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　指輪のサイズを「サイズ9番」とか「12番」とか言います。しか
し、このサイズに国際統一サイズはありません。これだけ国際
化している時代なのに不思議ですね。日本は日本サイズ。香港
には香港サイズ。アメリカ、ユーロ、中国、イギリスetc.それぞれ
別の基準になっています。もっとも、日本の業界は20年位前
に、JIS規格の基になっているISO基準を取り入れようとしまし
たが、当時すでに自国の基準に馴染んでいた日本の業界は変
更に消極的で、結局そのまま変わらずに現在に至っています。
　ところで、日本国内では誰も疑わず日本サイズでサイズを言
いますが、香港ではそう簡単では有りません。お客様の層が各
国にまたがるからです。そんなわけで、お客さんに指のサイズを
確認するときは、「香港サイズですか？」「アメリカサイズです
か？」等と、お尋ねします。また、「サイズリングゲージ」という、例
えば4番、4番半、5番.......23番の基準サイズを束ねたツールで、
指のサイズをお測りします。香港は、世界中に取引先があるた

め、各国のサイズ変換表で確認しながら受発注をしているので
す。でもこれは序の口。次の課題は、「お客様に何番サイズをお
勧めするべきか？」なぜなら、「人の指のサイズは、朝と夕、夏と
冬、体調、仕事、スポーツによって微妙に変化する」からです。お
客様のサイズを測った時と、サイズ調整をしてお納めする時と
多少変わってしまう事があります。そのため、指輪の幅、厚み、形
（デザイン）、お客様の指のタイプ（ふっくらタイプ、節太タイプ、
スレンダータイプ等）などの条件を考慮してサイズを決めます。
　さて、長年マリッジリングの製作に携わってきている私達は、
指輪のサイズにはいつも苦労します。指輪の基礎的な加工は、
0.1mm~0.01mmの精度で進めますが、最終の磨き、仕上げは
人の手で行います。手作業なので、精度は工業的デジタルから
手動レベルになります。また、お客様の指のサイズも、日々、微
妙に変化します。つまり、最終的には数値規格を当てはめるわ
けではなく、指輪をはめた時の感触が大切なのです。

　この様な見解の狭間で、業界内では
トラブルが起こります。大手チェーン店
の本部に納品に行くと、「指輪のサイ
ズが少し大きいので作り直してくださ
い」と指示されることがあるのです。
0.1mmの事で、短期日数でまた同じコ
ストを使って作り直す事になります。往々にしてお客様の指には問
題なくても、取引先の担当者は工業的精度に拘るのです。勿論、規
格に合う精度で加工しますが、ジュエリーは工業製品ではないは
ずです。0.1mmの誤差は、同じ人でも季節等で変化します。お客様
には、何もその差は分からないし、日々つけても違いはないはず
です。これに拘るのは、日本の過剰検品に思えます。それよりも、着
けた時の、感触を大切にした考えを持ってほしいものです。

指輪のサイズ

Unit 211, 2/F., Mirror Tower, 61 Mody Rd., TST      sammatsuurahk@gmail.comHoops Jewelry Limited
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サイズを測るサイズ棒と
リング・サイズ・ゲージ　
日本仕様、香港仕様、
US仕様と、それぞれ。

サイズを測るサイズ棒と
リング・サイズ・ゲージ　
日本仕様、香港仕様、
US仕様と、それぞれ。

written by Sam

ジュエリーに関するご相談をお受けしております。下記アドレスにお問い合わせ下さい。
sammatsuurahk@gmail.com

ベトナム

　30年以上に亘って香港のファッション、
テレビ、映画分野において自身の才能を
存分に発揮してきた香港出身のイメージ
ディレクターTina Liu。彼女が選び出すユ
ニークかつスタイリッシュなアイテムの
数々は、型にはまらない個性を大切にす

る香港女性達の絶大な支持を得てきた。そんな彼女が
2012年に立ち上げた「Tina’s Choice」は、彼女ならで
はの審美眼によって選び抜かれたジュエリー、スカー

フ、ハンドバッグが揃うセレクトショップ。手の届きやすい価格でラグジュアリーな小物
が揃うことで評判を呼んでいる。
　自身でもジュエリーのデザインを手掛けているTinaは、このたび最新コレクション

「Star Collection」を発表。長年の友人である歌手で女優のカレン・モク（Karen Mok）と
コラボレーションして作られたというチャームブレスレットは、カレンの最初のマンダ
リン曲から名前を取り「Love Yourself」と名付けられた。スワロフスキークリスタルであ
しらわれた1つ1つのチャームは、カレンのアイコンであるチャイナドレスやハイヒー
ル、動物好きのカレンが愛してやまないテディベアなど、全てに女優カレン・モクの要
素が詰まっているという。ブレスレットとしてだけでなく、チェーンを長くすることでネッ
クレスとしても使える一品で、スワロフスキーの輝きがカジュアルな装いにエレガント
さを加えてくれること間違いなし。
　さらに同店では開業2周年を祝して、12月15日に待望のオンラインショップをオープン
した。24時間いつでもTinaがセレクトした個性的なアクセサリーが購入できる。もちろん
カレン・モクとのコラボレーションブレスレットも購入可能だ。ゴールド色をベースに絵

文字が描かれたクラッチや、繊細なチェーンとパールがフェミ
ニンなアクセサリー「FL」シリーズ、大ぶりのストーンが目を引く
リングなど、ファッションをワンランクアップしてくれるアイテムが
勢揃い。「真の価値というものは、デザインと着る人との相性に
よって起こるものよ」と話すTina。彼女のセンスの一端に触れてみ
る冬にしてみてはいかが？

Tina’s Choice Fashion Accessories
場所：Shop 309, 3/F., Lee Gardens One, 33 Hysan Rd., CWB
時間：11:00～20:00
電話：(852)2907-2688
ウェブ：www.tinaschoice.com
フェイスブック：tinaschoicehk

［ Tina’s Choice Fashion Accessories ］ 

個性的なセンスによって選び抜かれたセレクトショップ
2ndアニバーサリーを祝してオンラインショップが登場！
個性的なセンスによって選び抜かれたセレクトショップ
2ndアニバーサリーを祝してオンラインショップが登場！

Karen Mok × Tina Liu “Love Yourself” 
チャームブレスレット
ブレスレットの長さ：15.5-20.5cm 
ネックチェーン：25cm
料金：HKD980

Em
oji Clutch (HKD790)

FL Private
(HKD990)

Happy Rings
(HKD160)
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深圳 香港

広州

香港＆広州

香港香港

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

（所在地） 福田区石厦北一街
（間取り） １ＬＤＫ/55～60㎡、２ＬＤＫ/90㎡~120㎡、
 3ＬＤＫ/175㎡
（室　内） 4つ星ホテル、内装がきれい
（環　境） 近くに福田区ＣＢＤ中心、会展中心隣接、皇崗口岸、

ＣＯＣＯＰＡＣＫ、ＪＵＳＣＯがある。
 ジム、ヨガ室とレストラン、メゾネット式の部屋。
（月　額） 15,000元~30,000元

葵花公寓（Sunflower Hotel）

（所在地） 羅湖区深南東路1001号
（間取り） ２ＬＤＫ（96㎡）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄黄贝岭徒歩５分
 レストラン 
 ジム、プール付き
（備　考） 1R～2LDKの物件あり
（月　額） 18,000元

