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　香港現地で日本人が加入できる保険商品は、貯蓄型生命保険、高度
医療保障保険、元本保証型個人年金プランなどがあるが、いずれも米ド
ル建てか香港ドル建ての高格付け債券を中心とした運用で、一定の運
用期間を満たすことで元本以上の配当収入が保証されたプランだ。
　各プランの予定利回りは各保険会社によって異なるが、カナダ系大手
生保S社の元本保証型個人年金プラン(60歳～90歳満期)で35歳加入、60
歳受け取りの場合、保証利回りが年利2%、予定利回りが年利3.4%となる。
将来的な年金対策を目的とした比較的中長期の運用が可能であれば、銀
行の定期預金よりも利回りが高く、魅力的な金融商品の一つと言える。
　こうした保険商品を選択するうえで気を付けるべきことは、商品によっ
て保証利回りと予定利回りが大きく異なるケースがあるということだ。保
証利回り部分は高格付け債券を中心とした運用となり、将来の受取り予
定金額は、保険会社によって将来の支払いが約束されている金額となる。
　一方、予定利回りには株式など市場変動のある金融商品での運用が
含まれており、将来の受取り予定金額は、現時点の運用利回りが将来も
続く前提での見積り額となる。

　香港保険選びのポイントは、保険会社の格付けが高く、出来るだけ保
証利回りの高い保険商品を選択するべきだ。将来の予定利回りが保証
利回りの数倍にもなる商品もあるが、こうした商品は株式など市場変動
のある金融商品での運用比率が高くなるため、将来の予定利回りが大
きく変動する可能性が高くなる。
　香港保険選びのポイントについて更に詳しく知りたい方は、「海外で
作る自分年金セミナー」に一度参加されてみてはどうだろうか？ 香港・
深圳での個別相談会は随時開催しているので、気軽に問い合わせてみ
ると良い。

尖沙咀のレンタルオフィス
快適なオフィスライフを送るならココ！
　MTR尖沙咀（チムサーチョイ）駅から徒歩5分の距離に位置する「クラ
ウンビジネスセンター」は最短1ヵ月からサービスを受けられるレンタル
オフィス。九龍側の商業の中心地・尖沙咀という絶好のビジネスポイン
トに拠点を、というビジネスマンの強い味方だ。施設内にはウッドテイス
トを基調とした落ち着いた空間が広がっており、1～7人用の個室、会議
室、電子レンジや冷蔵庫が設置された共同ラウンジを備えている他、プ
ラン内には受付や電話対応、空調、電気、清掃、電話、インターネットなど
の各料金と、、郵送物管理などのサービスが含まれている。もちろんカ
ラーコピー機、シュレッダーなどのビジネス用品も設置されており、ビジ
ネスを運営する上での必要なものは全て揃っていると言っても過言で
はない。
　物理的なオフィス空間は必要ではないが、オフィス用の住所が欲しい

という「ヴァーチャルオフィス」を必要とする人向けのサービスも用意し
ている。電話対応や郵送物管理なども対応してくれるため、実際の仕事
場は別の場所にあるという人にも最適だ。
　誰しも気持ちいいオフィスで仕事に励みたいもの。心地よいオフィス
空間を提供してくれるクラウンビジネスセンターで快適なオフィスライ
フを手に入れよう！

Crown Business Center（クラウンビジネスセンター）
住所：5/F., Kowloon Centre, 29-39 Ashley Rd., TST
電話：(852)3950-8600 
ウェブ：www.crownbc.com.hk/en/crown-business-center

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「香港保険選びのポイント」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
6月4日（土）14:00～16:00 香港上環オフィス
6月5日（日）14:00～16:00 深圳粤海酒店
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
HP：www.kenshin.com.hk
香港携帯：(852)9062-0532　中国携帯：(86)136-9184-0363

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

香港トピックス

02 Pocket Page Weekly 27 May 2016 No. 541
B



香港

香港

香港

香港

03Pocket Page Weekly 27 May 2016 No. 541
B



香港

香港

香港

香港

今週の香港ピックアップ コメディーライブショー
Fluffy Breaks Even

6月8日

SEVVA for RALPH LAUREN
オール・アメリカン・ハイティー

～6月11日

期間限定！ ラルフローレンのアフタヌーンティーセット！
　中環の美しいハーバービューが見渡せることでも人気のレストラン
「SEVVA」。この度、アメリカのラグジュアリーファッョンブランド「ラルフ
ローレン」のレディースフロアがプリンスビルにオープンしたのを記念

