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詳しくは本紙03ページをご覧ください。

Ecoを考える
総力特集

深刻なゴミ問題…
政府の対応、民間の取り組み、企業の努力、そして個人の意識
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香港

　幅広い世代に支持されている国民的ポップデュオ、ゆずが、来年のデ
ビュー20周年を前に香港でライブを行う。「サヨナラバス」「いつか」など
の数々のヒット曲を世に送り出し、NHKのアテネオリンピックテーマソン
グ「栄光の架橋」を手掛けるなど、その心に響く歌詞とメロディと圧倒的
な歌唱力で、常に日本のミュージックシーンの第一線で活躍してきた彼
らだが、意外にも海外のツアーは今回が初めて。
　長年の2人の夢でもあったというこの舞台、新たなスタートの意味を
込めて、ツアーネームをデビュー曲のタイトル「NATSUIRO（夏色）」とし、
ツアー用アーティスト写真の撮影を同曲のミュージックビデオの舞台と
なった思い出の地、七里ヶ浜で行なった。
　また、本ツアーに向け作成されたツアーエンブレム「双猿（そうえん）、
虹を架ける」では、ゆずが海を渡りアジアへ飛び立つさまを、新進気鋭
のアーティスト岡本瑛里が扇子を手にした猛 し々い猿で表現。油絵で力

強く描かれた2匹の猿を見ていると、その表情から並々ならぬ覚悟と気
迫が伝わってくる。
　デビュー以来、日本で数々の旋風を巻き起こし、積み上げてきた彼ら
の熱い思いが、アジアで、そして香港で更に大きなエネルギーとなって
夏の夜を大いに盛り上げる。その瞬間を見逃すな！

「京友禅」できめるクール＆カジュアルスタイル！
2016春夏シリーズ「le coq sportif x Kyo Yuzen」
　スポーツする時には欠かせないスニーカーやＴシャツ。機能性も勿
論大事だけど、デザインにもこだわりたい！ そんな女性にぴったりのア
イテムが、この春夏の新シリーズとしてルコックスポルティフから登場！
今回はなんと、460年の歴史を持つ京都の伝統工芸である京友禅とのコ
ラボレーションが実現。スニーカーは赤と黒の二色展開で、アッパー部
分全体に鞠柄が散りばめられた京友禅が使われており、ひと目見て「和
を前面に押し出している」と分かるデザイン。一方、Ｔシャツは「さりげな
さ」を感じさせる2種類のデザインをそれぞれ白黒２色で発売。1つは左
胸の部分にピンポイントで可愛らしく鞠柄があしらわれている。とても
女性らしく可愛らしい作りで、スニーカーと合わせてスポーツ以外の場
面でも活躍してくれそう。もう1つは胸の部分に大きく描かれたルコック
スポルティフのロゴマークが京友禅でできているというもの。何気ない
取り入れ方がなんともオシャレで思わず２色とも揃えたくなる。香港で

も浴衣イベントが開催されたりと今注目を集める「和柄」。気になる人は
早めに店頭でチェック！

今年の夏は「ゆず」とともにやってくる！
YUZU ASIA TOUR 2016 Summer NATSUIRO

le coq sportif
【モンコック店】
Shop 431, 4/F., Grand Century Place, Mong Kok (電話:(852)2264-3427)
【コーズウェイベイ店】
4/F., Sogo Department Store, CWB (電話:(852)2831-8904) 
【チムサーチョイ店】
Shop 06-07, G/F., SOGO TST, 20 Nathan Rd.,TST (電話:(852)2368-2206)
他、香港内の直営店舗にて販売中

販売価格：スニーカー HKD690
　　　　  Ｔシャツ HKD230/HKD360

YUZU ASIA TOUR 2016 Summer NATSUIRO
日時：7月12日 19:00～
場所：E-max Music Zone（国際展望中心）
料金：HKD780/HKD580（オールスタンディング）
チケット：www.cityline.com
電話：(852)2111-5333

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ 香港ローカルフード
週末チャリティーイベント

～6月5日

Paris Combo & Guest SIU2
音楽コンサート

5月20、21日

西洋楽器×中国楽器が生み出す音楽
　ジャズ、フレンチポップ、キャバレー音楽などさまざまなリズムをミッ
クスした音楽スタイルを確立し、世界中で活躍するバンド「Par is 

