

情
報
漏
え
い
に
要
注
意
！

【調査概要】
■調査方法：インターネット調査
■調査機関：楽天リサーチ株式会社
■調査期間：2015年11月7日～9日

Q.プライベート用スマートデバイスに業務に
　関係する情報は入っていますか。 (n=300)

Q.業務用スマートデバイスに業務とは関係のない
　アプリをインストールしたことはありますか。(n=300)

Q.休日に、業務用スマートデバイスを所持した
　外出することはありますか。(n=300)

Q.その情報は機密情報にあたりますか
　（業務に関係する情報か「入っている」、
　「たぶん入っている」と改回答した210名）

入っている
たぶん入っている
入っていない

50.3%
33.8%34.3%

31.9%19.7%

61.7%
ある

75.7%
ある

38.3%
ない

24.3%
ない

Q.スマートデバイスを忘れたり失くしたりした
　時間帯として最も多いものを教えてください。

41.0%

40.7%

18.3%

30.0%

機密情報に該当する
多分機密情報に該当する
機密情報ではない

平日（業務時間内）
平日（業務時間外）
休日

46.3%
37.0%

23.7%
28.6%

24.9%
22.8%

8.5% 10.7%
11.6%

10.2%
12.2%

5.1% 6.9% 6.8% 8.5%
12.7%

Q.スマートデバイスを忘れてきたのは、以下のどの場所でしたか

居酒屋や
レストランなど
飲食店

お店や
ショッピング
センター

電車 バス タクシー 公共の場所 路上 その他
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団 新春コンサート
香港日本人倶楽部合唱団です。
2月に移転が決まった香港日本人倶楽
部で開催される2016新春コンサート。
明るいロビーホールに美しい歌声が響
き渡るのもこれが最後。クラシック、
ポップス、ミュージカル等から素敵な歌
を集めました。ゲストに香港YWCAより
中国伝統楽器のアンサンブルが出演。
ぜひご来場ください。
チケット不要、入場無料。

2016年1月24日(日)午後3時開演
(2時30分開場)
銅鑼湾 香港日本人倶楽部18階ロビー
(68 YEE WO STREET, CAUSEWAY BAY)

お問合せ：hkjc_choir@yahoo.co.jp
HP： www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

1.“派遣社員の育休取得”は46％の派遣会社が対応可能と回答
　「派遣社員の育児休業取得が
義務付けられた際に、対応できる
と思うか」と尋ねたところ、もっと
も多かった意見は「できる」(46%)
で、「分からない」(33％)、「できな
い」(21％)が続いた。「できる」を
選択した企業から『すでに取得実
績があるので』『当然するべき』と
いうコメントが多数寄せられた。

■派遣会社側のデメリットがさほどない
○産休育休中は無給でよく、書面での雇用契約書を交わすだけで
育休取得できる。

■育休は計画的に進められるため、派遣先の理解を得やすい
○育休に入ることは計画的に事を進められるので、派遣先の理解を
得るのは難しくない。難しいのは復帰後の勤務時間等にある。

■派遣社員の育休取得可否が分からないと回答した理由
○派遣先・派遣元に復帰できる場所が確実にあるとは言い切れ
ない。

○次の受け入れ先が見つからない、派遣先の理解が得られないと
思うから。

2.“派遣社員の育休取得”に対応できないと考える派遣会社の懸念点
は、「派遣先企業の理解」「育休復帰後の勤務時間変化への対応」

　派遣社員の育休取得義務化に「対応できない」と回答した人に、
その理由を伺った。第1位は「派遣先企業の理解が得られない」
(85％)、第2位は「育休復帰後の勤務時間変化に対応できない」
(60％)、第3位は「代替要員を確保できない」(46％)だった。また、ど
のような点が改善されれば対応可能になるか意見を伺った。

■休業期間中の負担金補助
○休業中の給与を保障する必要性とその割合、派遣先からその全て、
むしくは一部を支払うだけで大きく判断が分かれると思われる。

○育児休業中の派遣社員への保険料等の負担の補助。

■派遣先企業の協力を得る
○派遣先企業の協力(法的義務化)同意見多数。
○正規、非正規関係なく育児休暇復帰後のポジションが確保できる
体制作りが必要ではないか。

人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社は、
日本最大級の派遣のお仕事まとめサイト『エン派遣』を
利用する派遣会社を対象に「派遣社員の育休取得」の調査を行った。

【調査概要】
■調査方法：インターネットによるアンケート
■調査対象：『エン派遣』を利用している派遣会社
■有効回答数：183社
■調査期間：2015年11月18日～24日
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香港香港＆広州

香港＆広州香港

深圳

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
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The Austin

（所在地） MTR西湾河駅（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　976sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） 駅まで5分

（月　額） HKD39,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR北角（ノースポイント）駅

（間取り） 3LDK　1,120sq ft.