し、「オール・アメリカン・ハイティー」が誕
生。アメリカンカジュアルフードを高品質
にアレンジしている。

Runway 11, AsiaWorld-Expo 
20:00～
HKD888、HKD788、HKD688

迫力のライブを映画館で！
　人気声優、鈴村健一の野外ステージでのライブがリアルタイムで香港

の映画館で上映される。昨年も開催された同ライブでは河口湖駅との

コラボ企画があったりと、観客を飽きさ

せない工夫もいっぱい！ 星空のもとで

行われるファンタジックなステージを見

逃すな！

鈴村健一「満天LIVE 2016」
ライブビューイング

6月19日

アメリカンコメディー界の人気者が登場！
　俳優・作家・プロデューサーとしても活躍するなど、多彩な才能をもつコメディアン、ガ

ブリエル・イグレシアスが、この夏、アジアツアーの一貫としてアジアワールドエキスポで

コメディーライブを行う。アメリカ、カリフォルニア州出身の彼がお笑いに目覚めたのは

彼がまだ子供の頃。シングルマザーの家庭で、6人兄弟の末っ子だった彼は、周りを笑わ

せることで厳しい生活を乗り越えていたのだ。コメディアンとしてデビューした後はスト

リートライブなどで着実にファンを増やし続け、今やアメリカコメディ界にはなくては成

らない存在に。「Fluffy」（ぽちゃぽちゃ）の愛称で親しまれ、年代を問わず多くの人に愛さ

れる彼と、彼の仲間達が作り出すダイナミックな「お笑い」の世界に飛び込んで、あなた

も爆笑の渦に巻き込まれよう！

香港の「笑えない」住宅事情がテーマ
　新築の家を購入したい主人公のウィル。しかしそんな彼に待っている

のは気の遠くなるような「節約生活」。そしてより価値のある家をどうやっ

て見極めるか、などの問題も山積で・・・。重くなりがちな題材を恋愛ストー

リーなどを交えコミカルに描いた作品だ。 

コメディー演劇
The King of Fo Tan

6月2日～4日

Fringe Club
2 Lower Albert Rd., Central
19:30
(852)2521-7251
www.hkticketing.com/events/CETHEKI0616
一般: HKD200
フリンジクラブメンバー: HKD160
学生・シニア・障がい者：HKD120

SEVVA, 25/F., Prince’s Bldg., 
10 Chater Rd., Central
月～金 14:30～17:00、土 15:00～17:30
(852)2537-1388
www.sevva.hk
HKD820

97 Wellington St., Central
月～土 18:00～26:00
(852)2810-6969
001

MCL Telford ：Telford Garden, No. 33 Wai Yip St., Kowloon Bay
the sky：1/F., Olympian City 2, 18 Hoi Ting Rd., West Kowloon
16:00
http://liveviewing.jp/screenings/suzumurakenichi-eng

隠れ家的バーで大人の時間を
　昨年12月に中環にオープンしたばかりのラグジュアリーバー「001」。呼

び鈴付きの黒いドアの入口は探し歩いてもなかなか見つからないほど。

人気の秘密は絶妙にアレンジされた

アールグレイとグリルチーズサンド

イッチ。週末はひっそりと佇むバーで

優雅な大人の時間を過ごしてみては

いかが？

隠れ家的バー
001

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

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/九龍 インテリジェンス
香港30K～80K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）。富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。新規顧客開拓メイン・金融セミ
ナーの企画・開催。RM業務経験および英語力
必須。普通話スピーカー歓迎。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 インテリジェンス
香港

20K～23K
自動車部品の購買ポジション。コスト・各拠点
の売価・原価の比較分析、拠点への発信業務。
要日常会話レベル以上の英語と普通語。購買
経験者や金属加工に詳しい方歓迎！

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

香港/九龍

20K
化学原料販売の営業業務全般。普通語コミュ
ニケーションレベル必須。英語および広東語もで
きれば尚可。華南地区へ頻繁に通う必要あり。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K～23K

