週報

今週の注目ページ
10月で９周年！
売切れご免 de 期間限定
松茸とカラスミのフェトチーネを食す
22

ページ

『ぽけっとページウイークリー』No.557 2016年9月第3号
http://www.pocketpageweekly.com

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：zets̲ppw@pocketpage.com.hk

HAPPY MID AUTUMN FESTIVAL

中秋快樂

旧暦八月十五日の夜︑人々は家族揃って食卓を囲み︑

その後やはり家族揃って﹁一 年で最も美しい﹂月を見上げる︒

中秋節は唐の時代より前から続くといわれる伝統行事だ︒

中華圏では春節に次いで重要な祭日でもある︒

香港中の公園や広場は︑灯籠を点し一家の絆を確かめ合う家族連れや︑

夜が更けるまで賑わう︒

二人の将来を︑円く満ちた月に重ね合わせるカップルたちで︑

この平和な秋の風物詩がいつまでも続いて行く事を願いたい︒

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、掲載記事および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。
Printed by: Fantasy Printing Ltd

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

香港トピックス
気品あふれる女性に
Étoﬀeの2016年秋冬バッグコレクション
「Little Mon Mon」
高級ファッションストアの「Étoﬀe」から、2016年秋冬バケットバッグコ

レクション「Little Mon Mon」が新発売！ ちょっとしたお出掛けにもパー

季節の変わり目である9月。
ファッションに敏感な人ならすでに秋物に

加えて冬物もたくさん買ったという人も多いのでは？季節に合わせて落

ティーにも使える小ぶりなサイズで、上部がきゅっとつぼんだバケット型

ち着いた色合いになる洋服に、差し色として鮮やかなÉtoﬀeの「Littole

ザインは、
どんな服にも合わせやすい。カラーは自分の好みやファッ

にまとめ上げてくれるはず。

は今年のマスト。側面のスタッズとフリンジがアクセントのシンプルなデ

ションに合わせて選べる6色展開。エレガントさを演出してくれるブルー

Mon Mon」を。洗練されたデザインで、あなたの秋冬ファッションを上品

に、カジュアルにもフォーマルにもぴったりなライトブラウン、女性の可

愛らしさを引き出すピンクに、清楚な女性に似合うホワイト、落ち着いた

コーディネートに合わせたいレッドと、流行を問わない定番のブラック。

Étoﬀe

どれを選んでも間違いのない、鮮やかな色味に一目惚れすること間違

住所：G/F., 34 Lyndhurst Terrace, Central
電話：(852)2344-0099
ウェブ：www.lovesmore.com

いなし。職人の手によって、一つ一つ丁寧に作り上げたものなので、お気
に入りのバッグとして長く愛用してほしい。

選んで楽しい、作って幸せ
「CustoMIUzation」
で
世界に一つだけのMiu Miuバッグを手に入れよう！
大人ガーリーなブランド
「Miu Miu」が、現在バッグのカスタマイズプロ

ジェクト
「CustoMIUzation」を実施中！ 期間は9月8日から9月21日まで

の約2週間。人気ブランドのテイストを自分好みにアレンジできるまたと
ないチャンスだ。

カスタマイズに使えるバッグは数種類。遊び心溢れる数多くのパッチ

の中から好きなものを9つまで選んでバッグに取り付けることができる。

ず好みのものを見つけられるはず。
どのパッチにしようか悩む過程も女
子ならではの楽しみ。できあがりを想像しながら、
じっくり楽しく自分だ

けのバッグをカスタマイズしよう！ 完成までには約2時間かかるので、
時間には余裕を持ってショップに向かおう。期間も残り少ないので興味
がある人は早めにMiu Miuショップへ！

例えばマデラスデニムのバッグなら、上品なデザインに色とりどりの

パッチを合わせることでよりキュートな雰囲気に。カジュアル系ファッ

ションに合わせるなら多めに、清楚系ファッションに合わせるなら少な目
にパッチを使うのがおすすめ。パッチのデザインはMiu

Miuの「2016年

ready-to-wear collection」から選んだものや、LOVE、KISS、FOREVERなど
甘くてロマンチックなワード・シンボルなど。たくさんの種類の中から必

