
Printed by: Fantasy Printing Ltd     Add: 7/F., Tin Fung Industrial Mansion, 63 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong   Tel: (852)2554-5000

『ぽけっとページウイークリー』 No.53３ 2016年４月第１号
http://www.pocketpageweekly.com

報
週

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

年
今
か
ん
な

…年
今
か
ん
な

…

？
ね
く
寒

？
ね
く
寒
ジ
マ
ジ
マ

！！！！

？
か
と
見
花

？
か
と
見
花

オ
カ
マ

オ
カ
マ

ふ
ふ
ふ

ふ
ふ
ふ

か
と
気
天
お

か
と
気
天
お

ゼ
ニ

？
か
ん
る
あ
は

ゼ
ニ

？
か
ん
る
あ
は

も
週
来

も
週
来

れ
こ
れ
こ

れ
こ
れ
こ

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets_ppw@pocketpage.com.hk 

今週の注目ページ
読めばハマる！ 長期連載

方言の世界
漫遊記 花 樣 方 言
Vol. 」ドクマとクッマ「  68

16
ページ

21
ページ

22
ページ

24
ページ

今週もレストラン、グルメ情報がいっぱい！

香港フードにインスパイアされた限定メニュー登場！
Pierre at Mandarin Oriental Hong Kong

フレンチとストリートアートのコラボレーション
限定メニューで芸術家の情熱に触れよう Bibo
新感覚パリジャンビストロがSOHOに！
フランス産ワインとともに至福のひと時をBELON



香港

　30年以上にわたり人物画を描き続ける画家・Liu Zhenxia氏が、香港
で初となる展覧会を4月2日～5日の間、香港大会堂のエキシビション
ホールにて開催する。1941年、江西省の小起村に生まれ、蘇州にある
芸術学校を卒業したのち、著名な画家・Fang Zengxian氏から、「人の描
写やインク使いなどにおいて高い技術能力がある」とその才能を期待
されていた同氏は、数多くの地方に出向き人物画のスケッチを描いた。
現在は指導者としても広範囲で活躍している。
　同展では、遊牧民、チベットの女性、インド人、江南村の女性など、
様々な地域の人々を描き、1人1人のポーズを丁寧に描写した作品が50
点以上展示されている。1966年～2014年にかけて描かれたものだが、
その中で評価が高いのは、1980年に完成した「The Fisherwoman（漁

にでる女性）」だ。喜びあふれる表情を鮮明に表現しており、観ているだ
けでその鼓動も伝わってきそうなほど動きのある作品だ。伝統的なイン
クで力強く描く同氏の作品を観に足を運んでみてはいかが？

東京、上海、香港に移り住むフランス人芸術家
ありふれた日常を独特の発想で表現
　毎月さまざまなアーティストを紹介しているメキシコ料理の隠れ家
的レストラン「Brickhouse」にて、4月5日から芸術家・Charles Munka氏
の作品が展示される。フランスで生まれた同氏が故郷を離れたのは15
年前。それからというもの東京や上海に住みながら、日本、シンガポー
ル、ロサンゼルスと数々の場所で展覧会を開催してきた。現在は、香港
に拠点を移し、大角咀（タイコックチョイ）にスタジオを構える。
　ありふれた日常や、同氏を取り巻く環境からインスピレーションを受
け誕生した作品たちは、自身の人生体験を活かし、さまざまな文化や言
語が混在することが多いという特徴を持つ。もともと日本文化や漫画、
ビデオゲームに興味があり、アートスクールに通い始めた頃から香港
映画や日本映画に興味を持つようになったという同氏ならではの作品
は、観覧者に強烈なインパクトを与えるものばかりだ。さらに香港に移

り住んだことにより、今まで以上にエネルギー溢れる作品が生まれるの
ではないだろうか。これからの同氏の活躍にも注目が集まる。

Brickhouse Presents: 
Artist of the month: Charles Munka
期間：4月5日～5月1日
住所：G/F., 20A D’Aguilar St., Lan Kwai Fong, Central
時間：月～水　18:00～翌2:00
　　  木～土　18:00～翌4:00
　　  日曜定休
ウェブ：www.brickhouse.com.hk

香港初の個展「Portraits by Liu Zhenxia」
伝統的なインクで動きのある作品を描く

Portraits by Liu Zhenxia
期間：4月2日～5日
住所：Hong Kong City Hall, 
　　  5 Edinburagh Place, Central
時間：9:00～20:00（2～4日）、9:00～15:00（5日）
問い合わせ：(852)2890-9811