Combo」が、香港で有名なファッションバンド
「SIU2」をゲストに招き、2日限りのコンサートを開
催する。三弦や古筝、笙（しょう）などの中国伝統楽
器とピアノやギター、ドラムなどの西洋楽器のコラ
ボレーションに注目！

Times Square Open Piazza
14:00～19:00
www.timessquare.com.hk/eng5/event_detail.php?event=323

男女のすれ違いを描いた切ないラブストーリー
　中環（セントラル）にあるフリンジクラブにて、ジェイソン・ロバートブ

ラウン氏によるミュージカル「The Last Five Years」が開催される。2001

年にシカゴで初公演を迎えて以来、ブロードウェイで度々公演されてい

る同ミュージカルは、小説家・ジェイミーと女優・キャシーが恋に落ちて

結婚、そして別れを迎えるという5年間の切ないラブストーリーを描く。

The Last Five Years
ミュージカル

5月18日～21日

寄付をしてローカルフードを楽しもう！
　ユニークな食文化で世界中に知られるグルメ大国・香港。そのなかでも昔ながらの

ローカルストリートフードは、香港人にも観光客にも根強い人気を誇る。そんな美味し

いだけでなく、古き良き懐かしい時代の思い出に浸ることができるローカルフードイ

ベントが、只今、銅鑼湾（コーズウェイベイ）にあるタイムズスクエアにて開催中！

　同イベントは、毎週土日、祝日の14:00～19:00の間、18歳以下の若者を性的虐待から

守ろうと活動する「End Child Sexual Abuse Foundation」にHKD20を寄付すると3種類

のローカルフードがいただけるというもの。開催日によって内容の変更はあるが、雞蛋

仔、砵仔糕、エッグタルト、パイナップルパンなど定番のものが一度に味わえる。無くなり

次第終了になるため、早い時間に行ってみよう。

テレビを飛び出したコメディ番組！?
　湾仔（ワンチャイ）にある人気コメディークラブに、4人の伝説のコメ

ディアンが登場。彼らの母国イギリスやアメリカで人気を博した同名の

テレビ番組さながら、舞台上で繰り広

げられる賑やかなコメディーショーは

必見！ショーの前にはビュッフェやド

リンクも頼めるので、飲んで笑って日

頃のストレスを解消しよう！

Punchline Comedy Club
「Whose Line Is It Anyway?」

5月19日～21日

2/F., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Rd., Wan Chai
20：00～（19日）、21：00～（20日・21日）
(852)2598-1222
www.punchlinecomedy.com/hongkong
ショー：HKD350、ビュッフェ：HKD150

The Hong Kong Academy for Performing Arts, 1 Gloucester Rd., Wan Chai
20:00～
(852)2823-4917
www.hkticketing.com/events/WCPARIS0516
大人：HKD480、HKD380、HKD280、HKD180
学生/シニア（60歳以上）：HKD240、HKD190、HKD140、HKD90

Fringe Club, Fringe Underground, 
2 Lower Albert Rd., Central
19:30～
(852)2521-7251
www.hkticketing.com/events/CETHELA0516
大人：HKD260、学生/シニア：HKD250

イタリアの家庭料理を学ぼう！
　湾仔の人気クッキングスタジオでは美食の都市であるナポリ、風光

明媚な地中海沿岸地方リヴィエラ、永遠の都と称されるローマの伝統

的な家庭料理を学べるクッキン

グクラスを開講中! コースはど

れも前菜、メイン1、メイン2、デ

ザートの作り方を教えてくれる

ので、一度にたくさんのレシピ

が学べるのが魅力だ。

クッキングスタジオ
Easy n’ Tasty

Shop 1A, 53 Ship St., Wan Chai
(852)6711-0582
大人向けクラス：プライベートクラスHKD2,000、グループクラスHKD420～
ティーン向けクラス：プライベートクラスHKD2,000、グループクラスHKD420～

香港ピックアップ
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香港＆広東

香港

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/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港30K～35K
大手ITソフトウェア企業にて、システムや自社
製品の営業募集。アジア・中国エリアの顧客を
担当。要保険業界でのIT関連経験、ビジネスレ
ベルの英語。

サービス系/
その他サービス

香港/九龍 インテリジェンス
香港

16K～21K

日本からの観光客向けに、サービスカウンター
での顧客対応業務。香港の情報案内やサービ
ス加盟店利用予約など。ブログの更新・販促
ツールの作成。日常会話レベルの広東語また
は普通話、日本での就労経験必須。