香港

香港

香港
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Miu Miu

住所：Shop G123, Harbour City, 11 Canton Rd., TST
期間：9月8日〜21日
電話：(852)2465-3732

香港

香港

香港

香港
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香港ピックアップ
今週の香港ピックアップ

ABA Production Present:
The Gruﬀaloʼs Child

Old Master Q Dining Room
老夫子餐館

9月30日〜10月2日
娘グルッファローと一緒にワクワクの冒険に出かけよう！
イギリス生まれの愉快な物語「グルッファロー」が、歌やダンスでいっぱいの楽しい

みんなでワイワイ、漫画の世界にどっぷり浸かろう！
太子（プリンスエドワート）
で今注目のお店といえば、つい最近ブランド

ミュージカルになって香港へ！ 今回の主役はグルッファローの小さな娘。力強いお父さん

ニューを経てオープンした「Old Master Q Dining Room」
。同店の特徴は

グルッファローが唯一恐れる
「深い森の中に棲む巨大極悪ネズミ」を探し求めて、森の中

何といっても漫画の世界の充実っぷり。壁紙から椅子にまでところせまし

を大冒険。ヘビやフクロウ、キツネなどお馴染みの仲間たちと出会いながら森の奥へと進

とプリントされたキャラク

むも、
なかなか見つけられず諦めかけたその時、小さなネズミが彼女の前に現れて…？

ターたち、6つのエリアに

果たして
「巨大極悪ネズミ」はどこにいるのか。笑いあり恐怖ありのマジカルミュージ

は思い出に残せる数々の

カルに子供たちもきっと大喜び。
「頭脳はパワーを上回る」
というトリッキーな内容は、子

フォトオプションも。もち

供だけでなく大人も楽しめる。今なら10人以上の予約で受けられる嬉しいディスカウン

ろん豊富なメニューも魅

トサービスも実施中！ 家族や友人、みんなで一緒に見に行こう！

力の1つ。漫画好きなら行

Drama Theatre, The Hong Kong Academy for Performing Arts, 1 Gloucester Rd., Wanchai
(852)2547-7150
www.aba-productions.com
スタンダード HKD435、HKD385、HKD335、HKD195
車椅子
HKD195

After work Salsa Party
at Rula Bula

Seafood Room
オイスタースペシャル

くしかない！？
1/F., 777 Nathan Rd., Prince Edward
(852)3702-1678
omqdiningroom

Aqua
週末ブランチ
開催中

ナイトクラブで月曜日から盛り上がろう！
毎週月曜日のアフターワークは、情熱的なサルサダンスパーティーで
ストレス発散！ サルサを踊ったことがないという人も、初心者クラスから
上級者クラスまで用意され
たレッスンを受ければ大丈
夫。
この機会に新しい趣味を
開拓してみては？ 150人も

話題のお洒落なレストランで絶品オイスターをお得に

週末はちょっと贅沢にブランチでで乾杯！

シーフードをメインにしたお洒落なレストラン
「Seafood Room」がある。

咀（チムサーチョイ）のレストラン・バー「Aqua」
と中環（セントラル）の

銅鑼湾（コーズウェイベイ）の「536タワー」にはオープン以来話題の

同店ではなんと、破格のHKD29/個でオ

イスターを楽しめるプロモーションを実

施中。6個オーダーでスパークリングワ

インが1杯サービスされる！

観光客からも人気が高く、お店からのハーバービューが自慢の尖沙
ランドマークに店を構える「Armani/Aqua」で
は、週末のブランチがスタート。美しい景色を
眺めながら、日本食とイタリア料理を融合させ
た料理で優雅にブランチを楽しもう。

のダンサーが集うこのパー
ティー、みんなで飲んで踊っ
て大人の時間を楽しもう！

Rula Bula Nightclub, G/F., No. 58-62, D'Aguilar St., Central
レッスン 20:30、
ダンス 21:00〜25:00
www.dancewithstylehk.com

26/F. and Rooftop,
535 Tower, 535 Jaffe Rd., CWB
月〜日 15:00〜20:00、土 12:00〜20:00
(852)3708-9668
http://en.szvenicehotel.com/dining̲guide/coffee.html

香港

香港

香港
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Aqua One Pekin, TST
Armani/Aqua 2/F., Landmark Chater, 8 Connaught Rd., Central
12:00〜15:00
Aqua (852)3422-2288 、Armani/Aqua (852)3583-2828
http://aqua.com.hk／http://aqua-armani.hk
ビュッフェのみ HKD448 、
ドリンク飲み放題付き HKD598 、
子供(5〜12歳) HKD198

ビジネス（香港・広東共通）
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

紹介会社

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

大手金融企業よりシニアセールスマネジャー
の募集。7年以上の金融業界勤務経験（営業、 25K〜30K
リース、
事業企画等）
とビジネスレベルの普通語。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売

香港

オンラインの時計ショップにて新規開拓営業。
日系マーケットに対するコール営業がメイン。 20K〜35K
営業経験者、英語コミュニケーションレベル。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