威廉国际公馆

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)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 南山区南海大道1068号

（間取り） ２ＬＤＫ（83㎡）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 「蛇口病院」バス停、スーパー、公園近接

（備　考） １ＬＤＫ～３ＬＤＫの物件あり

（月　額） 9,000元　管理費：3.2元/㎡
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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) 755-8219-5546
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

丹枫白露酒店 （999 Royal Suites & Towers）

ライフ（香港・広東共通）
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深圳 香港

香港

　　相変わらず日差しは南国らしいですが、過ごしやすい季節がやってきました。ご存じのとお
り、深圳は海に近い街です。朝夕は海風で涼しくなるのに、クーラーは夏の設定のままにしてあ
る場所が多いので、外出時にはカーディガンなど羽織る服をお持ちになるといいでしょう。　
　服といえば、洗濯物です。海に近いところにお住まいの方は、洗濯物を干すのは、朝から昼過
ぎ（午後2時か3時）まで。それ以降まで干すと、ベタッとしがちです。お出かけで日中家を空けざ
るを得ない場合は部屋干しのほうが良いかと思います。
　前回の「塩田区に行こう！」はほぼ一日使うコースでした。しかし、週末は週末でけっこう忙し
いという方も少なくありませんので今回は、半日以内で気軽に往復できるスポットを紹介しま
す。「深圳湾浜海緑道」の途中にあります。

　深圳湾浜海緑道の一部になっている「蓮花山公園」。頂上に鄧小平の像が
建っていることでも有名です。もうすでに訪れたことがある読者の方も多い
のではないでしょうか。実はこの公園、深圳一のパワースポットなのです。
　もともとこの公園のロケーションそのものが、深圳市を一匹の龍に見
立てた場合、風水でいちばん良い場所なのだそうです。この周りの物件は

ほとんど貸し出されず、深圳に昔から住む富裕層が多いことでも有名です。
　さて、銅像が建つ山頂までは、公園の入り口から15分ほどで到着します。登山道（といっても
あっという間）はほぼ階段で、きれいに舗装されており安全で売店もあります。そもそも深圳
は、鄧小平の鶴の一声で開発され、発展してきた都市です。高さ6m、重さ7tもある巨大な銅像
からも、鄧小平が深圳市民に愛されていることが分かりますね。
　公園までのアクセスは地下鉄が便利で簡単です。「少年宮」駅（F1出口）を出てすぐ。市内観光
の定番スポットになっているので、平日でも結構たくさんの中国人が山頂を目指して登ってい
るので、迷子になることはまずありません。
　頂上から下りてきたら、蓮花山公園で散策などはいかがでしょう。芝生が一面に広がる広大
な緑地公園で、アトラクション等は何もありません。ミネラルウォーターは持参したほうがいい
でしょう。凧揚げしたり、子供やペットを遊ばせたり、結婚式の撮影をしていたり、今話題のド
ローンを飛ばしたり、市民は思い思いに楽しんでいます。空気も美味しい!　
　ちなみに先ほど風水に触れましたが、要はいちばん縁起の良い場所ということで、早朝は息
子や娘の見合いの相手探し(情報交換)の場にもなっているそうです。周辺住民に富裕層が多
いということも関係しているかもしれませんね（苦笑）。

presented  by
不動産NAVI深圳深圳

ローカル
ＮＡＶＩ
ローカル
ＮＡＶＩ

住所：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
電話：(86)755-2584-5960
ウェブ：www.fudou3navi.com
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日本ではあまり見れない
熱帯植物も豊富
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　東野圭吾といえば、日本を代表するミステリー小説家とし
て知らない人はいないといっても過言ではないだろう。「秘
密」、「白夜行」、「容疑者Xの献身」、「流星の絆」とどれも映画
化またはドラマ化され、日本中のお茶の間を東野ワールドに
巻き込み、推理をする楽しみを感じていた方も多いのでは？
　同氏は、もともと電気工学を学び、日本電装株式会社（現
デンソー）に技術者として入社、その傍らに推理小説を書い
ていたのだが、1985年に「放課後」で第31回江戸川乱歩賞を
受賞し、小説家としてのキャリアをスタートさせた。その後退
社をし専門小説家として次々に代表作を生み出し、今や世界
中でその名を馳せている。そこで香港の映画製作会社である

「英皇電影」と中国の「ワンダメディア」が目を付けたのが、同
氏のベストセラー作品の1つ「ナミヤ雑貨店の奇蹟」だ。この
度、株式会社KADOKAWAより中国フィルム、テレビ番組とし
て権利を獲得した両社は、作品製作にあたり「多くのファンの
ために東野マジックをスクリーンに
描くことに自信を持っている。」と自
信満々の意欲をみせた。
　かつて悩み相談を請け負ってい
た雑貨店を舞台に繰り広げる同作
は、廃業している店内に、悪事を働
いた3人が逃げ込んでくるところから
始まる。そこに、突然シャッターの郵
便口から悩み相談の手紙が落ちて

きて、3人は戸惑いながらも当時の店主に代わって返事を書
くというストーリー。次第に明らかになっていく雑貨店の秘密
と、ある児童養護施設との関係。悩める人々を救ってきた雑
貨店は、再び奇蹟を起こせるのか…。あっという間に物語に
引きつけられる展開は、まさに東野ワールド。2012年に発行
された同作は、第７回中央公論文芸賞を受賞し、中国語に翻
訳された後はアマゾンが調査した中国のベストセラー小説
のトップ10に入ったほど人気が高い。
　「同作品をフィルムにするには私の作品の中で最も難しい
かもしれない。それは挑戦と呼ぶにふさわしいが、フィルム
化されるのが本当に楽しみでしょうがない。」と東野氏は語
る。今まで同氏の作品は、日本語、韓国語の映画・テレビのシ
リーズに登場してきたが、中国語の作品はこれが初めてとな
る。来年から製作を開始し、リリースの予定は2017年になる
というが、早くも出演タレントなどに注目が集まっており、こ
れから決定していく情報から目が離せない。

ナミヤ雑貨店の奇蹟
2017年公開

2017年「ナミヤ雑貨店の奇蹟」公開決定2017年「ナミヤ雑貨店の奇蹟」公開決定
世界中にファンを持つ東野作品がついに中国映画化へ！

ライフ（香港・広東共通）
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です。私も海外暮らしが長いとはいえ日本人なのでその慣習になれるのに苦労し
ました。あとは英語ですね。会社で日本人は私しかいないのですべてのコミュニ
ケーションは英語です。週2回ほど仕事の後、語学学校に通って英語をブラッシュ
アップしています。

どのようにリフレッシュされていますか。
　休日は家にいることが多いですね。趣味は料理です。試行錯誤して自分なりに
味付けを工夫して作ったり…、いろいろなことを忘れて作業に集中できます。食
べればその結果がすぐにわかり、フィードバックをしやすいのも料理の魅力。作っ
た料理を主人と一緒に食べるのも幸せなひとときです。
　私は結婚後、家のことをきちんとやるようになりました。家事に重きをおいてい
る母の影響が大きいですね。香港にいると外食が多くなりがち。でも母が作って
くれた料理を思い出し、家で作ることもけっこうあります。家でご飯を食べるとホッ
としますよね。

