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香港でマリン
スポーツを楽しむ！

夏だ！
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　ベルリン国際映画祭で特別銀熊賞を受賞した「スモーク」などで知ら
れる香港出身のウェイン・ワン監督が、ビートたけしを主演に迎えて挑ん
だ初の日本映画。
　一週間の休暇で妻とともに郊外のリゾートホテルを訪れた作家の清
水健二。処女作のヒット以来良き題材に恵まれず自らの才能に苦悩して
いた健二は、ホテルで無気力な時間を過ごしていた。そんな健二が目を
奪われたのが、初老の男・佐原と若く美しい女・美樹のカップルだった。
プールサイドで異様な存在感を放つ佐原と美樹。それ以来、ホテル内で
佐原たちを見かけるたびに、健二は2人の後をつけ、佐原の部屋を覗き
見るようになっていく。ほんの好奇心から始まった行為は常軌を逸した
行動へと変化していき、予期し得なかった衝撃の結末へと突き進んでい
く。佐原役には、自作以外で主演を務めるのは2004年の「血と骨」以来と

なるビートたけし、健二役には「劇場版 MOZU」でもたけしと共演した西
島秀俊、美樹役には忽那汐里と豪華キャストが勢ぞろい。
　「狂っているのは、自分なのか。それとも＜目の前の現実＞なのか」女
への執着が狂気へと変わっていく男の姿を、背徳的で官能的な映像美
で描く、深淵なる魅惑のミステリー。公開は7月7日だ。

原作者の尾田栄一郎が総合プロデューサーとして参加！
大人気マンガの劇場版13作目「ONE PIECE FILM GOLD」

　「週刊少年ジャンプ」にて1997年から連載を続ける大人気マンガ
「ONE PIECE」の劇場版13作目となる映画「ONE PIECE FILM GOLD」が7月
28日に公開される。
 “海賊王”を目指して新世界を旅するルフィたち麦わらの一味が訪れた
のは、政府公認の独立国家、グラン・テゾーロ。世界中の名立たる海賊、
海兵、大富豪たちが集うその世界最大のエンターテインメントシティは、
世界政府すら手を出すことのできない“絶対聖域”だった。そこでルフィ
たちの前に現れたのは、その国の支配者である黄金帝ギルド・テゾー
ロ。何でもたやすく金の力で動かすテゾーロの底知れぬ野望が動き出
し、今、新世界の勢力図が塗り替えられようとしていた。「自由とは、支配
とは」この海を制するための答えを懸けて、ルフィたちの信念を掛けた
闘いが幕を開ける。
　製作陣には、原作者の尾田栄一郎が総合プロデューサーとして参加。

監督にはTVシリーズ3代目のシリーズディレクターを努める宮元宏彰、
脚本には「謎解きはディナーの後で」や「LIAR GAME」などを手掛けた黒
岩勉が名を連ねている。確かな手腕を持ったクリエイターたちが、原作
の世界観はそのままに徹底的に新しさを追求した究極のエンターテ
インメント大作をぜひお見逃しなく！

ONE PIECE FILM GOLD
7月28日公開
原作・総合プロデューサー：尾田栄一郎 
監督：宮元宏彰 
脚本：黒岩勉 
音楽：林ゆうき 
劇中曲：小島麻由美

香港出身のウェイン・ワン監督が手掛けた初の日本映画
覗き見たのは〈狂気〉か〈愛〉か

女が眠る時
7月7日公開
監督：ウェイン・ワン 
主演：ビートたけし、西島秀俊、忽那汐里  他
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今週の香港ピックアップ セサミストリートライブ
新しい友達を作ろう

7月1日～3日

FIVEPLUG Presents
Sundown Boombox Sound Vol.4

6月30日

ブームボックスが流行った時代の懐かしさを感じよう！
　DJ Rob Swiftに師事し、ニューヨークで注目を集めたDJ WreckN-Nは
現在香港で活動中。今回彼をフィーチャーしたイベント「Sundown 
Boombox Sound vol.4」が堅尼地城（ケネディータウン）のDreaｍ Like 
Bubblesというアートギャラリーで開催される。ファンク、R&B、ヒップホッ
プなど様々なジャンルを取り入れた彼の音楽で、仲間と一緒に賑やかで
楽しい夜を過ごそう！