プライベートバンクでのアシスタント募集。
顧客
問い合わせ対応（個人・法人）、書類作成など。
15K〜30K
要証券会社での勤務経験、SFC Paper。英語
ビジネスレベル。就労可能なビザホルダー。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞

商品開発。
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。メカ系だけではなく、
RMB〜25K
電気の仕組みもわかる方。普通語日常会話レ
ベル。

インテリジェンス
深圳

マーケティング・
企画・リサーチ/
専門商社・総合商社

香港/香港島

事業企画担当
（予算分析など）
。
エクセル
（マクロ）
を使用した書類作成、
コーディネート業務等。
20K〜28K
会計関連経験2年以上。
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

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

広州

日系大手企業で保育園・園長職。
【必須】
1）
日本
の保育士資格保有者、
2）
日本の保育園か幼稚園
の管理経験がある方。
【 語学力】不問（通訳を
付けることも可能）。

RMB18K〜
(相談可）

インテリジェンス
広州

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

証券会社バック業務。約定・コンプライアンス・
当局報告の流れが分かる方。受渡決済関連で、
日本のカストディアンとの対応が可能な方。
要英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

日本

海外成長戦略推進担当として、
新規事業などを
サポート。
日本ベースで、担当によりベトナム・
ミャンマー・中華圏へ出張。
要英語と担当エリア
の言語。

JPY
250K〜
450K

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

香港/香港島

アウトソーシング企業にて、ゲームユーザー
向けのカスタマーサポート業務、その他事務。
20K〜23K
英語日常会話レベル以上、
シフト勤務可能な方、
ビザホルダー。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
その他・教育・公的機関など

ベトナム

税理士事務所にて日系顧客向け税務・会計ア
ドバイス及びチーム管理。勤務地はベトナム
（ホーチミン）
またはヤンゴン
（ミャンマー）。

USD3K

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

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。 25K〜28K
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

営業・販売系/金融・保険

香港/香港島

大手外資系プライベートバンクにて日本人の
アシスタントスタッフを募集。証券受発注業務
の経験者歓迎。SFC有資格者優遇、英語ビジ
ネスレベル必須。

25K〜40K

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島

金融・保険商品を扱う投資アドバイザリー会社
でのアシスタント・カスタマーサービスの仕事。
顧客は基本的に日本人、サポート業務なので 22K〜24K
顧客開拓業務などはなし。
英語ビジネスレベル
必須。

RGF 香港

香港/香港島

米系大手IT・コールセンター企業での日本
マーケットを対象としたカスタマーサポートの
仕事。
電話・Email対応、
データ入力等。
PC入力
スキル、英語ビジネスレベル必須。

18K〜25K

RGF 香港

応相談

香港/香港島

広告営業の増員。既存アカウントフォローなら
びに新規開拓業務（日系・ローカル企業）。英語
コミュニケーションレベル。

11K〜20K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫

香港/九龍

既存の顧客への新規の提案業務がメイン。
物流
業界経験者優遇、
または製造業界の営業経験者
も検討可。
中国出張あり。英語・普通語コミュニ
ケーションレベル。

20K

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

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
最低5年以上の基板実装EMS営業経験必須。
英語コミュニケーションレベル。新規でアグ
レッシブに営業活動ができる方。

30K

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
香港/香港島
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

日系特許事務所にて、
アシスタントスタッフを
募集。
日本の顧客の特許取得に関わる書類の
18K〜23K
作成、確認。日本の顧客からの電話応対等。
細かい作業が苦にならない方。

RGF 香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

セールスエンジニア職。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・技術支援等。
メーカー（電気 25K〜35K
関係尚可）での5年以上の技術もしくは営業
経験者。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
香港/香港島
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

外資系法律事務所にて、パラリーガルの募集。
未経験の方も応募可能。
英語流暢で、
専門用語
20K〜30K
等を学ぶ意欲のある方。北京語・広東語ビジネ
スレベルの方、
尚可。

RGF 香港

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

香港＆広東

香港

香港＆広東
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ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

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

職務及び資格

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。資産運用で悩む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

香港/香港島

大手監査法人にてコンサルタントの募集。会計士
資格、
および海外での監査実務経験必須。
中国
本土税務に関する知識があると望ましい。
英語
ビジネスレベル必須。

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

香港系ウェルスマネジメント企業にて投資アド
バイザーの募集。
日本人顧客に対して投資商品
の説明、加入手続きのサポートなど。SFC有
資格者優遇、英語ビジネスレベル必須。

待遇

紹介

募集職種 / 業界 勤務地

待遇

紹介会社

香港/九龍

日系製造業(自動車関連）にて内部統制・業務
監査責任者を募集。香港および華南地区の
35K〜45K
子会社・工場の内部監査、
リスクマネジメント、
社内法規策定。会計士資格者優遇。