今後の目標を教えてください。
　まずは、今の仕事をきちんとこなせるように
なることです。最近では日本の不動産に注目
が集まっています。オリンピックなどで都心の
不動産の価値が上昇傾向にあるのです。私の
仕事は日本と海外の不動産市場をつなぐ役
割を担っているので、仕事を通じて、自分がで
きる貢献をしていきたいと考えています。

最後に香港に住む女性にメッセージをお願いします。
　私は香港在住2年半の新参者です。そんな私が恐縮ですが…。香
港には、能力や社会的な地位といった観点からだけでなく、子育て
と仕事の両立などワークライフバランスの観点からも、お手本にし
たいワーキングウーマンがたくさんいます。これは香港のビジネス
環境や女性の働き方に対する考え方などによるところも多いです
が、彼女達の努力なしでは実現できないでしょう。私自身は香港に
来てよかったと思っています。働く女性に理解のある環境ですし、日
本のような上司が帰宅するのを待って帰るという文化もありません
（笑）。皆さんと一緒にこの
恵まれた環境で頑張って
いきたいと思います。

子ども時代に海外生活を体験されているそうですね。
　はい、父親が銀行員で転勤族だったので、小学生の頃にスペインのマドリッド、
中学生の頃はブラジルのサンパウロ、高校時代はアメリカのニューヨーク州に
住んでいました。
　マドリッドで通っていた現地の小学校は、アジア人がほとんどおらず、からかわ
れることもあり大変でした。でも母に聞いたら、転校するころには現地の人たちと
仲良く遊んでいたみたいです。
　サンパウロでは日本人中学校に通いましたが、生徒が全学年を通して5人しか
いない、こじんまりとした学校でした。運動会は小学校と合同でやるんですよ。楽
しかった思い出がたくさんありますが、母はあんな危ないところにはもう二度と住
みたくないといっています。強盗は日常茶飯事でした。
　ニューヨークで住んでいたのは、すごい田舎で林しかないところ。鹿など、野生
の動物などをよく見かけました。高校は2人1部屋の寮生活でした。最初は苦労し
ましたが、ルームメートは親友になり、今でも連絡を取り合っています。

香港へ来られる前はどのような仕事をされていたのですか。
　日本の大学を卒業してから、ディベロッパー（都市開発業者）に就職しました。
ディベロッパーの業務はわかりづらいかもしれませんが、街の開発や、街にある
ビルや施設等の運営管理を行うものです。都市計画を考えたり、オフィスビルに
入るテナントを誘致したり…というとわかりやすいでしょうか。例えば、ビルのコン
セプトや家賃、立地などの条件に合った企業に「このビルに入居しませんか」と
いったご提案などもします。

どういうきっかけで香港へいらしたのですか。
　結婚をきっかけに2年前の2013年4月に香港へきました。主人は建物の設計
や都市計画などを行っている建築家です。出会ったのは今から3年前。私が日本
のデベロッパーで働いているときでした。主人は今の会社に入り、香港で4年ほど
前から勤務していました。
　どちらかが仕事を辞めないと一緒に暮らすことができなかったため、私が香港

へいくことにしたのです。私も幼少の頃から海外での生活経験があり、いつかは
海外で働いてみたいと思いもありました。これを機に海外で働いてみようと考え
たのです。

香港行きについて、ご両親や周囲の方の反応はいかがでしたか。
　特に何も言われませんでした。両親も海外に住んでいた期間が長かったので
抵抗はなかったのだと思います。香港は安全な地域だし、結婚して夫と一緒に行
くので安心だったのではないでしょうか。

香港にいらして「ANREV」に就職。貴社の事業内容について教えてください。
　投資家から集めたお金を不動産に投資する金融スキームの「不動産ファンド」
には、一般投資家も対象とした「公募型不動産ファンド（上場不動産ファンド）」と、
企業年金基金や生命保険会社、投資銀行等、大口のプロ機関投資家のみを対象
した「私募型不動産ファンド（非上場不動産ファンド）」の2種類があります。
ANREVは、私募型不動産ファンドに投資する機関投資家や運用会社のための業
界団体です。日本でいう一般社団法人のようなもので、団体の目的は市場の透明
性・専門性の向上、知識の共有、プレイヤー同士のネットワーキング構築を手助
けし、業界の健全な発展をサポートすることにあります。
　私募型不動産ファンドは性質上、公募型と異なりファンドの情報が一般公開さ
れないため、私たちのような第三者の業界団体が独自にインデックスや調査を行
い、業界全体の透明性を向上する役割を担っているのです。
　セミナーなどを開いて投資家に情報を提供していますが、その中で、私は日本
マーケットを担当。日本の投資家や不動産に興味がある人達を対象にセミナー
を企画・開催しており、2～3ヶ月に一度は日本へ行きます。

香港で仕事する上での苦労はありますか。
　全体的に女性には働きやすい環境が整っているとは思います。でもビジネスマ
インドは日本と違いますね。こちらの社会には謙遜という言葉は通用しません。き
ちんと自己主張しないと、何を考えているのか分からない人にしか見えないよう

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

ANREV
日本マーケット担当マネージャー

林文香さん
インタビュー

非上場不動産ファンドへ投資する機関投資家により運営される非営利
組織「ANREV」で働く林文香さん。日本マーケットを担当し、セミナーなど
を通じて、投資家のために必要なファンド情報を提供する業務に携わる。
どういうきっかけで香港へ？香港で働く大変さは？子どもの頃の海外暮ら
しで培った国際感覚と、日本で学んだ不動産の知識と経験を活かして、
香港で働く林さんにお話を伺った。
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です。私も海外暮らしが長いとはいえ日本人なのでその慣習になれるのに苦労し
ました。あとは英語ですね。会社で日本人は私しかいないのですべてのコミュニ
ケーションは英語です。週2回ほど仕事の後、語学学校に通って英語をブラッシュ
アップしています。

どのようにリフレッシュされていますか。
　休日は家にいることが多いですね。趣味は料理です。試行錯誤して自分なりに
味付けを工夫して作ったり…、いろいろなことを忘れて作業に集中できます。食
べればその結果がすぐにわかり、フィードバックをしやすいのも料理の魅力。作っ
た料理を主人と一緒に食べるのも幸せなひとときです。
　私は結婚後、家のことをきちんとやるようになりました。家事に重きをおいてい
る母の影響が大きいですね。香港にいると外食が多くなりがち。でも母が作って
くれた料理を思い出し、家で作ることもけっこうあります。家でご飯を食べるとホッ
としますよね。

今後の目標を教えてください。
　まずは、今の仕事をきちんとこなせるように
なることです。最近では日本の不動産に注目
が集まっています。オリンピックなどで都心の
不動産の価値が上昇傾向にあるのです。私の
仕事は日本と海外の不動産市場をつなぐ役
割を担っているので、仕事を通じて、自分がで
きる貢献をしていきたいと考えています。

最後に香港に住む女性にメッセージをお願いします。
　私は香港在住2年半の新参者です。そんな私が恐縮ですが…。香
港には、能力や社会的な地位といった観点からだけでなく、子育て
と仕事の両立などワークライフバランスの観点からも、お手本にし
たいワーキングウーマンがたくさんいます。これは香港のビジネス
環境や女性の働き方に対する考え方などによるところも多いです
が、彼女達の努力なしでは実現できないでしょう。私自身は香港に
来てよかったと思っています。働く女性に理解のある環境ですし、日
本のような上司が帰宅するのを待って帰るという文化もありません
（笑）。皆さんと一緒にこの
恵まれた環境で頑張って
いきたいと思います。