The Star Hall, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay
7月1日：14:30、17:30　7月2日、3日：11:00、14:30、17:30
www.hkticketing.com/events/KBSESAM0716
パーティーシート：HKD680、大人：HKD180～HKD480、車いすの方：HKD180

有名DJも参加の一周年記念パーティー
　香港唯一の非営利独立メディアであり、香港における報道の自由を守

ることを目標に掲げる、香港フリープレスが創立一周年を迎えた。当日

はRTHKのラジオでお馴染みCrimes Against PopのDJ達も参加。楽しみ

ながら香港メディアの「自由」について関心を持つ絶好の機会！

Hong Kong Free Press：
First Anniversary Party

7月2日～3日

歌って踊って世界とつながる友達作り
　学習と笑いを混じえたストーリーを融合し、従来の教育番組にはなかった新しいスタイル

で、子供たちを魅了した「セサミストリート」が始まったのは1969年。今日では130か国以上

の国で子供たちから親しまれ、世界で最も多くの視聴者を有する子供番組となった。これま

でに139個のエミー賞を受賞し、母親が選ぶ子供向け番組で第一位に輝くなど多くの功績

を残している。今回英語で上演されるこのライブは「世界中の誰もが特別である」というコン

セプト。エルモ、グロバー、アビーといったお馴染みのキャラクターたちのほかに、インドか

らグロバーの友達チャムキを迎えての賑やかなプログラムとなる。セサミストリートの愉快

な仲間たちと一緒にクッキーを食べながら、歌って踊って世界中に友達を作ろう！ パー

ティーシートはキャラクターたちと触れ合える特典付き。家族や友達との楽しい思い出を作

ろう！

「ONE PIECE」ファン必見、「ONE PIECE サマーカーニバル-香港2016-」
　大人気アニメ「ONE PIECE」の世界をたっぷり味わえるイベント「ONE 

PIECEサマーカーニバル」が香港で初の開催！ キャラクターにちなんだ

ウォータースライダーやフォトブース、限定グッズなど楽しい企画が盛り

だくさん。7月10日にはマラソンイベントも開催される予定。ワンピース

のキャラクターたちと一緒に夏を満喫しよう！

ONE PIECE サマーカーニバル
マラソンイベントONE PIECE RUN

7月8日～8月7日（ONE PIECE RUNは7月10日）

Dream Like Bubbles, 7/F., 
36 Belcher St., Kennedy Town
19:00～23:00
www.ticketflap.com/sbsv4
前売り：HKD120
当日：HKD180

Orange Peel Music Lounge, 2/F., 
38-44 D'Aguilar St., 
Ho Lee Commercial Bldg., Central
20:00～25:00
www.ticketflap.com/hongkongfreepressparty
入場（1ドリンク含む）：HKD200
寄付（香港の独立非営利メディアの経営補助金）：HKD100

Shop G123, Harbour City, 
11 Canton Rd., TST
10:00～22:00
(852) 2465-3732
www.miumiu.com

お洒落の秋を先取り! Miu Miuのバッグを手に入れよう
　今月ハーバーシティにオープンしたMiu Miuでダリアのバッグが発売

される。2016年の秋コレクションバッグで、2サイズから選べるシンプル

な斜め掛けタイプと、高価な宝石のよ

うにきらきらした肩掛けタイプの2種類

ある。アドリアナ・リマやタイラー・ヒル

など世界のモデルたちも選んだバッグ

で秋のお洒落を楽しもう。

Miu Miu 2016秋コレクション
DAHLIA Bag

Central Harbourfront Event Space
9 Lung Wo Rd., Central
月～金:14:00～22:00 
土～日:11:00～22:00
(ONE PIECE RUN：8:00～18:00)
(852) 3115-8616
www.onepiecerun.hk

香港ピックアップ
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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 

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 RMB

20K～25K

製造工程の関連業務。条件は白物小物家電
業界で生産技術or品質保証をしていた方。また
は家電業界で製品の生産経験者。要ビジネスレ
ベルの普通話もしくは英語。

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）/
メーカー（機械・電気・電子） 

香港/九龍 15K～25K
中長期の統計を見ていただく調査員のポジ
ション。市場調査、報告。リサーチ経験者もしく
はマーケティング経験者の方。要ビジネスレ
ベルの英語。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子） 