香港トピックス
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香港

香港

香港

　世界的なラグビーブームの昨今、国際ラグビー評議会（IRB）が主催す
る「香港セブンズ」（7人制ラグビー大会）が今年も跑馬地（ハッピーバ
レー）の香港スタジアムで4月8日から3日間にわたって開催される。香港
で最もメジャーなスポーツイベントといっても過言ではない同大会、今
年はスタジアムで盛り上がる試合に加え、「香港旅遊發展局」、「香港欖球
總會」と「香港電車」が協賛した「国際香港セブンズバートラム」が香港
島を駆け抜ける。ローカルな雰囲気が色濃く残る香港島西地区から中
環（セントラル）を抜け、賑やかな銅鑼湾（コーズウェイベイ）まで、移り行
く夜景を眺めながらパーティーゲームで盛り上がろうという楽しい企画
だ。参加者全員に記念品が贈られるほか、パーティーに欠かせないビー

ルや、ノンアルコール飲料などの飲み物が2杯付いている。定員になり次
第締め切られるので、早めの申し込みを。
　申込者の他に同行者1人がイベントに参加できる（18歳以上に限る）。
詳しくは下記ウェブサイトで確認しよう。

David Elliott氏と若手アーティストによる展示会
香港の社会、文化、歴史を表現する作品たち
　芸術文化団体として昨年誕生した「MILL6基金（六廠基金會）」。歴史
的な製作所の保存管理プロジェクトの一環として設立された同団体は、
30,000スクエアフィートに及ぶ施設を持ち、そこには2018年までにギャ
ラリースペース、多目的ホール、ギャラリーショップ、カフェなどが入る予
定だ。
　そんな同団体が、4月21日まで中環（セントラル）のギャラリースペー
ス「The Annex」にて展示会「Social Fabric」を開催している。ドイツ人
アーティストMariana Hahn氏と香港人アーティストKwan Sheung Chi氏
という2人の若手アーティストを招き、国際的に知られるDavid Elliott氏
が精選した3名による共同展示は、香港の社会、文化、歴史を異なる手法
や視線で作品に表現している。
　その中でもMariana 氏は、プログラムを開始するにあたり、ランタオ島
で「自梳女」の調査に実に2ヶ月もの月日をかけた。櫛をとく女性を意味

するその文字が表すのは、珠江デルタの絹工場で働く生涯結婚をしな
いことを誓った女性のこと。1940年代に香港に逃げてきたその女性のう
ち、まだ島で生活している方がいることを知り、興味が湧いたのだとい
う。その他にも香港にまつわる作品が数多く並ぶ。ぜひこの機会をお見
逃しなく。

香港旅行の最高の思い出に！
香港セブンズの興奮をそのままに、トラムパーティー盛り上がろう！

Social Fabric
期間：～4月21日
住所：The Annex, 2/F., Nan Fung Place, 
　　 173 Des Vouex Rd., Central, Sheung Wan 
時間：月～土 11:00～19:00
　　 日、祝日閉館
電話：(852)3979-2474 (平日9:00～18:00）

国際香港セブンズバートラム（香港國際七人欖球賽酒吧）
時間：2016年4月6日～4月10日
ウェブ：www.discoverhongkong.com/tc/promotions/bartram/bartram.html
電話：(852)2114-2303
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香港香港