子ども時代に海外生活を体験されているそうですね。
　はい、父親が銀行員で転勤族だったので、小学生の頃にスペインのマドリッド、
中学生の頃はブラジルのサンパウロ、高校時代はアメリカのニューヨーク州に
住んでいました。
　マドリッドで通っていた現地の小学校は、アジア人がほとんどおらず、からかわ
れることもあり大変でした。でも母に聞いたら、転校するころには現地の人たちと
仲良く遊んでいたみたいです。
　サンパウロでは日本人中学校に通いましたが、生徒が全学年を通して5人しか
いない、こじんまりとした学校でした。運動会は小学校と合同でやるんですよ。楽
しかった思い出がたくさんありますが、母はあんな危ないところにはもう二度と住
みたくないといっています。強盗は日常茶飯事でした。
　ニューヨークで住んでいたのは、すごい田舎で林しかないところ。鹿など、野生
の動物などをよく見かけました。高校は2人1部屋の寮生活でした。最初は苦労し
ましたが、ルームメートは親友になり、今でも連絡を取り合っています。

香港へ来られる前はどのような仕事をされていたのですか。
　日本の大学を卒業してから、ディベロッパー（都市開発業者）に就職しました。
ディベロッパーの業務はわかりづらいかもしれませんが、街の開発や、街にある
ビルや施設等の運営管理を行うものです。都市計画を考えたり、オフィスビルに
入るテナントを誘致したり…というとわかりやすいでしょうか。例えば、ビルのコン
セプトや家賃、立地などの条件に合った企業に「このビルに入居しませんか」と
いったご提案などもします。

どういうきっかけで香港へいらしたのですか。
　結婚をきっかけに2年前の2013年4月に香港へきました。主人は建物の設計
や都市計画などを行っている建築家です。出会ったのは今から3年前。私が日本
のデベロッパーで働いているときでした。主人は今の会社に入り、香港で4年ほど
前から勤務していました。
　どちらかが仕事を辞めないと一緒に暮らすことができなかったため、私が香港

へいくことにしたのです。私も幼少の頃から海外での生活経験があり、いつかは
海外で働いてみたいと思いもありました。これを機に海外で働いてみようと考え
たのです。

香港行きについて、ご両親や周囲の方の反応はいかがでしたか。
　特に何も言われませんでした。両親も海外に住んでいた期間が長かったので
抵抗はなかったのだと思います。香港は安全な地域だし、結婚して夫と一緒に行
くので安心だったのではないでしょうか。

香港にいらして「ANREV」に就職。貴社の事業内容について教えてください。
　投資家から集めたお金を不動産に投資する金融スキームの「不動産ファンド」
には、一般投資家も対象とした「公募型不動産ファンド（上場不動産ファンド）」と、
企業年金基金や生命保険会社、投資銀行等、大口のプロ機関投資家のみを対象
した「私募型不動産ファンド（非上場不動産ファンド）」の2種類があります。
ANREVは、私募型不動産ファンドに投資する機関投資家や運用会社のための業
界団体です。日本でいう一般社団法人のようなもので、団体の目的は市場の透明
性・専門性の向上、知識の共有、プレイヤー同士のネットワーキング構築を手助
けし、業界の健全な発展をサポートすることにあります。
　私募型不動産ファンドは性質上、公募型と異なりファンドの情報が一般公開さ
れないため、私たちのような第三者の業界団体が独自にインデックスや調査を行
い、業界全体の透明性を向上する役割を担っているのです。
　セミナーなどを開いて投資家に情報を提供していますが、その中で、私は日本
マーケットを担当。日本の投資家や不動産に興味がある人達を対象にセミナー
を企画・開催しており、2～3ヶ月に一度は日本へ行きます。

香港で仕事する上での苦労はありますか。
　全体的に女性には働きやすい環境が整っているとは思います。でもビジネスマ
インドは日本と違いますね。こちらの社会には謙遜という言葉は通用しません。き
ちんと自己主張しないと、何を考えているのか分からない人にしか見えないよう
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輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

ANREV
日本マーケット担当マネージャー

林文香さん
インタビュー

ANREV
ANREVはAsian Association for Investors in non-listed real estate vehicles(アジア非上場
不動産投資家協会)の略称。非上場不動産ファンドへ投資する機関投資家により運営さ
れる非営利組織で、機関投資家のためのプラットフォームを提供すると同時に、アジア非
上場不動産ファンド業界が直面する諸問題に対処するために設立された。ANREVは欧
州INREVの姉妹団体であり、アジア太平洋および北米全域において、調査およびベストプ
ラクティスに関し多くの関連組織と提携し、グローバルなアウトプットを提供している。

住所：Level 15, Nexxus Bldg., 41 Connaught Rd. Central
電話：(852)3757-9891
ウェブ：www.anrev.org

非上場不動産ファンドへ投資する機関投資家により運営される非営利
組織「ANREV」で働く林文香さん。日本マーケットを担当し、セミナーなど
を通じて、投資家のために必要なファンド情報を提供する業務に携わる。
どういうきっかけで香港へ？香港で働く大変さは？子どもの頃の海外暮ら
しで培った国際感覚と、日本で学んだ不動産の知識と経験を活かして、
香港で働く林さんにお話を伺った。
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林文香(はやし あやか）さん
ANREV  日本マーケット担当マネージャー
父親が銀行員の転勤族だった関係で小学生の頃にスペインのマドリッド、中
学生の頃はブラジルのサンパウロ、高校時代はアメリカのニューヨーク州で
暮らす。日本の大学を卒業後、ディベロッパーに就職。香港で働く建築家の夫
との結婚を機に、2年前の2013年4月来港。「ANREV」で働き始める。