香港/九龍 30K～35K
人事・管理担当。日本人マネジャーのサポート
など。中国工場への出張あり。要4年以上の人事・
総務経験（製造業界）、およびビジネスレベル
の普通話。

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。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

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
香港応相談香港/香港島

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

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。

香港/香港島

香港/香港島

応相談
（経験により
考慮）

Equity Departmentでのミドルオフィスの
仕事。顧客は大手日系機関投資家。要証券会社
でのミドルオフィス経験とビジネスレベルの
英語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～23K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。　

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 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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 

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

20K香港/九龍
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。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
その他サービス 30K～50K香港/九龍

管理会計・経理業務。中国拠点とのやりとり、
会計関連とりまとめなど。関連業務経験必須。
CPA保持または同等の知識がある方歓迎。
ビジネスレベルの英語必須および普通話でき
ればなお可。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

20K～30K香港/新界
ゲームコンテンツの主に翻訳業務（中国語→
日本語）。要翻訳タスク経験、およびビジネスレ
ベルの中国語（普通話）。広東語あれば尚可。

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）/
医療関連 

ベトナム USD
2K～3K

ハノイにて看護師募集。90％が日本人の顧客
であるクリニックにて勤務。きめ細やかに対応
いただける方。要：臨床実務の経験2年以上、
および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/物流・倉庫 RMB

10K～20K広州

日系物流企業で営業兼拠点長。新規開拓営業
及び既存顧客のフォロー業務。マネージメント
経験のある方。【歓迎】自動車業界・物流業界の
経験ある方。【語学力】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
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～30K香港/香港島

会計企業にて顧客窓口担当としてソリュー
ション提供営業。監査および税務申告に関する
サービスご案内。要3年以上の関連業務経験
とビジネスレベルの英語。日本公認会計士or
税理士免許を持つ方。

USD
1.2K～1.5K
（経験により
考慮）

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
深圳

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 

深圳

ホーチミンにて小学・中学生向け日本語教師
募集。1日１～3コマ担当。授業準備、副教材作
成など。日本語関連を専攻していた方、もしく
は日本語の検定・講座修了者。日常会話レベル
の英語力あれば尚可。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子） 

～RMB25K
電気エンジニア職。条件は電子回路が理解出来
る事、基板実装関係の経験があること。オシロ
スコープが使える事。普通話：日常会話レベル
以上。

インテリジェンス
広州広州営業・販売系/

旅行・レジャー・観光 
RMB

10K～12K

日系大手旅行会社で法人営業。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。【歓迎】営業経験(業界
不問)・旅行業界経験者。【語学力】普通話で社
内交流できる程度。

インテリジェンス
香港ベトナム
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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。

香港WORKS営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 18K～20K

コーティネーター＆リサーチ担当：ビジネス
英語、セールス＆マーケティング的業務に抵抗
ない方。

香港/新界 12K～25K
（経験による） 香港WORKS

食品の器具容器包装用品等の試験検査を行
ない「試験成績書」を発行できる「外国公的
検査機関」での募集。業務課スタッフ２～３名。

香港WORKS20K～30K広州 日系企業顧客窓口、コンサルタント。

香港WORKS15K～18K香港/九龍
住宅及び商業物件の賃貸を中心とした物件の
資料準備、物件案内、不動産契約書準備、日系
企業の顧客への不動産コンサルティングなど。
日本人総経理へのアシスト。

香港WORKSサービス系/外食・フード 35K～50K
但し家賃込み

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。そちらの新店舗
でのヘッドシェフの募集。

香港/香港島

香港/香港島

15K～20K
雑貨や日本の伝統工芸品の販売、仕入業務も
有り。幹部候補として長く働く意欲のある方。
将来起業したい方歓迎。

RGF 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 

20K～30K香港/香港島
外資系教育サービス企業にて、Education 
Consultantの募集。ハイエンド顧客に対し
留学斡旋、カウンセリング、アコモデーションの
手配。英語ビジネスレベル必須。