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） 

香港/九龍

～20K
大手玩具メーカーより、総務ポジション。契約
書作成、日本本社との連絡、MDの秘書業務など。
語学：日本語（ビジネスレベル）、英語・普通話
（コミュニケーションレベル）。

インテリジェンス
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・投資顧問 

香港/香港島 応相談
証券会社にて、コーポレートアクセス業務。日系
企業と投資家とのタイムリーかつスムーズなア
クセスを遂行。財界・政治・産業の要人とのコン
タクト経験、流暢な英語・日本語能力必須。

インテリジェンス
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・投資顧問 

香港/香港島 20K～23K

新規設立企業にて、Webサイトの構築および
メンテナンスサポート業務。在日本チームの
指示のもと、現地ベンダーとの打ち合わせなど。
日常会話レベル以上の英語力必須。ITまたは
金融業界経験あれば尚可。　

インテリジェンス
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・投資顧問 

香港/香港島 30K～35K

金融機関の調査部にてリサーチ業務。担当セ
クターの顧客訪問・ヒアリングおよびレポート
発信業務。必須要件は、１）市場リサーチ・アナ
リストまたは財務分析経験。２）流暢な英語力。
３）大卒。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

25K～30K香港/新界
日系食品小売業から購買マネジャー募集。メ
ニューに沿い、原価計算をしながら該当する
食品メーカーからの購買業務。要食品購買経験
と日常会話レベルの英語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 16K～20K香港/香港島

保険会社にて、法人顧客の窓口を担当。顧客と
の良好な関係を保ち、営業業務の補佐を担う。
入社後は保険ライセンス取得必須。必須要件は、
1）3年以上の保険または金融業界での就労
経験。2）ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

40K～

香港/香港島

大手IT企業にて営業企画マネジャー募集。要IT
業界での営業もしくは営業企画・マーケティン
グ経験5年以上。ビジネスレベルの英語。マネ
ジメント経験者は尚歓迎。

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 

20K～23K

香港/香港島

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

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 25K～28K

アメリカに本社を置く、通信会社でのカスタ
マーサービス業務。日系企業をメインに問い合
わせ対応や各部署と連携して課題解決など。
要ビジネスレベルの英語。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

20K～25K

香港にて絶賛拡大中の日本食小売企業より、
商品開発ポジションの募集。日本の食品メー
カーと連携し、メニュー企画・開発。要食品
メーカーでの商品開発経験、ビジネスレベル
の英語。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
広州

インテリジェンス
香港ベトナム

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 

RMB
17K～19K

その他
華南地域

広東省内の既存顧客のフォローと新規開拓
営業。中国での留学経験者・就労経験者歓迎。
普通話不問。英語ができれば尚可。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） ～USD2K

ベトナムの金属加工関連企業にて、日系企業
向けの既存営業。製品知識不問（OJTにて習得）。
要日常会話レベル以上の英語。営業経験者尚可。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
15K～20K

日系大手企業でITインフラ営業。新規開拓営業
及び既存顧客のフォロー業務。必須条件は、
中国語でIT用語を用いて会話・資料作成がで
きる方。IT関連の営業経験がある方。

その他
華南地域

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（機械・電気・電子） 

香港/九龍 15K
日本の営業所から来る問い合わせ業務全般。
サプライヤー探しから受発注、生産管理業務
まで対応していただきます。

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/九龍 40K～50K

副総経理ポジション。売り上げ管理、予算管理、
会計業務、会計専任スタッフのマネジメント。
銀行とのやり取り、与信管理など。香港会計
知識必須、決算書の作成、L/Cが出来る方。

香港/九龍 30K～50K 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）

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。関連業務
経験必須。普通話スピーカー優遇。

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） 東莞 20K～25K

生産技術。語学不問、電気、電子工学、機械系
卒業、5年前後の生産技術部門のご経験（製造
のアッセンブリ、組み立て経験）。

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） 深圳

購買課長。電子部品に関する技術的な知識を
持っており基板回路図、部品のスペックを見て、
他部品への置き換え提案ができる。要日常会話
レベルの普通話。

～RMB30K
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香港＆広東香港

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（機械・電気・電子） 香港/新界 20K～25K

香港系モバイルアプリケーション企業にて通訳
を募集。通訳内容は中国語から日本語へ。通訳
経験者、北京語、広東語を読める方歓迎。

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 20K～25K

金融会社での会計アシスタント募集。クライア
ントへの会計レポートや進捗管理、監査サ
ポート等。会計関連の学位保持者。日本語ネイ
ティブでビジネスレベルの英語要。関連業務の
経験者なら尚良。向上心の強い方。