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　長―い香港の夏が終わりようやく短い秋。とはいえ、まだまだ暖かいと思っ
ていたら、12月に入って急激に寒くなりましたね。こんな季節の変わり目は、夏
の間に受けた紫外線や疲れなどで体調が崩れやすく、さらに秋の間にその
疲れを改善しいないまま冬に引きずってしまうと、慢性的に疲れが溜まり、体
調改善に時間がかかったりします。実際に私も9月の終わり頃からつい最近
まで、休んでも寝ても、マッサージにいっても、運動をしても疲れが取れず、だ
るい。胃の調子が悪い。やる気が出ないなどの症状で悩まされていました。
自分ではその原因が分からず焦っていたのですが、ようやく気温の変化に
体が順応できて来ると、症状はいくらか改善されてきました。皆さんは大丈
夫ですか？
　さて、そこで私がオススメしたいのが、身体をコールドプレスジュースで、胃
をリセットしてインナービューティーをゲットする、「ジュースクレンジング」。コー
ルドプレスジュースとは、果物や野菜が持つ酵素やビタミンＣ、Ｂ群を壊さず
に素材が持つ栄養素を丸ごと摂取できるジュースの事。免疫力の向上、勤
労回復、内臓機能回復、解毒作用、ダイエット、そしてアンチエイングの6つの
作用があると一般的に言われています。
　ニューヨークやロスなどでは健康や美容に敏感な人は毎日の生活に取り
入れていて、日本でも少しずつ注目を集めてます。ここ香港でも昨年頃から
徐々に注目されるようになり、現在では多くのコールドプレスジュースのお店
をあちこちで目にします。毎日のサプリメントとして取るのもいいのですが、私
がオススメするのは3日間ジュースだけを摂取するデトックスジューズクレン
ズ。新鮮な野菜と果物の100％ジュースを食事の代わりに3日間飲んで体内
をデトックス（洗浄）するというもの。
　3日間ジュースだけというと減量目的と思われがちですが一時的なもので
す。ジュースで消化器官を一時的に休ませてあげる事で、消化に使われる
40％のエネルギーを、デトックス、ヒーリング、再生に使うことが出来るのです。
体の再生力が高まるとボディー、マインド、スピリットの活性化が期待できます。
　目安としては、一年に一度、または二度くらいデトックスするのが良いと言
われています。私は季節の変わり目に3日間するように心掛けています。その
結果、体内に溜まった毒素を排出してリセットすれば体の不調も改善されて
元気になれます。美肌と健康にとてもいいジュースクレンズ。一本辺りの値段
がHKD60～HKD80とちょっと高めですが自然の薬で美容と健康を手に入
れられると思えば、そんなに高くはないのでは。従来のミキサーでは果物や
野菜の栄養素熱で約半分は失われてしまいます。また、生の野菜や果物に
しか含まれない、美容と健康に大切な酵素も失われてしまいます。だから
コールドプレスジュースなのです。
　さあ、興味がある人は香港で購入できるクレンズ、コールドプレスジュース
のお店をチェックしてみて！！

Vol. 62ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ
12
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Catch  Juicery
G/F, 67 Wellington Street、Central
https://www.facebook.com/catchjuicery

Nood
ピュアフィットネス＆ピュアヨガ全店舗で発売中
http://www.allnood.com/

Punch Detox
http://www.punchdetox.com/
ネットでオーダーすると希望の開始日前日に配達。
Genie Juicery
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です。私も海外暮らしが長いとはいえ日本人なのでその慣習になれるのに苦労し
ました。あとは英語ですね。会社で日本人は私しかいないのですべてのコミュニ
ケーションは英語です。週2回ほど仕事の後、語学学校に通って英語をブラッシュ
アップしています。

どのようにリフレッシュされていますか。
　休日は家にいることが多いですね。趣味は料理です。試行錯誤して自分なりに
味付けを工夫して作ったり…、いろいろなことを忘れて作業に集中できます。食
べればその結果がすぐにわかり、フィードバックをしやすいのも料理の魅力。作っ
た料理を主人と一緒に食べるのも幸せなひとときです。
　私は結婚後、家のことをきちんとやるようになりました。家事に重きをおいてい
る母の影響が大きいですね。香港にいると外食が多くなりがち。でも母が作って
くれた料理を思い出し、家で作ることもけっこうあります。家でご飯を食べるとホッ
としますよね。

今後の目標を教えてください。
　まずは、今の仕事をきちんとこなせるように
なることです。最近では日本の不動産に注目
が集まっています。オリンピックなどで都心の
不動産の価値が上昇傾向にあるのです。私の
仕事は日本と海外の不動産市場をつなぐ役
割を担っているので、仕事を通じて、自分がで
きる貢献をしていきたいと考えています。

最後に香港に住む女性にメッセージをお願いします。
　私は香港在住2年半の新参者です。そんな私が恐縮ですが…。香
港には、能力や社会的な地位といった観点からだけでなく、子育て
と仕事の両立などワークライフバランスの観点からも、お手本にし
たいワーキングウーマンがたくさんいます。これは香港のビジネス
環境や女性の働き方に対する考え方などによるところも多いです
が、彼女達の努力なしでは実現できないでしょう。私自身は香港に
来てよかったと思っています。働く女性に理解のある環境ですし、日
本のような上司が帰宅するのを待って帰るという文化もありません
（笑）。皆さんと一緒にこの
恵まれた環境で頑張って
いきたいと思います。

子ども時代に海外生活を体験されているそうですね。
　はい、父親が銀行員で転勤族だったので、小学生の頃にスペインのマドリッド、
中学生の頃はブラジルのサンパウロ、高校時代はアメリカのニューヨーク州に
住んでいました。
　マドリッドで通っていた現地の小学校は、アジア人がほとんどおらず、からかわ
れることもあり大変でした。でも母に聞いたら、転校するころには現地の人たちと
仲良く遊んでいたみたいです。
　サンパウロでは日本人中学校に通いましたが、生徒が全学年を通して5人しか
いない、こじんまりとした学校でした。運動会は小学校と合同でやるんですよ。楽
しかった思い出がたくさんありますが、母はあんな危ないところにはもう二度と住
みたくないといっています。強盗は日常茶飯事でした。
　ニューヨークで住んでいたのは、すごい田舎で林しかないところ。鹿など、野生
の動物などをよく見かけました。高校は2人1部屋の寮生活でした。最初は苦労し
ましたが、ルームメートは親友になり、今でも連絡を取り合っています。

香港へ来られる前はどのような仕事をされていたのですか。
　日本の大学を卒業してから、ディベロッパー（都市開発業者）に就職しました。
ディベロッパーの業務はわかりづらいかもしれませんが、街の開発や、街にある
ビルや施設等の運営管理を行うものです。都市計画を考えたり、オフィスビルに
入るテナントを誘致したり…というとわかりやすいでしょうか。例えば、ビルのコン
セプトや家賃、立地などの条件に合った企業に「このビルに入居しませんか」と
いったご提案などもします。

どういうきっかけで香港へいらしたのですか。
　結婚をきっかけに2年前の2013年4月に香港へきました。主人は建物の設計
や都市計画などを行っている建築家です。出会ったのは今から3年前。私が日本
のデベロッパーで働いているときでした。主人は今の会社に入り、香港で4年ほど
前から勤務していました。
　どちらかが仕事を辞めないと一緒に暮らすことができなかったため、私が香港

へいくことにしたのです。私も幼少の頃から海外での生活経験があり、いつかは
海外で働いてみたいと思いもありました。これを機に海外で働いてみようと考え
たのです。

香港行きについて、ご両親や周囲の方の反応はいかがでしたか。
　特に何も言われませんでした。両親も海外に住んでいた期間が長かったので
抵抗はなかったのだと思います。香港は安全な地域だし、結婚して夫と一緒に行
くので安心だったのではないでしょうか。

香港にいらして「ANREV」に就職。貴社の事業内容について教えてください。
　投資家から集めたお金を不動産に投資する金融スキームの「不動産ファンド」
には、一般投資家も対象とした「公募型不動産ファンド（上場不動産ファンド）」と、
企業年金基金や生命保険会社、投資銀行等、大口のプロ機関投資家のみを対象
した「私募型不動産ファンド（非上場不動産ファンド）」の2種類があります。
ANREVは、私募型不動産ファンドに投資する機関投資家や運用会社のための業
界団体です。日本でいう一般社団法人のようなもので、団体の目的は市場の透明
性・専門性の向上、知識の共有、プレイヤー同士のネットワーキング構築を手助
けし、業界の健全な発展をサポートすることにあります。
　私募型不動産ファンドは性質上、公募型と異なりファンドの情報が一般公開さ
れないため、私たちのような第三者の業界団体が独自にインデックスや調査を行
い、業界全体の透明性を向上する役割を担っているのです。
　セミナーなどを開いて投資家に情報を提供していますが、その中で、私は日本
マーケットを担当。日本の投資家や不動産に興味がある人達を対象にセミナー
を企画・開催しており、2～3ヶ月に一度は日本へ行きます。