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 

技術系（メディカル・
化学・食品）/
コンサルタント 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産) 

香港WORKS営業・販売系/小売・流通

22K～24K香港/香港島
日系金融ブローカーにて、経理事務サポート
全般（経理経験不問）、その他アドミ業務（電話・
来客対応、資料管理、データ入力など）。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

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 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 上海 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。

RGF 香港営業・販売系/商社 27K香港/新界
香港大手食品商社にて、営業マネジャーを募
集。イベント開催、マーケット開拓、商談。食品
業界経験者優遇。

香港WORKSサービス系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～20K香港/香港島 広告セールス＆マーケティング担当：未経験で

も人と接するのが得意なら応募可能。

20K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

香港/九龍 20K
物流会社にてCS Representativeの募集。
営業アシスタント業務、顧客からの予約や問い
合わせ対応。見積書の発行。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

香港/九龍 20K
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービス
人材を募集。顧客からの問い合わせ対応、各種
手続き代行各物流会社および現場への連絡。
北京語必須。

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）/
メーカー（機械・電気・電子） 

30K～40K香港/九龍

事業会社内での業務監査人材を募集。全社の
業務が経営方針や法規、社内規程、手続き等に
準拠し、効果的且つ効率的に行れているか否か
に関する監査業務全般。年間監査計画の作成、
実施段取り、監査後のレポート作成。

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。

RGF 香港香港/九龍営業・販売系/商社 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 香港香港/九龍
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

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 香港香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港香港＆広東

却下の理由
　これまで数多くのビザ申請を手掛けてきましたが、
中には数は少ないのですが申請を却下されたケース
もあります。これらのケースを振り返って就労ビザ申請
で却下される一番の理由は、担当業務を外国人で充足
させる必要性を感じないというものでした。次が、申請
者に十分な経験がない事やこれから担当する業務とこ
れまでの経験にあまり関連がないというような申請者
の職歴に起因するものです。勿論その他の条件や背景
も含めた総合的に判断した上での結果です。
　投資ビザの場合は「香港経済への貢献」という観点
から細かく審査され、貢献が不十分と判断されれば却
下されてしまいます。経験から言うと、現地スタッフを
雇用するという形が最も効果的なようです。事業開始
当初は現地スタッフを雇用せず、自身で活動し事業の
進展を見ながら随時採用を考えるという方も多いので
すが、移民局はそう簡単には納得してくれません。採用

予定等の説明が不十分だと悪い結果に繋がってしまう
可能性も高いので注意が必要です。また、最近イン
ターネット関連のビジネスで起業される方も多くなり
ましたが、ネット上での活動がメインのビジネスの場
合、投資家本人（申請者）が香港に居る必要性がないと
判断される事もあるようです。

却下されたら
　一度却下されたらどうするか…？もう一度トライして
みましょう！但し、移民局の担当官と話し、どの部分が
ネックになったのかを把握することが大事です。担当
官は却下に至る詳細な理由を説明する義務はない為、
それを聞き出すのは簡単ではありませんが、ダメ元で
も当たってみましょう。問題点が掴めたら、それを補強
できる新たな情報を添え再考慮を依頼します。
　香港移民局が申請を却下された方の再考慮を受け
付けてくれる目安は3ヶ月以内です。依頼のレターと新
たな情報を共に提出します。受理されたら、その他に
審査の参考に提出したい書類がないかを確認するレ
ターが届き、再審査が始まります。
　一度却下されても、その後の補強資料の提出で覆っ
たケースも少なからずあります。諦める前に最後の一
あがきをやってみる価値はあるかも知れません。とは
言え、ポイントの外れた押し方をしても同じ結果になっ
てしまうので注意が必要です。

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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第８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

最近ビザ取得が難しくなったという話を耳にすることが増え、
実際に却下された方からの御相談もあります。
そこで、今回は却下と再考慮についてお話したいと思います。

T&Morrisではビザ申請を却下された方のお手伝
いをさせて頂きます。費用は取得に成功した場合
のみの成功報酬です。過去3ヶ月以内に申請を却
下された方が対象です。
諦める前に一度試してみませんか？
また、審査途中でお困りの方も是非ご連絡下さい。
御相談は無料で承っております。