香港/香港島 20K～25K RGF 香港

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。

RGF 香港20K～25K香港/香港島
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

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 

30K～35K

中国及び東アジア市場の設定産業に関する現状、
今後の調査、分析、情報収集、レポート作成。主に
日系企業とのディスカッション及びプレゼンテー
ション、中国への出張。ビジネスレベルの英語力
必須。金融関連、アナリスト、留学経験者など歓迎。

香港/香港島

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。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

15K～18K香港/九龍
日系商社にてアシスタントを募集。北京語必須。
顧客対応、本社とのやりとり、アシスタント業務。

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/
その他サービス 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

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 

23K香港/九龍

外資系E-Commerce企業にてMarketing 
& Business Development Associate
を募集。E-Commerceマーケティング、SNS
を使用した広告、新規開拓を含む。経験不問、
英語必須。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

20K～22K香港/九龍
6か月契約の秘書業務。日本人上司への秘書
業務、東京本社との連絡、営業資料の作成、
会議の調整、出張手配、電話・来客対応。

RGF 香港 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）/
コンサルタント 

その他アジア 応相談
ヤンゴン勤務！ 公認会計士を募集。日系顧客
向け税務・会計アドバイス、コンサルティング
業務全般。日本国公認会計士或いは米国公認
会計士資格を持つ方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

18K～25K香港/新界
日系商社が、経理担当を募集。中国語（北京語
または広東語）準ビジネスレベル以上、1年以上
の会計経験。経理業務一部内省化のための仕組
み作り、会計コンサルティング会社とのやりとり。

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 

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。

80K～100K企画・広報・経営管理系/
金融・保険 

大手投資会社にて、投資業務を担える人材を
募集。不動産、金融案件を軸に幅広い業務を
担当予定。案件ベースでM＆A業務にも参画。
日本語＆北京語ビジネスレベル以上、金融機
関での投融資経験を持つ方。※上海勤務。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 20K
大手保険業務代行企業にて、アシスタント職を
募集中。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 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

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

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 

50K～80K香港/九龍
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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

15K～18K香港/九龍
金融サービス業でのカスタマーサポート。ビジ
ネスパートナーや顧客問い合わせ対応、アド
ミニ、マネジャーのアシスト等。ビジネス英語要。
IIQE合格者尚可。

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/新界生産管理・品質管理/
小売・流通 20K

日系大手物流企業にて、Warehouse 
Supervisorを募集。倉庫管理業務における
サービス向上、品質保持、倉庫管理業務、実際
の荷物積荷作業などにも関わる。経験不問。
北京語或いは広東語必須。

RGF 香港上海

ビジネス（香港・広東共通）
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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

変化を恐れずに経済合理性を追求する

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20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。

　パナマ文書の流出報道以来、「税金逃れ」という言葉が文
字が各所で踊っている。「税金逃れ」という言葉自体、すぐに
犯罪を意味するものではない。明らかな法律違反である脱
税と合法的に税金を節約する行為である節税を含めて、こ
の言葉を使っている。税金逃れ、と聞いて良いイメージを抱く
人はいないだろう。直接、法には触れない節税もつくづく世
間では嫌悪感のあるものなのだな、と思う。
　本来タックスヘイブンができたのはそこに「余地」があっ
たからである。主権とは国家が他国からの干渉を受けずに
独自の意思決定を行う権利であるがどんな貧しい小国とは
いえ、国家であれば他の国から侵害されない主権がある。
例えば通常、多くの国は主権を行使して自国内に設立され
た企業（法人）から法人税を徴収する。国内で営利活動をお
こなって得た利益の中から自国に税金を納めるというのは
ごく当たり前のことである。自国に多くの消費者（国民）がい
れば、国内に工場を作り、流通を整えれば経済が活性化して
国は豊かになる。
　ところが絶海の孤島にあるような人口の少ない国ではそ
れが難しい。もちろんその国の人たちも豊かな生活を求め