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

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 50K

コーポレートファイナンスアドバイザリーおよ
びM&A案件の実行。リレーションシップマネ
ジメント・ソーシングなど。必須要件は、1)4年
以上のFA/IPO/M&A実行経験。2)英語・
普通話・広東語スキル。

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 25K
コーポレートアクセス・証券関連業務（新規・
既存）。営業とIR管理。要3年程の証券もしくは
銀行勤務経験、およびビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

20K～25K香港/新界

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

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 

25K～30K香港/香港島
華南地域における自動車関連の査定業務（香港
を含む）。ライセンス取得の調査や現地スタッ
フの雇用・研修も含む。要ビジネスレベルの
日本語と英語、保険業界に興味がある方。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
その他サービス 25K～35K

香港/香港島

特許権のある食品関連商品の販売、BtoB。
要3～10年の営業経験、ビジネスレベルの英語
（特に書類確認スキル）。

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 

25K～28K

香港/香港島

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）。

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・教育・公的機関など 

香港/香港島 HKD
85～110/hr

派遣スタッフ募集。プレゼン資料作成、エクセ
ルでのデータ処理等の事務業務など。月～金、
1ヶ月の短期派遣（その後延長の可能性有）。
要PCスキル、ビジネスレベルの英語。永久、ま
たは家族ビザを持つ方。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子） 

40K

オーディオメーカーよりプロジェクトマネ
ジャー募集。深圳工場にてプロジェクト開発
チームを統率。設計検証・安全推奨・信頼性テ
ストプランの実施など。要関連知識と経験、英語
必須、普通話できれば尚可。

インテリジェンス
香港深圳

キングスウェイ

キングスウェイ香港/香港島

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 

～24K香港/香港島
夜間シフト勤務可能な方。電話・メールによる
カスタマーサポート業務。書類整理、会議通訳
など。ビジネスレベルの英語。就労可能なビザ
ホルダーの方。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
専門商社・総合商社 

応相談
設計図などの翻訳。日本人と香港人技術者と
の通訳業務。ビジネスレベルの広東語必須。
勤務時間相談可、期間限定勤務。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

USD
1.5K～2K

サービスアパートメントの管理（スタッフ管理・
居住者サポート等）と法人向け営業。要社会人
経験３年以上。語学不問。

ベトナム

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。

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）。

香港/新界 25K～30K 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） 

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
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州 RMB

10K～25K

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。経験不問。積極
的で、提案能力のある方。営業経験・IT業界の
経験ある方歓迎。普通話又は英語で社内交流
できる程度。

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） 

深圳
ワイヤーハーネス技術者。ワイヤーハーネス
業界の生産技術や設計の経験者。要日常会話
レベルの普通話。

RMB
20K～25K
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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 

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/香港島 30K OEM、ODMマネジャー。華南地区とアジアへ

出張あり。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

香港/九龍 ～25K
2年以上の営業事務もしくはカスタマーサー
ビス経験。日系営業部門のサポート業務（訪問
営業への同行あり）、顧客問合せ対応。コミュ
ニケーションレベルの英語または広東語。

アジア拠点 応相談 キングスウェイ
日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系既
存顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士と
の調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮可。

キングスウェイ応相談日本
営業経験3年以上。海外子会社をサポートする
にあたり、1～2ヶ月の長期出張を繰り返すス
タイルの営業。長期出張対応可能な方。ビジネ
スレベルの英語。

キングスウェイ～30K香港/九龍

3年以上のメーカーでの技術経験。東南アジア、
オセアニア、インド及び中東地区等の既存代理
店営業、新規代理店開拓・技術支援など。英語
ビジネスレベル以上（北京語尚可）。出張可能な
方。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム ～20K

2年以上の営業経験。日系法人顧客、個人顧客
に対する営業、通信サービスの販売。法人顧客
営業の経験者尚可。コミュニケーションレベル
の英語。新規ビザサポートあり。

香港/九龍

香港/九龍

～24K
業界経験不問、営業経験必須。ネットショップ、
病院やその他卸売り企業への営業。メールや
電話での内勤営業が中心。語学不問。新規ビ
ザサポートあり。

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 

18K～23K香港/香港島
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。

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 

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
専門商社・総合商社

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

30K～35K香港/香港島

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。

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 

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。

RGF 香港 香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

香港/九龍 18K～20K
インドアセールス（兼セールスアシスタント
業務）。日本向け顧客の営業窓口、受発注処理、
問い合わせ対応、出荷（納期）管理、書類作成等。