ビザ申請でお悩みの方へ
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香港香港

一、「二人っ子政策」の公布と「広東省人口および
計画生育条例」の改正
　2015年10月29日、中国共産党は第18回中央委員会
第５回全体会議において、高齢化対策として、第二子の
出産を全面的に認める新たな政策（以下、「二人っ子政
策」といいます）を導入することを決定しました。そし
て、2015年12月30日、広東省の人民代表大会常務委員
会は「広東省人口及び計画生育条例」の改正を発表し、
改正後の「広東省人口及び計画生育条例」は2016年1
月1日から施行されています。

二、「二人っ子政策」が企業に与える影響
　「二人っ子政策」の施行により、女子従業者が第二子
を出産する際にも、三期（妊娠期・出産期・授乳期）待遇
を与えなければならなくなったため、女子従業者の雇
用コストの増加が、企業にとって大きな懸念要素にな
ると考えられます。
　しかし、「婦女権益保障法」23条、27条には、「企業は
従業者を雇用するとき、婦女に適さない職種および職
場を除いて、性別を理由に婦女の雇用を拒絶したり又
は婦女に対する採用条件を引き上げてはならない。い
かなる使用者であっても、結婚、妊娠、出産休暇、授乳
などの事由をもって、賃金を減額したり、労働契約を解
除してはならない。」と定められています。したがいまし
て、女子従業者の適さない職場を除いては、企業は男
女平等の原則に則って採用活動をしなければなりま
せん。とりわけ注意すべきなのは、採用広告や内部規
則などの文書において、女子従業者を差別するような
記載をしてはならないことです。また、労働契約におい
て、妊娠、出産、授乳などを事由に賃金を減額したり、労
働契約を解除するといった内容を約定する場合、不当

とみなされ、法的リスクを負うこととなります。
　弊所のクライアントでは、総務部に７名の従業者が
在籍しておりましたが、そのうち６名が22歳～35歳の
女子従業者でした。2016年5月からそのうちの３名が
産休に入りました。また、もう１名の女子従業者が妊娠
後に体調を崩し長期入院をしました。これにより、総務
部の半分以上の従業者が職場を離れることとなってし
まい、会社は新規に従業者を採用しなければならない
事態となりました。また、新規採用により、これら休暇に
入った従業者が職場復帰した後に業務を手配すること
が困難な事態に陥ってしまいました。この事例からわ
かりますように、二人っ子政策の施行により、今後は産
休を取得する女子従業者が増加することが予想される
ため、会社としては職場内部の男女比率を合理的に調
整するとともに、会社内部での職場調整がしやすいよ
うな就業規則を整備することが急務になっていると考
えます。

三、産休及び介護休暇の日数の改正
　「広東省人口及び計画生育条例」の施行により、産休
及び介護休暇の日数が変更されました。下表を参照
に、皆様の会社の就業規則が適切に変更されているか
をご確認ください。

四、まとめ
　前述のとおり、今後は女子従業者が二人目を出産する
場合でも、企業が三期（妊娠期・出産期・授乳期）待遇を
与えなければならなくなったため、女子従業者の雇用コ
ストは従前よりも高まったと評価できます。しかし、女子
従業者の採用を抑制したり、出産などを事由に待遇を変
更することは、不当な行為となり、企業にとって労働紛争
リスクとなりかねません。なお、今後は出産休暇を取得
する女子従業者が増加することが懸念されるため、従業
者の男女比率を合理的に調整すること、並びに出産休
暇を取得する従業者が多く出た場合に、適切に職場を
調整することができるような就業規則を整備する必要性
があるといえます。この点、皆様の会社におかれまして
も、留意いただきたいと考えます。

以上

二人っ子政策について

中
国
法
律
コ
ラ
ム 7

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com

産休及び介護休暇
通常出産

晩産（女性満23歳の第一回目の出産）
「一人っ子優待証」を有する場合

難産
多胎児
奨励休暇

男子従業者の介護休暇

原規定（一人っ子政策）
98日（出産前15日）
15日（深圳は30日）

35日
30日

15日／１人
なし

10日（「一人っ子優待証書」を有する場合）

現規定（二人っ子政策）
98日（出産前15日）
なし（深圳のみ15日）

なし
30日

15日／１人
30日
15日
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智社
会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深セン、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団員募集
香港日本人倶楽部合唱団で一緒に歌い
ませんか（ただいま男声ベース急募中）
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。
（練習場所のご連絡いたします）
連絡先:hkjc_choir@yahoo.co.jp（加藤）
公式サイト:
 http://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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。）