香港で仕事する上での苦労はありますか。
　全体的に女性には働きやすい環境が整っているとは思います。でもビジネスマ
インドは日本と違いますね。こちらの社会には謙遜という言葉は通用しません。き
ちんと自己主張しないと、何を考えているのか分からない人にしか見えないよう

ANREV
ANREVはAsian Association for Investors in non-listed real estate vehicles(アジア非上場
不動産投資家協会)の略称。非上場不動産ファンドへ投資する機関投資家により運営さ
れる非営利組織で、機関投資家のためのプラットフォームを提供すると同時に、アジア非
上場不動産ファンド業界が直面する諸問題に対処するために設立された。ANREVは欧
州INREVの姉妹団体であり、アジア太平洋および北米全域において、調査およびベストプ
ラクティスに関し多くの関連組織と提携し、グローバルなアウトプットを提供している。

住所：Level 15, Nexxus Bldg., 41 Connaught Rd. Central
電話：(852)3757-9891
ウェブ：www.anrev.org

林文香(はやし あやか）さん
ANREV  日本マーケット担当マネージャー
父親が銀行員の転勤族だった関係で小学生の頃にスペインのマドリッド、中
学生の頃はブラジルのサンパウロ、高校時代はアメリカのニューヨーク州で
暮らす。日本の大学を卒業後、ディベロッパーに就職。香港で働く建築家の夫
との結婚を機に、2年前の2013年4月来港。「ANREV」で働き始める。

エンジェルのプロフィール
香港在住5年目。暇があればジムやヨガに通い詰める運動大好き主婦。週
末には香港の自然を楽しみにハイキングにも！その反面、ワインが大好き
で食べ歩きが大好き。新しいお店ができたと聞けば友人を誘い足を運
ぶ。プラスマイナス０でなかなか痩せられないのが悩み(笑)

　長―い香港の夏が終わりようやく短い秋。とはいえ、まだまだ暖かいと思っ
ていたら、12月に入って急激に寒くなりましたね。こんな季節の変わり目は、夏
の間に受けた紫外線や疲れなどで体調が崩れやすく、さらに秋の間にその
疲れを改善しいないまま冬に引きずってしまうと、慢性的に疲れが溜まり、体
調改善に時間がかかったりします。実際に私も9月の終わり頃からつい最近
まで、休んでも寝ても、マッサージにいっても、運動をしても疲れが取れず、だ
るい。胃の調子が悪い。やる気が出ないなどの症状で悩まされていました。
自分ではその原因が分からず焦っていたのですが、ようやく気温の変化に
体が順応できて来ると、症状はいくらか改善されてきました。皆さんは大丈
夫ですか？
　さて、そこで私がオススメしたいのが、身体をコールドプレスジュースで、胃
をリセットしてインナービューティーをゲットする、「ジュースクレンジング」。コー
ルドプレスジュースとは、果物や野菜が持つ酵素やビタミンＣ、Ｂ群を壊さず
に素材が持つ栄養素を丸ごと摂取できるジュースの事。免疫力の向上、勤
労回復、内臓機能回復、解毒作用、ダイエット、そしてアンチエイングの6つの
作用があると一般的に言われています。
　ニューヨークやロスなどでは健康や美容に敏感な人は毎日の生活に取り
入れていて、日本でも少しずつ注目を集めてます。ここ香港でも昨年頃から
徐々に注目されるようになり、現在では多くのコールドプレスジュースのお店
をあちこちで目にします。毎日のサプリメントとして取るのもいいのですが、私
がオススメするのは3日間ジュースだけを摂取するデトックスジューズクレン
ズ。新鮮な野菜と果物の100％ジュースを食事の代わりに3日間飲んで体内
をデトックス（洗浄）するというもの。
　3日間ジュースだけというと減量目的と思われがちですが一時的なもので
す。ジュースで消化器官を一時的に休ませてあげる事で、消化に使われる
40％のエネルギーを、デトックス、ヒーリング、再生に使うことが出来るのです。
体の再生力が高まるとボディー、マインド、スピリットの活性化が期待できます。
　目安としては、一年に一度、または二度くらいデトックスするのが良いと言
われています。私は季節の変わり目に3日間するように心掛けています。その
結果、体内に溜まった毒素を排出してリセットすれば体の不調も改善されて
元気になれます。美肌と健康にとてもいいジュースクレンズ。一本辺りの値段
がHKD60～HKD80とちょっと高めですが自然の薬で美容と健康を手に入
れられると思えば、そんなに高くはないのでは。従来のミキサーでは果物や
野菜の栄養素熱で約半分は失われてしまいます。また、生の野菜や果物に
しか含まれない、美容と健康に大切な酵素も失われてしまいます。だから
コールドプレスジュースなのです。
　さあ、興味がある人は香港で購入できるクレンズ、コールドプレスジュース
のお店をチェックしてみて！！

Vol. 62ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

香港で毎日ヘルシーライフ香港で毎日ヘルシーライフ
12

消
化
器
官
を
リ
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ッ
ト
し
て
美
肌
と
健
康
を
！

Catch  Juicery
G/F, 67 Wellington Street、Central
https://www.facebook.com/catchjuicery

Nood
ピュアフィットネス＆ピュアヨガ全店舗で発売中
http://www.allnood.com/

Punch Detox
http://www.punchdetox.com/
ネットでオーダーすると希望の開始日前日に配達。
Genie Juicery
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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。）

プレゼントをもらった際に気になる点は？
　まずは相手がもらった際に何を重視しているのか
を確認しておこう。リサーチの結果、女性1位は「プレ
ゼントの値段（45%）」ということが明らかに。プレ
ゼントは中身よりあげようと思う気遣いが嬉しいもの
だが、とは言え女性へのプレゼントは多少はケチら
ない方が今後の好印象につながるかも!? 
　ちなみに次点は女性が「自分の欲しかったもの
だったかどうか（36%）」、男性は1位が「プレゼントを
くれた人（28%）」、続いて「プレゼントの値段
（27.3%）」「自分の欲しかったものだったかどうか
（27.3%）」との結果に。

女性が男性に欲しい物を伝える方法は？
　自分の意思を主張することが好ましいとされる現
代。女性が自分の欲しいものを伝える方法で一番多
かったのは「はっきりと『～がほしい』と伝える

（41.3%）」手法。欲しいものをはっきりと明示すること
で相手が迷わずに済むように配慮してくれているの
かも。2位は「普段の会話でさりげなく話題に出す」で
39.3%。相手のさりげない情報発信を逃さないように
しよう。

男性が女性の欲しい物を探る方法は？
　女性から欲しいものが明示されない場合、男性は
どのようにリサーチしているのか？アンケートでは
「普段の会話でさりげなく聞き出す（45.3%）」が1位
に。クリスマス当日にプレゼントを渡して、相手を
びっくりさせたいという想いが根底にあるのかもし
れない。もしや？と思っても気づかないフリをしよう。
ちなみに次点は「『何が欲しいの？』とストレートに聞
く（34.7%）」だった。クリスマスは何もしない、という
男性も多い一方で、クリスマスという一大イベントに
向けて、心を尽くしている男性も多いようだ。