香港WORKSサービス系/外食・フード 35K～50K
但し家賃込み香港/香港島

日本の伝統ある老舗高級日本料理（天ぷら・
割烹）レストランが香港上陸。ヘッドシェフの
募集。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

～19K香港/九龍

営業事務もしくはカスタマーサービス経験者。
通信会社からの外部委託プロジェクト担当。
日系個人顧客の問合せ窓口業務、通信費滞納者
へのリマインド業務。就労可能なビザホルダー
の方優先。

18K～20Kサービス系/外食・フード
レストランマネジャー。レストランでの顧客へ
の接客。明るく接客ができる方。経験不問。シフ
ト制。

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 23K

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。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 20K～25K

自動車市場における、ブラスチック樹脂販売
営業。自動車部品メーカーに対するプラスチック
樹脂営業販売。プラスチック業界に経験があれ
ばベター。プラスチックに関わらず自動車業界
に経験ある方を優遇。中国語必須。

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）/商社 

50K～70K香港/九龍

与信リスク低減に向けた施策立案と実行推進。取引
先の与信状況の把握と更新業務。新規客先との取
引開始に際し、財務分析を中心とする信用調査の
実施と与信枠設定作業。与信管理、取引先の財務分析
など調書を通した、営業部門へのサポート業務。

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 香港香港/新界
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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 香港上海企画・広報・経営管理系/
金融・保険 80K～100K

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。

香港WORKS香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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シェフのビザは何が違う？
　現在就労ビザの発給年数は初回2年以降3年ずつと
なりますが、シェフのビザでは発給年数は1年で毎年
更新を行う必要があります。初回の申請では、通常の就
労ビザと申請方法や提出する書類に大きな違いはあ
りません。ただ、そのポジションに何故外国人が、何故
その申請者が必要かという点で審査は他と比較すると
厳しいと言えます。ビザ取得の基準が厳しい上に、その
他にも色々と制約を受けてしまいます。それを嫌って
シェフではなく法人や店舗の運営管理者として申請を
行うケースも多いようです。外国人シェフの方は調理と
同時に店舗のマネージメントや従業員教育など管理
職としての業務を担当されていることも多く、マネー
ジャークラス以上の管理職と考えるのは実情に沿って
いると言えます。ですが、明確にビザの取り扱いが異な
り専用とも言えるビザが存在するということは、通常の

就労ビザを持つ人がシェフとして働いても問題ないの
か？という疑問も生じます。実際に管理職として就労ビ
ザを申請したところ、勤務の実情はシェフと判断され適
切な申請を促される事もあるようです。
　店舗（法人）の管理運営を主たる担当業務として就
労ビザを取得した人間がシェフとしてフルタイムで勤
務することに問題はないのか？という事を移民局に確
認したところ、この質問には、「管理職とシェフは全く別
の業務なので適切な申請を行うように」という返答で、
最も聞きたかった「兼務の可否」については明確な答
えは得られませんでした。

スポンサー変更時の手続きは？
　上述の発給年数と更新以外にも違いがあります。
シェフの方のビザラベルには通常の就労ビザとは異な
り、勤務する店舗やスポンサー名が記載され「Change 
of employer is not permitted」と明記されています。就
労ビザの場合、スポンサーの変更申請が承認されれば
転職は認められ、保持しているビザは「継続」という扱
いになりますが、シェフのビザの場合は所謂スポン
サー変更ではなく、新規申請扱いになります。それだけ
ではなく、雇用関係を解消した日から2週間以内に香港
を離れなければならず、更に最終勤務日から2週間は

入国できないことになります。（※出国先については、
「日本（母国）でなければならない」という担当官と「ど
の国でも良い」という担当官がいました。）新しいス
ポンサーの下での申請は上述の2週間を越えてから可
能になります。