◆51%が第1希望に就職！ 2009年以降最多！
　就職先が第何希望だったかを尋ねると、
「第１希望」51％、「第２希望」22％、「第３希
望」7％で、第1希望への就職が、2009年以降
最多となった。

◆男性は女性より残業にシビア！
　「就職先の満足ポイント」に関して、男女の意見で最も差が出たのは「残業
が少ない」で、男性は女性より14ポイントも高い結果となった。意外にも、男
性の方が残業に対してシビアなようだ。

◆入社してわずか1か月半で3割が「会社を辞めたい」
　5月上旬の時点で、入社してから会社を辞めたいと思ったことがあるか尋
ねたところ、既に30％が「ある」と回答。前年と比べると7ポイントの増加と
なった。

◆「ゆとり呼ばわり」、4割が抵抗あり
　今話題のテレビドラマで注目されている
「ゆとり世代」。所謂“ゆとり教育”を受けた今
年の新社会人は、自分たちが「ゆとり世代」
と呼ばれることについてどう思っているの
か。結果を見ると、約4割が「抵抗がある」と
回答。上司や先輩はコミュニケーションに
注意が必要である。

◆上司・先輩からの飲み会の誘い、「参加したい」74%
　職場の上司や先輩から飲み会に誘われたら、どの程度参加したいか。「参
加したい＋なるべく参加したい」と回答した人は74％であった。意外にも飲
みニケーションに積極的であったのは、上司や先輩にとって朗報である。

◆SNSの繋がりには消極的！ たとえ相手が同期でも…
　職場の人からSNSの申請やフォローが来たら、相手の立場に関係なく、
「嬉しいので、受け入れる」という人は減少傾向。特に、同期からの申請に関
しても、「受け入れる」という人がこの２年で減少。リアルな時間外コミュニ
ケーションには積極的だが、SNSでの繋がりには消極的であった。

◆理想の職場ランキング
　理想の社長、上司、先輩、同期、後輩を有名人に例えると？ 結果は以下の
ようになり、夢のような理想の職場が完成した。
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～2016年新社会人の意識調査～
【 調査概要 】
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：全国、2016年4月に新社会人と
　　　　  なった会社員・公務員（マクロミルモニタ会員）
有効回答数：合計200サンプル（男性100サンプル、
　　　　　  女性100サンプル）
調査日時：2016年5月12日（木）～5月16日（月）
調査機関：株式会社マクロミル

4月に入社した新入社員も、6月に入って少しずつ社会人らしくなってきているだろうか。
今回は2016年の新社会人200名を対象に、仕事や職場に関するアンケート調査を実施。
そこには意外な結果が…。

理想の●●ランキング
Q：あなたにとって「理想の社長・上司・同期・後輩」を有名人、

ドラマやアニメのキャラクターに例えるとしたら誰ですか。（自由回答）【上位3抜粋】

理想の社長 ランキング 理想の上司 ランキング 理想の先輩 ランキング 理想の同期 ランキング 理想の後輩 ランキング
1位
2位
3位

広瀬すず
千葉雄大

二宮和也（嵐）

1位
2位
3位

神木隆之介
志田未来
有村架純

1位
2位
3位

櫻井翔（嵐）
天海祐希
松岡修造

1位
2位
3位

天海祐希
松岡修造
イチロー

1位
2位
3位

イチロー
松岡修造
所ジョージ

ビジネス（香港・広東共通）

10 Pocket Page Weekly 24 June 2016 No. 545
B



深圳

深圳

香港＆広東香港

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

壹栈公寓(Habitat One Apartment)

幸福万象(xingfuwanxiang)

深圳

壹棠公寓サービスアパートメント

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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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