る心も権利もある。だから彼らが主権を使って「我が国に設
立した法人が海外で挙げた利益に関しては課税しない」とい
う法律を作った。自国をタックスヘイブン化したのである。各
国で利益を挙げている企業はそこに子会社として法人を設
立して事業を移せば、自国で挙げた利益が子会社のある国
では海外での利益になるので税金を支払わなくて済むとい
う「余地」ができた。その余地を利用するのは違法ではな
い。タックスヘイブン化した国には海外の企業が進出してく
るようになり、そこにさまざまな事務作業や賃貸需要が発生
して雇用が増えて国民が豊かになった。進出した企業も嬉
しいし、タックスヘイブンも嬉しい、いわゆるWin-Winの関
係である。
　しかし、もともとその企業があった本国は法人税を取りっ
ぱぐれることになるので当然不服だ。だが本国にも主権が
ある。「タックスヘイブンに設立した子会社が挙げた利益に
関しては本国にある本社の利益と合算してみなし課税をす
る」という法律を作って対抗したりする。つまり不備な制度
の抜け穴を利用して貧しい小国や節税したい企業が経済合
理的な行動をとった結果起こったことであり、今度は本国が

自国の経済合理性を追求してその抜け穴を塞いだというこ
とである。要するに人間の社会はまだまだ未完成で明文化
されたルールではカバーしきれてない部分がたくさんある
ということではないかと思う。だから道義上どうかとは思う
が法律のうえでは問題ない、ということが起こるのであろう。
　こうした人間社会の不備な部分は今後も新しい規定に
よって制御されてゆくことだろう。その過程でこれまではよ
かったのに急にダメになったということも多々発生してくる
はずだ。それは文明の発展の一環としては仕方のないことで
ある。将来の変化のリスクを恐れて何もしないという手もあ
るが、それでは変化の乏しい退屈な人生になってしまうだろ
う。大切なのは人間の社会は常に歴史の中で変化が続いて
いるというのを認識しながらも経済合理的な探求をやめな
いことだと思う。ときには道義的な観点から、ときにはただ
単に権力者のエゴで今の常識が覆されることはあっても、
新しいことは常に生まれてくるのである。
　自分のアンテナを磨き、生きている限り変化に敏感であ
ることをやめてはいけない。

ビジネス（香港・広東共通）
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・San Po Kong

・K-11
・Discovery Bay 

・New Town Plaza
・City One
・Ma On Shan

・MTR Shek Mun
・Tuen Mun
・MTR East TST

・Kowloon City
・Wong Tai Sin
・Tseung Kwan O (Taste)

・Tsim Sha Tsui
・Fo Tan The Palazzo
・Sheung Shui

・Tseung Kwan O Po Lam
・Wan Chai Hopewell Centre
・Wan Chai Emperor Centre

・MTR Mei Foo
・Tsim Sha Tsui East Crystal Centre
・Tsuen Wan

・Kennedy Town
・Lei Yue Mun
・Tseung Kwan O Sheung Tak
・Ma Tau Wai

・Airport
・MTR Prince Edward
・MTR Tung Chung
・MTR Yuen Long

・Sai Wan Ho
・Tai Po
・MTR Lok Fu

・Kwai Fong
・Kowloon Bay Amoy Plaza
・Island Crest

・Western Market
・Sun Hung Kai Centre

・Lei King Wan
・Queensway United Centre

・Tseung Kwan O East Point
・Tsuen Wan Citywalk

・Shatin YATA
・Tai Po Yata 

・Hung Hom Whampoa
・Olympian City 3

・Kornhill
・APM Yata

・Sheung Shui
・Fo Tan Plaza Ascot
・Shatin Home Square 

・Skyline Plaza　 
・Tuen Mun V city
・Tai Wo Plaza　

香港国際空港 ターミナル１にもございます！ ご出張、ご旅行の際はぜひご利用ください。
店舗一覧

www.a-1bakery.com.hk

日本・大阪で1948年に創業し、昨年香港で創業30周年を
迎えた「A-1 BAKERY」。日本と同様、毎日新鮮で焼き立
て、栄養価の高い商品を提供するという姿勢を貫いてい
る。「より自然でおいしく」をモットーにしている同社は、
小麦粉は100％日本産のものを使い、水のpH値にもこだ
わるなど、品質のためには妥協を許さない。沙田（シャー
ティン）に1号店をオープンしてから今まで、グループ全
体で60店舗以上を展開するまでに成長し、2020年まで
に100店舗出店を目指すという目標を掲げるなど、今後
益々活躍が期待される企業だ。今回はそんな今年5月で
31年目を迎えた「A-1 BAKERY」について紹介しよう。