今週の香港ピックアップ

今なら登録者全員に500円キャッシュバック！
　日本の商品が欲しいけど自分が住んでいる地域では売っていなかったり、ネットで買

おうとしても海外発送をしてくれなかったりで諦めた経験はないだろうか？

　ZenMarketの購入代行サービスが、そんな悩みを解決してくれる！

　Amazon、楽天市場、ヤフオクなどの通販サイトやオークションサイトで買いたい商品

を注文すれば、代理で購入し海外の自宅まで発送。手数料は商品1つにつき一律300円。

また、「おまとめ梱包」も無料だ。海外発送では荷物が乱雑に扱われてしまうこともある

が、しっかり梱包して送ってくれるのが嬉しい。

　「欲しい商品は日本の友達に頼むけど、毎回申し訳なく思ってしまう」「久々に日本のお

菓子が食べたい！」「いつも使っている化粧品が、こっちにない！」そんな時はZenMarket！

今なら左のQRコードから登録した方全員に500円をキャッシュバック！ 4月30日までの

この機会をお見逃しなく。

日本で購入した商品を海外の自宅まで発送
おまとめ梱包も無料

イギリス生まれのメタルコアバンド、香港初上陸！
　メタルコア、ヘビーメタル、ハードロック、エレクトロニック…、様々な

音楽要素を我が物とし、進化し続けるアスキング・アレクサンドリア。この

度、アルバム｢The Black｣を引っ下げ、初来港。激しさと、哀愁を兼ね備え

る彼らのサウンドに酔いしれよう！

アスキング・アレクサンドリア 
LIVE in Hong kong 2016

4月19日

最新の電化製品が結集する！
　家庭やオフィスの電化製品の見本市「Global Sources Electronics 

Show」が香港国際空港に隣接するアジアワールドエクスポで開催さ

れる。近年注目されている4Kテ

レビ、ドローン、ウェアブル機器、

屋外イメージング機器、仮想現

実機器などのサプライヤーも参

加する。

Global Sources Electronics Show
電化製品フェア

4月11日～14日

ZenMarket (ゼンマーケット)
詳しくはQRコードからご確認ください。

監督：Sammo Hung
出演：Sammo Hung、Andy Lau  他

男には、戦わなくてはならない時がある！
　裏社会で暗躍した過去を持つ、元ボディーガード。しかし、今では認知

症に苦しみながら、余生を過ごしている。そんな彼が、ある少女との出会

いをキッカケに、犯罪組織と対立する羽

目に…。記憶を取り戻し、危機を乗り越え

られるか？！  男の戦いが、そこにある！

香港映画
The Bodyguard（特攻爺爺）

公開中

4月2週目はラグビーWeek！！
　2日間で1万人以上の観客を魅了する10人制ラグビー・トーナメン

ト、「GFI HKFC 10s」が開催される。2015年のワールドカップ覇者、ニュー

ジーランドを含む7チームが激戦を繰り

広げる予定だ。4月2週目は、香港セブン

スにGFI HKFC 10s！ アツい一週間にな

ること間違いなし！

香港10人制ラグビー大会
2016 GFI HKFC 10s

4月6日、7日

Hong Kong Football Club 3, 
Sports Rd., Happy Valley
4月6日（水）11:25～21:30
4月7日（木）11:00～21:05
(852) 3616-6453
Official：www.hongkongtens.com
Ticket： www.ticketflap.com/gfihkf10s
HKD100

The Hang Out, 
2 Holy Cross Path, Sai Wan Ho
20:30～23:30
(852)9088-8950
www.askingalexandria.com
HKD480

AsiaWorld-Expo, Hong Kong International Airport, Cheong Wing Rd., Lantau Island
9:30～18:00（14日のみ17:00まで）
www.globalsources.com/TRADESHOW/HONGKONG-ELECTRONICS.HTM　

香港ピックアップ
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香港＆広東 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

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港30K～50K
業務監査（リスク検証・人軸、金軸などの監査）
を担当。香港・中国複数拠点を管轄し、経営
方針や法規・社内規定などの監査など。関連

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 

香港/九龍 インテリジェンス
香港

25K
電子部品の営業。注文フォローおよび新規ビジ
ネス開拓。顧客対応および営業レポート作成
など。3年以上の電子部品営業経験およびビジ
ネスレベルの英語必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 

香港/九龍

25K
営業コーディネーターのとりまとめ業務なら
びに受発注、納期管理、請求書発行など。月1、
2回の中国への出張有。要スタッフマネジメント
経験、コミュニケーションレベルの英語、普通話。

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

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

香港/香港島 25K～28K
日系IT関連企業よりシニアエンジニアを募集！
NWやサーバを利用したシステムの技術提案
など。要5年以上の関連業務経験、およびコミュ
ニケーションレベルの英語。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

香港/香港島 応相談

会計士（香港人）と日系企業顧客間の問合せ
窓口およびコーディネート業務(内容：会計・
法務関連）。日英翻訳。要ビジネスレベルの英語
（普通話尚可）。会計知識を持つ方または勉強
意欲のある方。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB25K東莞
商品開発。メカ系の設計経験者（出来れば家
電業界経験者ベター）。商品開発経験者の方で、
クリエイティブな発想力や想像力があり、商品化
できる方。普通話：日常会話。