パーマネントの申請資格はどうなるの？
　転職の度に新規扱いということは、「継続年数はその
たびにリセットされるのか？」「永久居民申請の目安の7
年はどのようにカウントするのか？」「一つのスポンサー
で7年以上継続して勤務する必要があるのか？」当然こう
いった疑問をもたれると思います。私の周りでも「累計7
年」とか「転職の期間が○ヶ月未満であれば継続としてカ
ウントされる」等の色々と情報が錯綜しています。そのこ
とについて、移民局に複数回確認をしました。結果は、残
念ながら明確な回答は得られませんでした。幾つかのセ
クションに尋ねましたが、やはり「答えられない」との事で
した。回答から推測すると必ずしも転職の度にリセットさ
れるという事ではないようです。おそらく申請者の状況
等により判断が異なるということだと思われます。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326　   メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

シ
ェフ
の
ビ
ザ
取
得
に
つ
い
て

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第７回

ビザ
のこと

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい

ビザ申請に関する無料相談受付中

香港には約17,000件の飲食店があり、その内、日本食レストランは約1,300件とされます。
一時期より幾分落ち着いた感はありますが、それでも年々着実に増えており、
新規の進出や日本人スタッフのビザ相談も多く寄せられます。
そこで今回はシェフのビザについてお話します。

※今回の記事は2016年3，4月に移民局で得た情報をを元に記述しています。
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ドップラーライダシステム（以下、ライダシステム）
とはどういうものか、読者の方々にわかりやすく
説明頂けますか？
古井：ライダとは「Light Detection And Ranging」の略
で、安全な光レーザーによって大気中のエアロゾル
（目に見えないほどの塵）の動きを検知して、目には見
えない風の動きをデータ化、画像処理して、その情報
を航空機や空港の管制塔に送る装置です。気象の観
測機器の中では、雨や雲を観測する気象レーダーと
違い、晴天時の風の変動を検知出来るシステムとし
て、近年欧米を中心に注目されている装置です。 

ライダシステムは、香港国際空港以外の近隣ア
ジア諸国で納入されている実績はありますか？
古井：既に、羽田、成田の各国際空港に納入実績があ
ります。韓国にも今後、納入予定です。ライダシステム
は、もともと大学などの大気の研究目的から利用され
始め、ここ1、2年は空港利用などの実用目的で使用さ
れるお客様からのご要望が多くなりました。現在まで9
式の納入実績があります。ライダシステムは風の変化
を見るというコンセプトから作られたものですが、昨
今、世界各国で乱気流が原因とされる航空機事故が
注目されるようになり、ここ数年でさらに需要が増えて
きました。

これまでライダシステムの設置、納入にあたって、
特に印象に残っている出来事はありますか？
楊：お客様である香港天文台や空港関係者等、多くの
関係部門の方々と調整を繰り返しながら進めていか
ねばならず、非常に手間と時間がかかる作業ですの
で、一つ成し遂げた時には充実感があります。空港立
ち入り許可を得るまでには３種類ほどの書類申請を
行い、これには約１か月間かかりました。ライダシステ
ムの据え付け作業の期間としては、7～10日間ほどで
すが、わずか一晩で作業を終えないと空港の運営や
次の工事工程に支障をきたすような困難な状況もあ
りました。

鳥海：今回の経験は、今後の事業を拡大していく意味
でも、貴重な経験になると考えています。据付試験を行
う際には、兵庫県尼崎市にある三菱電機（株）通信機製
作所から試験員や据付指導員が香港へ来て、ナショナ
ルスタッフと一緒になって現場作業を行いました。作
業期間中に調整を必要とする事象や課題が発生する
のですが、お互いに上手く連携しながら、作業工程へ
の影響を最小限にとどめる事が出来たことは、良い経
験になりました。今後はナショナルスタッフだけでも、こ
うした据付、試験調整が行えるようにしていきたいと
思っています。
 
今後のライダシステムの展開はどう考えていますか？
古井：今回、ライダシステムを発注いただいた香港天
文台が要求する技術レベルや、書類手続きであった
り、作業安全管理のルールなど、一連の課題をクリア
して、納入まで至りました。そういった経験は今後の大
きな財産になると考えています。今後は香港だけに留
まることなく、中国の主な拠点である北京や広州、深
圳、またマカオなど、次なるステップを考えています。
鳥海：香港国際空港を今後は、空港向けライダシステ
ムのモデルケースとして、広東省や北京、上海などの
大都市の空港関係者、気象関係者との交流等を通じ
て、ここ香港から積極的に情報発信をしていきたいと
考えております。いずれにしましても、香港国際空港向
けの案件で経験した事を活かしたいです。
 