General Manager
楊井元伸
安全、安心、美味しいをモットー
に香港で３１年目を迎えることが
できたのは、皆様の温かいサポー
トのお蔭です。今後とも宜しくお願
い致します。

Chief Operation Officer
田渕義和
楽しくてワクワクするようなベーカ
リーが創造できるように、これからも

よりアグレッシブに頑張ります！

Message

New Face

メロンパン
日本のA-1ベーカリーの伝統的なレシピを香
港で再現。フランス産発酵バターを使用し、
サクサクのクッキー生地にしっとりしたパン
生地を包みこみました。

カレーパン
数種類のスパイスをブレンドしたカレーを、ほんのり甘いドーナツ生地に包みこみカリカリに揚げました。

純北海道クリー
ムシュークリー

ム

北海道産生ク
リームを100%

使用したクリー

ムと自家製カス
タードクリーム

をたっぷり絞り

込んだシューク
リーム。

カツバーガー
ボリューム満点の自家製トンカツをマヨネーズ、レタスと一緒に当社オリジナルのふかふかのバンにサンドしました。

　昨年2015年、A-1ベーカリー香港は創立30周年記念を迎えた。

A-1ベーカリーでは、日頃の感謝の気持ちを込めて、様々な日系企業とタッグを

組んでジョイントプロモーションやコラボ企画を展開した。

　まず第一弾として、昨年6月、大人気キャラクタードラえもんとのコラボ企画でパンケーキ

を販売し大盛況となったのを皮切りに、７～8月には大阪の航空会社「Peach Aviation」とのコラボでたこ焼き

パンと沖縄食材を使用した3種のデザートを販売した。この企画では、コラボ商品を購入

すると大阪行、沖縄行の往復航空券の抽選に参加できるとあって、大好評を博した。

　また8月下旬から9月下旬にかけては、サンリオの人気キャラクター「ぐでたま」とのコ

ラボした月餅を販売。なんと発売初日に即日完売という、注目度の高さを示す

結果に！さらに11月にはFranc francとのコラボで、エコ

バッグとマカロンを販売。期間中に同商品を購入すると、

抽選でFranc francで使えるギフト券またはマカロンクッ

ションが当たる等のキャンペーンが大変な反響を呼んだ。

　　社内の取り組みでは、A-1ベーカリーのデザ

イナーが手書きで再現した“A-1ビレッジ”が２

階建てバス壁面一面に描かれ、香港中の道路

を駆け巡り、A-1ベーカリー30周年を祝した。

　2月からA-1ベーカ
リーに新たな顔ぶれが
加わった。彼は異色の経
歴の持ち主だ。静岡県で
生まれ、幼少時代に父親の
仕事の関係で6年間を香港で過ごした後、再び
日本に戻り、中学、高校、大学時代を日本で過ご
す。その後、日本の証券会社を経て、もともと会
計士の世界に興味のあった彼は、期間工で1年
間必死に働いて貯金し、オーストラリアの会計
大学院へ。公認会計士の資格を取得し、香港
の某監査法人に就職。8年間勤務した後、「この
会社だと面白い事が出来そう」だからと、今年
からA-1ベーカリーの一員となった。
　趣味はカラオケとゴルフ。特にカラオケに関
しては、中学校時代に県の合唱コンクールで銀
賞を取ったほどの歌唱力だ。十八番は徳永英
明の「レイニーブルー」「シングルアゲイン」。
　最後に、関本さんに会社への思いを伺った。

「やっぱり、社員一人ひとりが楽しめていない
と、お客さんが楽しめない。店に来て面白い
なって思える、社員もお客さんも含めて皆が楽
しめる、そんな会社作りを目指していきたい」と
の事。その眼差しは熱く、まっすぐA-1ベーカリ
の未来を見据えていた。