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 30K～35K香港/香港島

2016年夏頃オープン予定の店舗にて店長職
募集。フロア業務を率先し、スタッフへのサー
ビスマインドの指導が出来る方。複数店舗展開
を見据えエリアマネジャーレベルの経験と英語
日常会話レベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 23K～30K

香港/香港島

日本食・業務用食材販売会社より、営業ポジ
ション。野菜・果物・和牛を香港の日本食レスト
ランを中心に営業・販売し、日本食を香港に
広める業務。要3～10年の営業経験と日常会話
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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

22K～24K

香港/香港島

日本人向けの問い合わせ対応（メールおよび
チャットサービス）、庶務・通訳・翻訳作業など。
月～金16:30～1:30の夜勤。要英語日常会話
レベル以上。永久もしくは家族ビザホルダー。

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 

香港/九龍 15K～23K
物流のスケジュールや見積りなどの顧客対応、
船便の管理。クレーム対応など。少なくとも1年
以上の物流業界での経験および英語または
普通話力必須。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
15K～25K

華南地域全域の営業業務。電子部品業界の
経験者歓迎。普通話：業務上支障がないレベル。
（指示が出せる等）

インテリジェンス
広州広州

香港WORKS

香港WORKS香港/香港島

企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

16K～20K
＋コミッション
制度あり

香港/香港島 セールスエグゼクティブを募集。会計業務全般、
問い合わせ対応など。

営業・販売系/金融・保険 20K～30K
海外市場営業スタッフ(課長代理クラス)。日系
クライアントの顧客対応等。クレーム対応等
含む。新規顧客開発。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 過去の経験に
より優遇

営業兼プロジェクトマネジャー。顧客の窓口
担当として顧客のニーズを把握し、社内の専門
スタッフと協力し合いお客様にソリューション
を提案・実行して頂きます。

香港/香港島

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 26K～

経理業務全般。少人数オフィスにて香港人部下
の管理・中国工場との連絡業務など（経理関連）。
香港での会計業務経験および広東語または
英語スキル必須。会計システムをゼロから構築
できる方歓迎。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
外食・フード 香港/新界 15K～28K

日本食卸の企業にて経理ポジション。伝票起票
から月次決算、会計事務所との窓口など。要経理
業務経験（香港勤務歴あれば尚可）、およびコ
ミュニケーションレベル以上の広東語もしくは
普通話。

深圳 ～RMB25K インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

品質管理。工場での品質管理全般がわかる方。
樹脂成形の知識があれば尚可。普通話か英語
できれば尚可。

香港WORKS営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/香港島

25K～35K 
x13ヵ月

+業績賞与1-2ヶ月
住宅手当一部
補助検討

既存フォロー営業多い：日本料理店、日本食品
スーパーへの日本食材のセールス。肉・鮮魚・
米・野菜・酒類・調味料等。語学不問、若手歓迎。
セールス経験。業界経験不問。

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

ベトナム
ベトナム・ハノイの日本人向け幼稚園にて先生
募集。要幼稚園教諭免許または保育士資格。
語学不問・未経験応募可。

USD1.5K～
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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 

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

香港/九龍 50K～80K
投資信託・債権の営業推進全般、営業推進事務
サポート、販売関連資料の作成、商品勉強会の
実施、顧客向けセミナーの講師等。SFCライ
センスType1必須。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 20K～24K
日系物流企業にてCS職を募集中。顧客対応、
新規開拓、General Managerのサポート。
2～3年程物流経験があると望ましい。

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険 

香港/香港島 18K～23K
日系保険ブローカー企業にて、コンサルタント
職の募集。資産運用でお悩みの顧客に対して
コンサルティング、ニーズをとらえた提案業務、
クライアントの資産把握・ポートフォリオ作成。

香港/香港島 20K～25K RGF 香港
金融サービス企業にて、ファンドマネジャーの
アシスト業務、レポートの翻訳（英→日）、中国
マーケットの情報収集。

RGF 香港20K～25K香港/香港島

大手銀行にて、Senior Officerの募集。中国
市場に関する各種制度、規制に関する情報
収集、調査、レポート作成、日系企業へのアド
バイザリー業務、中国華南地区、日本への出張。
ビジネスレベルの英語必須。ポテンシャル採用。                                                                                                                                                         

RGF 香港22K～25K香港/香港島
外資系金融ブローカーにてBus iness 
Development Executiveを募集中。顧客
対応、アフターセールスのサポート。セミナー
準備の手伝い。英語必須。