ライダシステムは、空港だけでなく、他にどのよう
な業界に応用することが出来るとお考えですか？
古井：空港利用に並行して力を注いでいる分野としま
しては、再生エネルギー分野にあたる風力発電分野
があります。エコにも繋がる話ですが、ウィンドファー
ムを建設する際に、どういった場所にあれば最適な発
電量が得られるのか、ライダシステムを使う事で設置
計画に役立ちます。また都市計画などにも応用できる
と考えています。香港では高層ビルが非常に多いです
が、ビルを建設する時に、高層だと風の影響を非常に

受けやすくなります。それをライダシステム
を使う事で、あらかじめ風の計測をしなが
ら、ビルの建設を安全に進めていくことが可
能になります。いずれも日本では、そういっ
た分野での活動が既に開始されています。
また、ショッピングセンターの建設時など
は、周囲に風による悪い影響を及ぼさない
ように設計をする目的にも使われています。

ライダシステム導入後、香港に与える知
名度、認知度などに関して、具体的な目
標等はお持ちですか？
鳥海：家電製品は日常生活で使用されてい

たり、皆さんの目に見える所にあるのでわかりやすい
のですが、ライダシステムはBtoB（企業間取引）向けの
製品であり、一般の消費者には目に付きにくい製品で
あると思います。それをアピールする場をもっと増やし
ていきたいです。例えば、香港では電気学会でライダ
システムの紹介をする事で、そこで話を聞きに来られ
る電力会社や香港地下鉄の関係者の方々に知っても
らうことが出来ます。そういった機会を色々な展開に
結び付くきっかけにしたいと考えています。
 
三菱電機グループが掲げるスローガン「One 
MELCO」に関しまして、読者の方々にわかりやす
く説明頂けますか？
蘇：香港地域では、5つの事業分野（社会インフラ、半
導体、エレベーター・エスカレーター、空調・家電、ファ
クトリーオートメーション）がありますが、三菱電機（香
港）では自分が担当していない製品でも、それぞれの
お客様に積極的にご提案させていただくように心が
けています。担当分野に留まらず、三菱電機社員の一
人として、こうした意識はとても大事だと考えていま
す。社内のショールームを見ていただくと、三菱電機
の製品を可視化していますし、他事業の製品の事も理
解出来るようになっています。そうした意識、環境に
よって三菱電機（MELCO）グループみんながひとつに
なって事業を進めていく「One MELCO」に繋がると考
えています。

三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F Cityplaza One, 1111 King's Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：www.mehk.com
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テ
ム

 2016年は三菱電機が香港で事業を起こして50年を迎える節目の年になる。社会
インフラ事業部は「Dramatically Change」をスローガンに社員一人ひとりが自己
改革に取り組み、新市場、新規顧客の開拓と新技術の導入に向けて日々邁進して
いる。さらに、三菱電機100周年を迎える2020年には、同事業部は売上100億円
を目指して事業を拡大していくという目標を掲げている。
　今回はその中で、同事業部が香港天文台に納入した風計測システム「ドップ
ラーライダシステム」を紹介する。
　三菱電機（香港）社会インフラ事業部 総経理 鳥海寿郎（とりうみ としお）氏を始
め、同副総経理 蘇志文氏(Mr.George So)、同市場開拓推進室マネージャー 古井
伸一氏、同技術部 部長代理 楊紹倫氏(Mr.Samuel Yeung)にお話を伺った。

三菱電機の風計測システム

ドップラーライダシステム

左から、社会インフラ事業部副総経理 蘇志文氏(Mr.George So)、同総経理 
鳥海寿郎(とりうみ としお)氏、同市場開拓推進室マネージャー古井伸一氏、
同 技術部 部長代理 楊紹倫氏(Mr.Samuel Yeung)

香港国際空港内に設置されているドップラーライダシステム。現在、空港内に
は2式のライダシステムがある

三菱電機（香港）の事業、製品を可視化した「One MELCO MAP」。社内のショー
ルーム内にも、壁一面に大きく掲げられている
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住
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今
週
の
お
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物
件
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レ
ク
ト