（室　内） 家具交渉可能、ハーバービュー

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD44,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR柯士甸（オースティン）駅

（間取り） １DK　Net 463sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） 新築、駅の上

（月　額） HKD22,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041

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) 755-8219-5546
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

Les Saisons

Island Lodge

ライフ（香港・広東共通）
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香港香港

香港香港ベトナム

サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第46節】
　香港を拠点に、アジアの各地を飛び歩いているビジネスマン
諸氏にとって、香港の立地の良さはこの上ない条件を満たして
いる。
　あらためて述べる必要もないが、東北・東南アジア諸国の各
都市への航路、また陸続きの中国南部への交通手段は実に豊
富で、日程的・経済的そして精神的にも渡航の負担を軽減して
いる。
　そんな香港に住まう筆者であるが、筆者のビジネスエリアは
香港とお隣の深圳周辺で完結しているため、東北・東南アジア
諸国の各都市に足を運ぶ事は、あまりないのが現状だ。
　今秋、久しぶりに中国遼寧省の大連と、タイのバンコクに渡航
する事になった。記憶が正しければ大連は18年振りに、バンコク
に至っては実に22年振りの訪問だ。
　まずは大連。前回の訪問も僅か1泊の弾丸出張だった事も
あり、街の記憶がほとんどない状態だったので、当地の友人に
行程をお任せした。主な目的は、来シーズンから中国甲級（2
部リーグ）に昇格する大連超越というチームの方々との面会
だった。
　外国人選手と香港帰化選手の提案、ユニフォームサプライ
ヤーの紹介、そして国外合宿地の情報提供などを行なう予定で
現地入りしたが、中国甲級の最終節が行なわれるという事で、大

連のもうひとつのチームである大連一方と天津松江の試合にも
ご招待頂いた。
　中国甲級は、中国超級（スーパーリーグ）のすぐ下の全国リー
グで、超級昇格を目論む上位勢では、世界的に有名な指導者や
選手を招聘している。また若手中国人選手の実力も急速に伸び
ている事で、とてもとても一国の2部リーグとは思えないクオリ
ティなのだ。
　残念ながら、中国甲級にはアジア人枠がない事もあり、現時
点では日本人選手はプレーしていない。もっとも、アジア人枠が
ある中国超級においても、元浦和レッズの帰化選手エスクデロ・
セルヒオがプレーしているだけなのだが。
　大連渡航から程なく次に向かったのがバンコク。22年前の記
憶などある訳もなく、いきなりタクシーでぼられる（ていた）とい
う洗礼を浴びたものの、そこは微笑みの国タイランド。大して嫌
な気分にもならなかった。
　バンコクには、第5回F-ASIA大会という草フットサル大会に、
深圳チームとして参加するために訪れた。深圳からのメンバー
が足りず、広州・ハノイ・シンガポールとバンコクからの助っ人を
募り、大会当日の朝にはじめて顔合わせしたメンバーとボール
を蹴ってきた。
　その他にも、バンコクの個人フットサルサークルの方々を紹

介して貰ったり、タイでプレーしている日本人選手たちとも会う
事ができた。
　バンコクを拠点に、選手エージェントなどを行なっているパー
トナーと共に、タイプレミアリーグのムアントン・ユナイテッドと
スパンブリーFCの試合を観戦した。パートナーとビジネス関係
にある、タイのユニフォームサプライヤーのご招待という事で、
VIPルームでワイングラスを片手に楽しく観戦させて貰った。
　タイプレミアリーグは、アジア有数のプロリーグとして既に認
知されている。それをこの目で確かめてきた訳だが、スタジアム
での演出、ファンショップでのチームグッズの販売、そして非常
にハイレベルな試合内容に感銘を覚えた。
　上位勢の対戦カードという事もあったのだが、外国人選手も
ローカル選手も、またベンチワークも想像以上の充実ぶりで、映
像やダイジェスト動画では窺い知れない部分も堪能できた。
　10月のアイルランドリーグ。11月の中国甲級とタイプレミア
リーグ。この足で現地観戦してきた。筆者の目を肥やす事ができ
た分だけ、香港プレミアリーグとのギャップに苦しむ事になるの
だろう。

≪つづく≫
　　　　　　　　    文/池田宣雄（香港サッカー協会会員）
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