香港WORKSサービス系/金融・保険
17K～20K
+ボーナス
経験者応相談

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/九龍

香港/九龍

20K～30K
「欧米系へ新規開拓できる営業」の募集。ター
ゲットは、欧米系の電気機器メーカーへの新規
開拓。国籍、年齢、男女問わず、経験と実績重視。

華南WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

RMB
25K～35K
＋住宅
＋医療保険

その他の
中国地域

プレスの金型設計またはプレス加工技術者。
金属製造、販売。日本人技術。一次加工課課長
のポスト。金属のプレス加工、プレス金型を熟知
している者。「抜き」「絞り」「曲げ」の指導。成形
は詳しくなくてＯＫ。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険 

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

20K～25K香港/香港島
外資系イベント会社にて、パーソナルアシスタ
ントを募集。Directorの秘書役、スケジュール
管理、出張先手配、及びイベントコーディネー
ションのサポート。ビジネスレベルの英語必要。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

RGF 香港

営業・販売系/金融・保険 18K～25K香港/香港島

日系ビジネスコンサルタント企業がDevelopment 
Assistant Managerを募集。海外進出企業向けコンサ
ルティング業務、新規クライアント開拓業務、顧客対応
業務（レポートの説明・報告、問い合わせ対応など）、市場
調査。法人営業経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港 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 香港サービス系/
エステ・美容・理容 18K～20K香港/香港島

エステサロンにて、店舗人材を募集中。エステサ
ロン全般的な業務管理とスタッフ全員の管理、
顧客（日本人/外国人）からの問い合わせに対応、
カウンセリング、施術まで。美容業界未経験の
方も歓迎。

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

大手通信企業にて営業人材を募集。アカウン
トマネジメント、テクニカルチームと共にクライ
アントサービス。英語必須。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～26K香港/九龍

日系電子企業にて会計人材の募集。会計業務
全般、決算、売掛・買掛、財務諸表など各種資料・
レポートの作成、日本本社、会計事務所との
連絡、調整、報告。

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

香港の懐石料理レストランで働ける和食シェフ
を募集。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。店内は個室もあり、純和風
の内装。

30K～50K

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

日系大手OA機器メーカーにてAssistant 
Sales Managerを募集。市場調査、リサーチ
（中国及び東南アジア）、本社とのコミュニケー
ション。出張が可能な方歓迎。

RGF 香港

営業・販売系/商社

香港/九龍

日系商社にて営業マネジャーを募集。北京語
ビジネスレベル、メーカーまたは商社での営業
経験、工場との折衝経験。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

20K
大手保険業務代行企業にて、アシスタント職を
募集中。お問い合わせ対応、電話対応、保険
業務のアシスト。2年程の就業経験。カスタ
マーサービス経験者優遇。

RGF 香港香港/九龍
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K～30K

日系大手企業でのコーポレートプランニング
スタッフ募集。サポート業務や市場調査、人事・
総務関連業務等。ビジネスレベルの英語、基本
的なPCスキル要。未経験でも挑戦したい意欲
のある方募集！

RGF 香港香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

■仕事を覚える際の苦労は「仕事を教えてほしい時
に聞ける人がいない」が4割以上 
　シニアがアルバイトを始めてから仕事を覚える際
に苦労したポイントを聞いたところ、41％の人が
「教えてほしい時に聞ける人がいない」と回答した。
具体的には「仕事を覚えるまでは、分からないこと
はきちんと質問して確認したい」「分からないことを
聞いても嫌な顔をせず、丁寧に教えてもらいたい」
という声が挙がっており、仕事を教える側には、最初
のうちはよく目をかけて仕事をフォローするととも
に、気軽に質問できるような雰囲気作りが求められ
ている。続いて、27％の人が「覚えなければいけな
いことが多すぎる」と回答。具体的には「明確な業務
のマニュアルがなく困っている」という声が寄せら
れている。シニアの視点に立ったわかりやすいマ
ニュアル作りも、優先的に取り組みたい対策の一つ
と言える。 

■55%のシニアが「体力・健康状態の把握・理解」を
望む 
　体力面で考慮してほしいことについて聞いたとこ
ろ、「体力・健康状態や持病は把握しておいてほし
い」という声が55%にのぼった。シニアを雇用する
際は、一人ひとりの体力面、体調面を気にかけなが
ら、仕事がきつくないか等マメに声掛けすることが
ポイントとなるだろう。 