店頭に足を運んだ際、販売員から言われて困ることは？
　さぁ、いざ買い物に出かけよう! と店頭に足を運
ぶも、大切なパートナーへのプレゼントだからこそ
どれを選んだらいいか悩んでしまうもの。そんな時
相談にのってくれるう販売員は強い味方だが、話し
かけられて困るという方も多いのでは？アンケート
では「何かお探しですか？」と声をかけられると困っ

てしまうと答えた人が男性が22.0%に上った。プレ
ゼントはまずはじっくり1人で選びたいという人が依
然多いようだ。

　街がイルミネーションやクリスマスソングで彩られ
る12月。大切なパートナーへ日頃の感謝も込めて贈
り物を検討してみてはいかがだろうか。

　クリスマスまで残り１ヵ月。そろそろプレゼント探しやパートナーが欲しいものを探り始めている方も多いので
は？相手に喜んでもらうためには常日頃からのリサーチが必要不可欠。さらに店頭でプレゼントを吟味する際に
流行りは何なのかなど世の中の動きも把握したいもの。
　ファッション、コスメ業界に特化した人材会社「iDA」は「X’masプレゼント、接客に関する調査」をテーマにした
インターネットリサーチを実施。驚きの結果が得られた。

ク
リ
ス
マ
ス
が
近
づ
い
て
き
た
！

　
プ
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【調査概要】 
1.調査の方法：株式会社ネオマーケティングが運営するアン
ケートサイト「アイリサーチ」のシステムを利用したWEB
アンケート方式で実施

2.調査の対象：全国の20～49歳の有職者※女性150人、男性
150人を対象に実施

3.有効回答数：300人（20代女性50人、30代女性50人、40代
女性50人、20代男性50人、30代男性50人、40代男性50人）

4.調査実施日：2015年11月9日～10日
※有職者：雇用形態は不問（正社員・契約社員・派遣社員・
パート・アルバイト含む）

ライフ（香港・広東共通）
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　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏手に
位置する「＆Hair」。オーナーの境澤氏は元 「々KAPAS - By 
D'Note」に勤めていたが、今年の4月に独立し同サロンを
オープンした。同サロンの特徴は、境澤氏が1対1でカウン
セリングからカットまでつきっきりで担当してくれ、それぞ
れの髪の悩みに合った提案をしてくれる点だ。同氏は常に
お客様目線に立つことをポリシーに掲げており、肌への負
担を考え、地肌に優しいノンジアミンを使用したヘアカ
ラーを採用するなどしている。そこで、今回は同サロンのス
タンダートとなりつつある、ノンジアミンを使用したヘアカ
ラーについて紹介する。
　そもそも、ジアミンとはヘアカラーの染料に含まれる“パ
ラフェルニンジアミン”のことで、アレルギー反応の原因に
なっており、ヨーロッパのいくつかの国では「ヘアカラー
剤」としての使用が禁止されている。しかし、このジアミンが
入っていないとカラーが限定されたり、暗い色にできな
かったりするため、ほとんどのアルカリカラー剤に使用さ
れている。

　一方、ノンジア
ミンカラーはジア
ミンを使わない為、
従来のカラー剤より
も多量の染料を使
用することにより、染料が毛髪にしっかりと入り込む。さら
に、ジアミンを使用しないため透明感あるクリアな色にな
り、刺激が気になる敏感肌の人、ハリ、コシ、ツヤがなくなっ
てきた人にもオススメだ。また、ジアミンアレルギーでカ
ラーを敬遠してきた人もカラーができるのが大きな特徴だ。

　境澤氏コメント
　このジアミンフリーのカラー剤は、白髪に染まりにくいの
ですが、肌への負担が少ないので敏感肌の方でカラーを
したい人にも最適です。また、ダイレクトにメーカーと話が
できるので、提供する美容師目線でも安心して使用できる
ことが良いですね。発色の色はあくまで、自分の髪で実験し
たりと、まだまだ発展途上ですが、敏感肌の方はご相談く
ださい。

　地肌に優しいヘアカラーをしたい人は、&Hairに問い合
わせor行ってみてはいかが。

& HAIR
住所：5A Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)5183-6958、(852)2891-0005
時間： 月、火、木～日 9:30～19:00
定休日：水曜日
LINE、Whats App:(852)5183-6958

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

アンド

ヘアカラーは次の時代へ
髪に体に優しくクリアな髪色を
表現できる“ノンジアミン ヘルバ’’& HAIR
& HAIR
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　ランドマーク・マンダリンオリエンタルといえば香
港でも人気の5つ星ホテル。ホテル内のマンダリンス
パは非日常的なラグジュアリー空間とそのトリート
メントで香港でも常に高い評価を受けている。そのス
パ内にオープンして4年目を迎える「Pedi:Mani:Cure 
Studio」がある。フランス出身の足医学のスペシャリ
ストであるバスチャン・ゴンザレス氏が展開する、足
医学とフット＆ネイルケアを融合させ、足の美容と健
康に基づいた施術と、マニキュアとペディキュアを専
門としたサロンだ。スペイン、ニューヨーク、ドバイ、東
京、香港など世界17か国の有名ホテルや高級リゾー
トホテルで展開している。これまでアジア・スパ・ア
ワードなどで数々の賞を獲得しており、美容業界でも
絶大な支持を受けている。彼の考案した独自の施術
法は、どんなにダメージを受けたネイルでも、きれい
で健康的に生まれ変わらせてくれるという。
　そんな香港のサロンを仕切るのはセバスチャンの
愛弟子で同じくフランス出身のボディアートリストの
アルビン・ブリオン氏。笑顔が素敵で優しい人柄の彼
は、確かな知識と経験、技術を駆使してどのような足
でも健康的で美しく仕上げてくれる。　彼はダメージ
を受けた爪を“挑戦的な爪”と呼び、「挑戦的な爪ほど

やりがいがある」という。そんな彼
のもとには香港の著名人や有名
人、さらには海外からもわざわざ彼
の施術を受けにやってくる顧客も
いるという。ペディキュアというと女
性だけのものと思う人も多いだろ
うが、同サロンの顧客の30%は男
性とのことで、男性も気軽に足を
運んでみては。
　今回は編集部がその噂のアル
ビンさんの施術を体験してきた。同
サロンでは一般のペディキュアと
は異なり、足が乾いた状態で施術

を行う。濡れた状態だと問
題のあるダメージ箇所が
わかりにくく、角質を削りす
ぎたりするからだという。
ベーシックなトリートメント
はスキントリートメント、ネ
イルビューティー、そしてリ
ファンデーションの3ステッ
プ。まずは、たこや魚の目、角質の厚くなった部分を、
特別な道具と彼の熟練の腕で表皮を傷つけることな
く丁寧に削り剃っていく。そして、爪の形を整え真珠を
配合したクリームとセーム皮を使って爪を磨きあげ、
透明なトップコートを塗ったように光輝くピンク色の
健康な爪に仕上げてくれる。
　最後は足医学の観点から足を知り尽くした彼が、足
先から膝までの筋肉を一つ一つ優しくマッサージ。コ
リをほぐし血液循環を良くしてくれる。施術後は雲の
上を歩いているかのようなふわふわの感覚に。
　女性はカラーネイルやジェルネイルで爪が痛んで
る人が多いが、そのケアができていないため不健康