香港在住日本
人に

香港在住日本
人に

人気のパンといえば…人気のパンといえば…
Chief Financial Officer
関本 崇

香港31年目を迎えて香港31年目を迎えて

焼きそばパン

懐かしの焼き
そばパンです

。隠し味にマス

タードとマヨネ
ーズをドッグパ

ンにしのばせ

た、食事パンの
王道的なパン

です。

オフィスも新しくなり、もうすぐ移転予定！
9/F., Kings Wing Plaza 1, 3 On Kwan St.
Shek Mun, Sha Tin

New O�ce

ビジネス（香港・広東共通）
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フィリピンでビジネス英語
「費用対効果No.1」宣言！ 最高級マン
ツーマン授業を格安価格で！ 他校も
経験した生徒様のリピーター率や口コ
ミ生徒数でも実績証明！ 留学エー
ジェントを介さずSNSフル活用で留学
料金を約30％低減！ 日本人校長の英
語力向上で証明している他校にない教
授法を採用！8年間超の運営実績。成果
コミットプログラム（FEPEP）も利用可
能！ 旅行感覚で利用可能な週末留学
（土日20時間集中マンツーマン授業）
毎日3食（年中無休）・高速WIFIインター
ネット付の英語留学が1週間15,000円
から可能！ 信じられないような「格安
価格」で「高品質」な英語留学を提供
中。夢を応援するＥＢで費用対効果
No.1の英語留学を体験して下さい！
EBを通じて一人でも多くの人が世界へ
羽ばたくのを応援します。「英語」は皆
様の人生を更に豊かにしてくれます。
会社名：English Breakthrough Limited（EB）
代表者：神谷俊介（Shunsuke ”Shaun” Kamiya)
住所：Block5 Lot14, Gabriela Silang St., 
New Capitol Estates1, Batasan Hills, 
Quezon City, Philippines
連絡先：050-3706-3636,
+63-947-9946607, +63-2-881-5455
EMAIL：englishbreakthrough08@gmail.com
URL：http://english-breakthrough.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た
に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡

くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで"
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シェフ、ホールスタッフ募集！

大阪に10店舗、東京に2店舗店を構える
日本の有名串かつ専門店「じゃんじゃん」
では新しくオープンした灣仔店のホール
スタッフ、シェフを募集しています! 経験
は問いません。串かつの本場「大阪・新世
界」で安くてうまい串かつを作り続けた
「じゃんじゃん」のアットホームな雰囲気
の中であなたらしく楽しく働きませんか？
・高給料、ボーナス・チップあり
・まかないあり
・MPF（安心のMPFファンドSunlife委託）あり
・柔軟な勤務体系
・語学研修あり
スタッフを育てる環境を大切にしてい
ます。一緒に夢を叶えましょう！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。
メール：shih@janjan.com.hk
電話：(852)6382-8446（Mr. Shih）
ウェブ：www.kushikatu-janjan.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パート
タイムスタッフを募集しています。語学
が好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお
送りください。
ベビーシッターも募集中です。
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：2362-9991（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。）

　保険ショップ『保険クリニック』では、“仕事のやる気モード”について、20代か
ら40代の働く男性500人を対象にアンケート調査を実施。以前に実施した女性
に対する同様のアンケート調査の結果とともに結果をまとめた。

■商談やプレゼン、締め切り前など、あなたが仕事で
　やる気モードになる時はありますか。
　商談やプレゼン、締切前など、
仕事でやる気モードになる時が
あるかどうか聞いたところ、20代
から40代の働く男子のうち半数以
上である56％の人が「ある」と回
答した。女子の50.2％に比べわず
かに高い結果となっている。やる
気モードになることがない人は男
女とも約20％程度であった。

■仕事でやる気モードがオンになるのはどんな時ですか。

 
　仕事でやる気モードがオンになるシチュエーションを聞いたところ、男子は1位
「失敗が許されない仕事に取り掛かる時」(女子の3位)、2位「締切がタイトな仕事
を引き受けた時」(女子の1位)だということが分かった。その他、大事な取引先へ
のプレゼンや自社内の大事な会議での発表など、男子は仕事の質に応じてス
イッチが入る傾向がある事が伺える。

■仕事でやる気モードになるために、自分のための消費をする事がありますか。
　仕事でやる気モードになる男子280人、女子251人にやる気モードになるため
に、 自分のための消費があるか聞いたところ男子の52.9％、 女子の58.2％が「よ
くある」「たまにある」と回答、男女共に約半数は自分への消費でやる気モードに
なることが分かった。