（所在地） 深圳市南山区工业八路西侧
（間取り） 1DK～3LDK（45㎡～80㎡）　
（室　内） 現在、家具・家電なし(エアコン付き）
（環　境） 蛇口花園城ショッピングモール
 （ウォルマート）徒歩10分
（備　考） 特選、新築物件！1ＤＫ～3LDKまで様々なタイプあり。

高台にそびえる高層マンション。静かな住環境、眺望抜
群。日本人学校へ徒歩10分。香港・マカオへも便利（蛇
口フェリー、深圳湾口岸）。管理・セキュリティー良好。

（月　額） 4,500元～8,000元

（所在地）　深圳市羅湖区和平路
（間取り） 2DK（49㎡～63㎡）　
（室　内） 全家具家電・食器等完備（新内装）
（環　境） 地下鉄1号線（羅湖）徒歩13分
（備　考） 希少、羅湖の新築物件（メゾネットタイプ）。新内装、

家具家電新品。眺望抜群、香港の景色が広がります。
静かな住環境・日当たり良好。買い物便利、徒歩圏内
にショッピングモールあり。家賃がお値打ち！

（月　額） 6,000元～8,000元

（所在地） 深圳市南山区工业八路西侧
（間取り） 2LDK（71㎡、88㎡、93㎡) 3LDK(110㎡）　
（室　内） 全家具家電・食器等完備（新内装）
（環　境） 蛇口花園城ショッピングモール（ウォルマート）徒歩10分
（備　考） 管理費・税金・光熱費・インターネット・朝食・ジム利用等込み。室内クリーニン

グ・タオル交換・シーツ交換。レストラン（朝食）・ジム・図書館・コンビニ（24ｈ）
も充実。ラウンジ・ビジネスセンター・コインランドリーあり。24時間セキュリ
ティーサービス。日本人学校へも徒歩すぐ、スーパー敷地内にオープン。緑も多
く静かな住環境。管理事務所スタッフも大変親切。2016年6月から募集開始。

（月　額） 2LＤＫ：16,000元　3LDK：22,000元

ライフ（香港・広東共通）

11Pocket Page Weekly 24 June 2016 No. 545
B



香港

香港

東京ガールズオーディション
開催日時:6月25日(土) 13:00～20:00
会場：SHIBUYA109 (ハーバーシティー内)
応募部門：モデル部門
応募対象：・9才以上の女性 (2016年4月現在で小学生4年生以上の方)
　　　　  ・アマチュア(特定の芸能プロダクションに所属してない方)
　　　　  ・国籍、身長　不問
参加特典：選考会の参加者全員にSHIBUYA109で使用できる
　　　　  HKD30のキャッシュ  クーポンをプレゼント

　日本国内市場最大級のファッションフェスタ
「東京ガールズコレクション」。エンターテイメン
ト業界大手の「エイベックス」と国内最大級の
インターネットサービス「Ameba」が運営する
「東京ガールズ　オーディション」（以下 TGA）の
初となる香港でのスナップ選考会が、尖沙咀（チ
ムサーチョイ）の「SHIBUYA109」で開催される。
　TGAは、人気ファッション誌の専属モデルが誕
生したり、アーティスト部門出場者が日本レコー
ド大賞を受賞したりするなど、音楽とファッション

の頂点となる才能を発掘する日本
最大級のオーディションだ。スナッ
プ選考会は香港のほか、渋谷を始
めとした日本国内の「SHIBUYA109
（渋谷、大阪、鹿児島、町田、阿倍
野）」で開催される。香港から応募す
れば日本でのデビューがさらに近く
になる？！ スナップ選考会の参加者
全員にはSHIBUYA109で使用できる
HKD30のキャッシュクーポンが贈呈さ
れる。さらに、当日参加する夢見るガー

ルズを応援するために
「Ank Rouge」のブランド
ディレクターとして活躍
中の松岡里枝（おかり
え）が特別ゲストとして登場予定。
　選考会を通過すると7月28日に開催される
TGAの3次審査から参加でき、そのまま選考を勝
ち進むと9月3日に開催される「東京ガールズコ
レクション」のステージを歩くことができる。次世
代のトップモデル・アーティストを目指すなら
TGAで自分の可能性を試そう！

ライフ（香港・広東共通）
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