な人が案外多いという。毎日
メイクを落とし肌をケアする
ように、爪もしっかりケアする
ことが必要だと彼は言う。
　さあ、さっそくあなたも彼
のサロンで健康的で光輝く
美しい爪を手に入れよう。

Pedi:Mani:Cure Studio
住所：The Landmark Mandarin Oriental, Hong Kong
  　　The Landmark,15 Queen’s Rd., Central
電話：(852)2132-0011
営業時間：8:00～23:00
ウェブ：www.mandarinoriental.co.jp/landmark/luxury-spa

スタジオマネージャーで
優しい人柄のアルビンさん

スペシャリストによる究極ペディキュアで
美しく健康的な足元を
Pedi:Mani:Cure Studio
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

ゆったりとしラグジュアリ感のある施術室
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PPW：香港でカラオケスナックをオープンするに至った経緯
を教えてください。
後藤さん：日本ではデパートガール（アパレル系）を20年ほど
勤めていました。香港在住の友人がいたので、日本にいた時
からよく旅行で香港へ訪れていました。渡港回数が増え段々
と香港のこともわかってきたある日、ふと、「香港にスナックっ
てあるのだろうか？」と気になり…。友人に尋ねてみたところ、
μと同じビルの16階にあるバー「酒の一滴は血の一滴　涙
こぼしても酒こぼすな」を教えてもらったのです。実際に行っ
てみるとお店の雰囲気がとても気に入り、それがきっかけで、
香港に来たときは頻繁にお店に足を運ぶようになりました。
　そんなある日、酒の一滴のママから、「お金を払って飲む
側じゃなくて、お金をもらって飲む側にならない？」とスカウ
トしていただいたのです。あとで聞いた話ですが、ママと何
人かでカラオケに行ったとき、ママが「これだ！」と思い、カラ
オケスナックを出すきっかけになったそうです。色々考えま
したが、思い切って香港でカラオケスナックをオープンする
ことにしました。

PPW：デパートガールからカラオケスナック！大きな転身で
すね。苦労された点はありますか？
後藤さん：デパートガールのときは、お客様はモノを求めて
やってきました。商品の利点を説明し、それに自分の個性をプ
ラスして販売するというスタイルでしたが、今は違います。時
間を売っているという感じでしょうか。皆さんここに来ることを
楽しみにしていらっしゃいますので、今まで経験したことのな
い難しさがありますね。

PPW：μという名前の由
来は何ですか？
後藤さん：μはギリ
シャ文字の一つです。
ギリシャ神話に出て
くる歌の女神ムー
サの頭文字をとり、
「μ」という名前にしました。店内
は場末感が漂う昭和のスナックをイメージして
います。お一人で来店されても、歌の年代が同じだと初めて
の人同士でも盛り上がることができます。好きな歌を歌って
みんなで愉しみましょう♪

PPW：元々歌は得意だったのですか？
後藤さん：小学校のときは合唱団。中学・高校は演劇部に所
属していました。それがあったからかどうかはわからないで
すが、腹式呼吸の基礎ができているのだと思います（笑）。お
客様からはよく「歌うまいね」とか「デュエットが心地いい！」
と言っていただきます。好きな曲は、アンルイスの「夜に傷つ
いて」。その他、リクエストがあれば頑張ってマスターします
のでお申し付けください！

　取材時になんと一曲披露してくれた後藤さん。とても伸
びやかな歌声が心地よく、こちらも合わせてデュエットした
くなってしまった。同店は時間制ではないので、一定チャー
ジで何曲でも歌うことができる。また、食事は酒の一滴から
出前も可能だ。忘新年会の二次会は「μ」で決まり！

カラオケすなっく

昭和にタイムスリップできる店

お酒とつまみを片手に歌を楽しみ、ママとディープな話ができ
る場所―スナック。日本ではコンビニよりも数が多いという説
もあるスナックだが、香港にもそんな大人の社交場があるの
をご存じだろうか。尖沙咀（チムサーチョイ）のHart Avenueに
2ヶ月前にオープンした「カラオケすなっくμ（ミュー）」は、昭和
の場末感だっぷり。えんじ色のカウンターチェアにアラベスク
柄の壁紙、ミラーボールなど、「The・日本のスナック」といった
雰囲気だ。今回は同店のママ、後藤尚子さんを取材した。

カラオケすなっくμ
住所：8/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)5402-5705
時間：19：00～3：00　
　　  （平日19：00～21：00　ハッピーアワー実施中!!）

μ

一緒に歌いましょう♪

ミュー

カラオケ すなっく

 一緒に歌いましょう♪

ミュー
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　高級ブティックが軒を連ねる尖沙咀（チムサーチョイ）のハーバーシティー。ショッ
ピングエリアや、中環・マカオへ向かうフェリーターミナルも近く、ビクトリアハーバーを
眺めるロケーションとしても人気が高い。そんなハーバーシティーの一角にあるのが、
マルコポーロ 香港ホテル。同ホテルがクリスマスと大晦日のシーズンに、期間限定のス
ペシャルメニューを出すこととなった。ホテル内にあるレストラン｢Cucina｣では、本格的
に楽しめるイタリア料理をコンセプトとし、イタリア人のチーフAndrea Delzanno氏がメ
ニューを考案した。海鮮サラダやキャビア、パルメ
ザンチーズとホワイトトリュフを使用したイタリ
アンパスタ、牛フィレ肉のソテー等をウォーターフ
ロントの美しい景色を見ながら頂くことが出来る。
特に12月31日のディナーコースでは、ロースト鳩
のトリュフソースがけ、ラム肉のソテー、へーゼル
ナッツスポンジの青リンゴムース添え等、他の日程
よりもグレードアップしたメニューを楽しむことが出来る。期間中は楽器の生演奏も開
催される予定。（HKD398～1,988/子供料金あり）また｢Cafe Marco｣では、ローストター
キーやロブスター、焼いたオイスター等の豪華な料理を、ビュッフェスタイルで頂くこと
ができる。（HKD278～768/子供・シニア料金あり）｢Lobby Lounge｣では、カレイのソ
テーにホタテを添えたメニューや、キングエビのグリル、デザートではチョコレートのノ
エルケーキ等を頂くことが出来る。同レストランでは、クリスマスイブに子供達によるク
リスマスコーラスも予定されており、より雰囲気のある空間の中で料理を楽しむことが出
来るだろう。（HKD328～708）マルコポーロの系列ホテル、プリンスホテル、ゲートシ
ティーホテルでも同様に、各レストランでスペシャルメニューが登場する予定だ。2015年
も残すところ1ヵ月。家族や友人、恋人とハーバーシティーの景色を見ながら、素敵な時
間を過ごしてみては？

Marco Polo Hongkong HotelMarco Polo Hongkong Hotel

絶好のロケーションで、
スペシャルなひと時を！
絶好のロケーションで、
スペシャルなひと時を！

Marco Polo Hongkong Hotel
住所：Marco Polo Hongkong Hotel, Harbour City, TST

Cucina 
電話：(852)2113-0808

ウェブ：www.marcopolohotels.com

Cafe Marco
電話：(852)2113-3912

Lobby Lounge
電話：(852)2113-3919
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