■シニアはコミュニケーションギャップで苦労
　アルバイト先の人間関係で具体的に苦労した点
を聞いたところ、回答は分散していたが、シニア層
はおおむね職場でのコミュニケーションギャップで
苦労しているようだ。前章で分析した通り、シニア層
を体力面でケアしていくことは大切。しかし、そこで
過度に気を遣い、壁を作ってしまうと大きなギャッ
プを生みかねない。年長者への敬意を持ちつつ、積
極的にコミュニケーションをとっていくのが望まし
い。風通しのよい職場づくりのため、世代を越えた
交流、懇親会の開催を検討するのも良いだろう。続
いて、「同僚や上司から必要以上に気を遣われる」と
18％が答えている。体力や体調、持病については丁
寧なケアがベターだが、それ以上の配慮を望んで
いない人も一定数いることが分かる。

【調査地域】 日本（インターネットリサーチ）
【調査対象】 60～79歳のアルバイト・パート就業者
【調査期間】 2016年2月16日～2月17日
【有効回答数】 343サンプル

株式会社インテリジェンスが運営するアルバイト求人情報サービス「an」は、
人事・採用担当者のための情報サイト「anレポート」にて、
60代～70代のアルバイト・パート従事者343人を対象に
就業時の理想的なケアついてアンケートを行った。
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深圳 深圳

香港香港
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（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、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） 羅湖区宝安南路
（間取り） ２LDK（75㎡）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄1＆2号線（大劇院駅E口、

徒歩10分くらい）。
 万象城、レストラン。ジム付き
（備　考） 1LDK～3LDK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/㎡

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
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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

幸福里（Park Lane Manor）

ライフ（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港

香港

　美しく丈夫で昔から
日本の伝統工芸品とし
て大切にされてきた漆
器。使うたびに艶が増
し長持ちすることから
贈答用にも喜ばれてき
た。そんな漆器に魅了

され漆芸家として活躍する若宮隆志氏の展覧会が、香港で開催され
ている。
　石川県輪島市に誕生した同氏は、幼い頃から身近にあった輪島塗
の製造販売の基礎を学んだ後、蒔絵技法を修得し、輪島塗から漆芸
の世界へと活動を拡大していった。ドイツ、イギリス、オーストラリアと
世界各国を舞台に展覧会を開き、2014年には文化庁文化交流使に指
名されるほど漆の世界では、知名度も高い。
　先日、香港大学で開催された同展覧会のオープニングセレモニーで
は、多くの招待客や香港メディアが訪れ、グループセッションなども行
われた。館内には、同氏が主宰する彦十蒔絵（ひこじゅうまきえ）が造る
漆芸品が並んでいる。彦十蒔絵とは漆のスペシャリストたちのことであ
り、その作品は、棟梁である若宮氏の創作によるもので、青写真を描き
完成までの道筋をつける。しかし、実際に造る作業をするのは同氏では
なく、彦十蒔絵のメンバーたち。その
他にも、木地の製作者を中心にさま
ざまな技術を持つ専門家たちが次々
に、それぞれの工程に時間を費やし
完成に至る。いわば彼らの「神の手」
が同氏の「想い」をカタチにするのだ。

　そんなスペシャリストたちが創作した作品が丁寧に展示されてい
る中で、バッタやカブト虫などの昆虫類、コーンや南瓜などの野菜、果
物といった日常生活に馴染み深い作品に注目したい。伝統的な材料
を用いてそれをモダンに仕上げる新しい発想から創作した1つ１つ
の作品の表面、彫刻そのものの形、覆われている色をじっくりゆっくり
鑑賞してみてはいかが？ 香港で生活していると疎遠になってしまう
日本の伝統文化の良さを改めて実感することだろう。
　同展示は、6月19日まで続く。限定で英語、広東語、普通語でのガイ
ドツアーも用意されている。漆の世界を詳しく学びたい方は、同ツ
アーをお見逃しなく。

The Art of Takashi Wakamiya: Contemporary Japanese Lacquer
期間：6月19日まで
場所：香港大学美術博物館
住所：1/F., Fung Ping Shan Building, UMAG, 90 Bonham Rd., Pokfulam
時間：月～土9:30～18:00、日13:00～18:00、祝日休館　 
電話：(852)2241-5500 
入場料無料
ウェブ：www.hkumag.hku.hk