（所在地） 珠江新城

（間取り） 2LDK、93m²

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄3号線猟徳駅　徒歩8分

（備　考） 新築、外国人が集まるバーストリートすぐ

（月　額） 10,000元

尚 東 君 御

（所在地） 珠江新城
（間取り） １LDK（メゾネットタイプ）、62㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 地下鉄3号線猟徳駅
 徒歩7分
（備　考） 新築、1泊から長期まで契約期間自由
（月　額） 1泊398元より

エ ジ ン バ ラ

保 利 中 達

（所在地） 珠江新城
（間取り） 2LDK、125㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 地下鉄3号線と5号線の珠江新城駅　

徒歩6分
（備　考） 周りに大型スーパー、日本料理があり、

日本人入居者多い
（月　額） 12,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

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

ライフ（香港・広東共通）
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深圳

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

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団。団員募集の
お知らせ。初心者の方も大歓迎！ 歌が
大好きな方、ぜひ一緒に合唱を楽しみ
ませんか。
【練習時間：水曜 午前（女声合唱）、土曜 
午後（混声／男声合唱）、週一回、二時
間ほどの練習です】見学のお問い合わ
せなどお気軽にご連絡ください。（練習
場所は随時変わります）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）、
公式サイト:www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               （事務局）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイムの日本語講師募集
1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、ご
興味ありましたらエリース　チェンまでご
連絡ください。
Email: elise@geosasia.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）
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香港

　MTR香港大学駅または、西營
盤（サイインプン）駅からほど近
いボンハムロード（般咸道）沿
いに位置する「香港大学美術博
物館」。1953年にオープンした
同館は、もともとは1932年に図
書館として開設された建物を利
用しているため、外観からも長
い歴史を感じることができる。
　常時複数の作品展示を行って
いるが、なかでも現在開催中の
特別展示展「Black Tigers」では、香港大学が厳選した歴史ある拓本
を展示。長い歴史を誇る中国の書物や文化、歴史を長期保存する1
つの方法ともされている拓本を並べ、無料で開放している。彫刻や

レリーフに刻まれた文字
や文様を丁寧に映し出す
そのさまを、一般的に暗
めの色を用いて写してい
ること、また攻撃してくる
虎を避けるのと同じくら
い巧妙な作業に挑戦して
いるという意味を込めて、
「黑老虎（ブラックタイ
ガー）」と表現し数々の作

品を展示している。近年、中国の代表的な拓本を30作ほど収集し、大
学のコレクションに追加したというその種類は、古代の崖上に描か
れた絵や碑文、青銅、硬貨、レンガなど多岐にわたる。
　同展のハイライトは、唐王朝時代の皇帝である太宗（李世民 
599-649）の戦馬であるとされる作品だ。動きも細かに映し出さ

れ、その繊細さに目が奪われること
だろう。そのほか、香港の大廟湾で
南宋時代（1274年）の石に刻まれた
文字の拓本や女性の形を美しく描
いた拓本などさまざまな時代の墓
石や脊柱に描かれたものが展示さ
れている。
　また、拓本の詳しい説明を英語で
聞くことができるガイドツアーや無
料で開催される中国画についての講
義も。興味のある方はぜひ参加して
みて。詳しくはウェブで確認しよう。 

Black Tigers 
期間: 5月12日～7月3日
住所：2/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, HKU, 90 Bonham Rd., Pokfulam
電話：(852)2241-5500
時間：9:30～18:00（月～土）、13:00～18:00（日）、祝日休館
ウェブ：www.hkumag.hku.hk
価格：入場無料

ガイドツアー
5月28日 14:00（広東語）
6月11日 14:00（英語）

「Displaying Ancient Chinese Painting and Calligraphy」
講師: Angela, Wai Sum LIU
日時：6月11日 15:00～16:30 
場所：1/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, HKU
語言：英語
価格：無料

Huangting Jing 
(The Yellow Court Classic)
Old rubbings

Joss House Bay Rock inscription, 
Sai Kung
In the 10th year of Emperor Duzong, 
Southern Song Dynasty (1274)

One of six stone horse reliefs from the Zhao 
Mausoleum (Believed to be Tang dynasty 
Emperor Taizong’s horse, Quanmaogua)
After Emperor Taizong, Tang Dynasty (~649)

Diamond Sutra from Mount Tai 
(Incomplete set)
In the years of Emperor Wenxuan 
of the Northern Qi (550‒559)

ライフ（香港・広東共通）
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