■仕事でやる気モードになるために、1回に使う金額はいくらくらいですか。
　前問で、仕事でやる気モードになるために、自分のための消費をすることが「よ
くある」「たまにある」「あまりない」と回答した人に、その金額を聞いたところ、男子
の平均額は4,964円。女子の3,511円よりも1,000円以上高い結果となった。

■仕事でやる気モードになるために、今までで一番「多く」使った1回の金額と、
　その使い道を教えてください。

 
　今までやる気モードになるために1回に使った金額の最高額は、男子は車で
350万円、女子はブランドバッグで98万円だった。その他の使いみちとしては、
「スイーツ」「豪華なランチ」「飲み会」など食べ物や飲み物が最も多く、男女共に
約60％以上を占めた。 男子の中でもチョコやコンビニスイーツなど、 甘いもの
を購入する方も多いことが分かった。それ以外は「バッグ・時計・靴」「スーツ」等
の洋服や小物、 「趣味」のといった回答が挙げられた。
　車やブランドバックを買うかはさておいて、日々仕事に頑張る自分へのご褒美
として自分のために消費をすることは、「やる気モード」になる近道でもあること
を考えると一石二鳥。有用なお金の使い方と言えるのではないだろうか。
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【調査概要】
『保険クリニック』調べ
有効回答数：1,372件
有効回答数： 男女各500人
年齢：20歳～49歳の有職者
調査方法：Webアンケート
調査期間：男性…2016年3月30日～4月4日、女性…2016年2月16日～2月19日

女子と男子を比較！ 仕事の「やる気モード」に関するアンケート調査
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ビジネス（香港・広東共通）
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　MTR湾仔(ワンチャイ)駅から徒歩約5分、クイーンズロードイースト沿いに位置する
「THE SMILE BAR(スマイルバー)」は、今や世界中で人気の美容ケアの1つとなった歯の
ホワイトニング専門店。昨年7月にオープンして以来、わずか20分の施術で見違えるほど
のように輝く白い歯が手に入ると話題を呼んでいる。
　スウェーデン発の同店は、顧客それぞれの歯の状態によってホワイトニング方法を変
えた丁寧なサービスと短時間で抜群の効果が得られる点が魅力で、時間がないという
人にもオススメ。施術は、特別にデザインした卵型カプセルに設けられた椅子に座り、
スウェーデンから輸入したホワイトニングランプとジェルを使用して歯の黒ずんだ部分

を白くするというもの。歯茎に影響を与えず歯の表
面だけに作用する100％安全なジェルを使用し、ト
レーニングをしっかり受けたプロのスタッフにより
施術されるため、痛みを伴うことはない。

　また、初めて訪れる方には、「smiletenders」と呼ばれるスタッフによる施術方法の説
明があり、安心して体験することができるのも嬉しい。マウスリンスと歯磨き粉を用いて
歯と口を洗浄した後、卵型のカプセルへ移動し施術が始まる。20分後、見違えるような
白い歯になっているのが一目でわかることだろう。それぞ
れの歯の健康やライフスタイル（紅茶、コーヒー、タバコな
ど）にもよるが、最高で6ヶ月ほどのホワイトニング効果が得
られるという。
　コースは、シングル(1回×20分 HKD688)、ダブル(2回× 
20分 HKD1,188)、トリプル(3回×20分 HKD1,588)、1年を
通じたイヤーホワイトニング(12回×20分 HKD5,888)の4
種類。また、ホワイトニングを受けた後には、歯のエナメル質を守る「Nano Seal Total+ 
（HKD288）」も追加で承っている。 
　結婚式やパーティーを控えている方は、さっそく訪れてみてはいかがだろうか。これで
白く輝く完璧な笑顔はあなたのもの！

歯の黒ずみが気になる方必見！
たった20分の施術で白い輝きが手に入る！
THE SMILE BAR
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

THE SMILE BAR
住所：1/F., Hang Wai Commercial Building, 
　　  231-233 Queen’s Rd. East, Wan Chai
電話：(852)2620-0615
Whatapps：(852)5917-0215
メール：info@the-smile-bar.com
時間：月～土　10:00～22:00
　　  日　　　14:00～20:00
ウェブ：www.the-smile-bar.com.hk
フェイスブック：TheSmileBarHK

Y o u r  t e e t h  w h i t e n i n g  p a r t n e r
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