ガイドツアー
広東語：4月9、30日（土15:30～）、
　　　  5月7、28日、6月18日（土15:00～）
英語：4月7日（木13:30～）、4月16日、5月7日（土15:30～）
　　  6月18日（土16:00～）
普通語：4月28日（木13:30～）、5月28日、6月18日（土15:30～）

香
港
大
学
で

日
本
の
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統
美
が
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賞
で
き
る
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

Beauty Therapist
・Minimum 2 years working experience 
in selling and carry out laser treatment 

in medical beauty salons and aesthetic 
clinics is preferred
・Good Interpersonal skill, positive, 
proactive and able to work under 
pressure
・With International beauty Certificate
(ITEC,CITAC,CIDESCO etc)
・Fluent spoken Cantonese, English and 
Mandarin; Japanese speaking is an 
added advantage
Interested parties, please e-mail resume 
with expect salary to
klee@ginzabiyou.hk or 
contact Miss Lee at 2555 8008.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Front Desk Receptionist

・Minimum 2 years working experience 
in beauty retail sales or customer service 
are preferred
・Outgoing and cheerful nature, 
self-motivated, good interpersonal skill
・Fluent spoken Cantonese, English 
and Mandarin; Japanese speaking is 
an added advantage
・Fresh graduates are welcome
Interested parties,please e mail resume 
with expect salary to 
klee@ginzabiyou.hk or 
contact Miss Lee at 2555 8008.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
GEOSセントラル校ではベビーシッター
を募集しています。
子供が好きな方、体力に自信のある方、
下記まで履歴書をお送りください。
メール：GEOSHK@geosasia.com
電話：(852)2362-9991（お問い合わせ
は日本語でOKです。）
ご連絡、お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、問合せは木田まで。
電話：(852)2893-4888
メール：kida@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:(852)2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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:(852)2375-1342  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 HKD60
★ 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：(852)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)9011-4852  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HKD10K～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SAGRANT INO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。）

　4月30日から5月2日ま
での3日間、香港最大級
のボート展示会が開催さ
れる。同イベントは今年
で16回目を数え、期間中
は、船舶関係者やボート
愛好家、家族連れなど、
総勢12,000名以上が訪
れる見込みとなってい
る。60以上の出展者の協力により、75隻のクルーズ船、スピードボー
ト、ヨットなどが展示され、他にも船に関連するコレクションがお目見
えする予定だ。出展総額は、なんと10億HKD（150億円）以上！ かなり
ラグジュアリーなラインナップとなっている。また会場には、欧米料
理、中国料理をメインとしたフードストリートや、バルーンの中で飛び
跳ねて遊べるエアートランポリン、音楽パフォーマンスといったイ
ベントなども予定されているので、家族連れで参加しても楽しく一日
を過ごすことが出来るだろう。「香港は、260以上の島 と々、700km以上
の海岸線を有する、素晴らしい場所です。展示会も年々盛り上がりを
見せていますので、気軽に遊びに来てくださいね。」と、同イベントを
主催するThe Gold Coast Yacht and Country Clubのゼネラルマネー
ジャー、Robert Blythe氏は語る。また、同展示会における収益の一部
は、Cardboard Boat Charity Regattaを通して、ガンと闘う子供たちを
支援する団体に寄付されることにもなっている。香港もそろそろ夏め
いてくるこの時期、ボートが好きな人はもちろん、週末のレジャーとし
て、家族で足を運んでみてはいかが？

【2016年 注目のボート】
船名：Arcadia 85
全長：26ｍ
最大幅：7ｍ
製造国：イタリア
太陽光パネルを設置した、環境にもやさ
しいボート。8名まで乗船可能な船内は、ス
タイリッシュでラグジュアリーなデザイン。

船名：Princess S72
全長：22ｍ
最大幅：5.5ｍ
製造国：イギリス
職人技が光る、ブリティッシュスタイル
のボート。大きなサンルーフと、キャ
ビン、水圧式のプラットホームが特長。

Hong Kong Gold Coast Boat Show 2016
開催日時：4月30日（土）10:00～18:00
　　　　 5月1日（日）11:00～18:00
　　　　 5月2日（月）11:00～17:00
開催地：1 Castle Peak Rd., Castle Peak Bay
　　　  （The Gold Coast Yacht and Country Club）
入場料：HKD20/人
ウェブ：www.hkgcboatshow.com

Hong Kong Gold Coast Boat Show 2016
超
豪
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