RGF 香港

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

大手製造業(半導体）にて内部統制・コンプラ
イアンス責任者の募集。取引企業の与信調査、
リスク管理、
保険会社との折衝、
契約管理。
英語 50K〜80K
ビジネスレベル、
中国ビジネスの経験、
財務諸表
を読める方。銀行出身者歓迎。

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通

香港/新界

日系大手物流会社での営業・カスタマーサー
ビスの仕事。既存顧客のフォローアップ、オペ
18K〜23K
レーション改善提案など。
物流業界経験者優遇。
北京語もしくは英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港

18K〜22K

RGF 香港

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

35K〜70K

18K〜35K

18K〜23K

職務及び資格

営業・販売系/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

日系企業・業務用プロジェクター販売部のマーケ
ティングポジション。数字を管理するセールス・マー
ケティングの経験者。同業界（業務用機器）の営業・
マーケティング経験があれば尚可。海外出張（中国
国内・ヨーロッパ・アメリカ）が月に1回程度有。

20K〜35K

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通

香港/新界

香港系大手物流会社にて営業の募集。
日系ク
ライアントからの受注業務、社内調整、カスタ
マーサービス。
フォローアップ中心のため新規
開拓なし。法人営業経験者、北京語ビジネスレ
ベル必須。

営業・販売系/商社

香港/九龍

総合商社の化成品事業部にて営業の募集。
サ
プライヤー・工場との折衝、
価格交渉、
製造企業
への提案営業。中国国内および東南アジアへ 20K〜25K
の出張に抵抗の無い方。英語ビジネスレベル、
北京語日常会話レベル必須。

RGF 香港

営業・販売系/
外食・フード

香港/新界

日本食のインポーターが、営業マネージャーを
募集。5年以上の営業経験者。飲食業界での
経験・ホテルとのコネクションがある方歓迎。

21K〜25K

RGF 香港

香港/九龍

SEM（検索エンジンマーケティング）
を軸とし
たグローバルマーケティング業務を手がける
企業にて、
コンサルティングを行う営業を募集。 23K〜28K
2年のB to B営業の経験者。英語ビジネスレ
ベル、広東語尚可。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界

日系大手物流会社にて、Accounting Manager
の募集。英語ビジネスレベル必須、北京語出来れ
ば尚可。AccountingおよびAdministrative
チームの責任者として、7名程度のスタッフを率い
るリーダーシップをお持ちの方。

35K〜40K

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

日系大手物流会社にてカスタマーサポートの
募集。
物流業界経験者は優遇、
未経験可。
日常
会話レベルの英語もしくは北京語。長く安定
して働ける方。

18K〜21K

RGF 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

香港/新界

外資系ベンチャー企業での翻訳業務の仕事。
製品内の日本語表記作成、
日本人の感覚に合わ
せたユーザビリティ向上アドバイスなどを通し 20K〜25K
て同社のゲーム開発。英語もしくは広東語が
出来る方。

RGF 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/九龍

日系物流会社にて、Accounting Manager
の募集。5〜7人程の部下を率いて、会計・総務
業務ができる方。3〜5年程度の関連業務
経験者。英語ビジネスレベル、広東語尚可。

35K〜40K

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

香港/新界

加工食品を扱う商社での会計・経理の仕事。
一般会計・出入金管理、
会計事務所・監査法人と
18K〜30K
の連絡、本社への報告業務。簿記の基礎知識が
ある方、
北京語もしくは広東語日常会話レベル。

RGF 香港

香港/九龍

外資系アパレルブランドにて、
カスタマーサー
ビスマネージャーの募集。カスタマーサービ
35K〜45K
ス・コールセンター管理業務等の経験者歓迎。
英語ビジネスレベル以上。

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界

日系アパレルにて、香港事業オペレーションの
責任者を募集。予算策定サポート、実績管理。
既存店舗の運営サポート・新規店舗の出店サ 30K〜35K
ポートまで、幅広対応できる方。
アパレルでの
MD・営業経験者・小売経験者。

RGF 香港

香港/九龍

独立系コンサルティングファームにてシニア
アソシエイト、
マネジャーの募集。
日系顧客の
会計監査、財務・税務アドバイスだけでなく、 30K〜50K
小規模のM&A仲介も多く任せられるポジ
ション。英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

リサイクルビジネスを展開する外資系のベンチャー
企業から、営業マネージャーの募集。法人営業の経験
者で数字に強く、結果にコミット出来る人材。香港採
用で日本に出張ベース、もしくは東京に新たに法人・
オフィスを構えることも予定。英語ビジネスレベル。

RGF 香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

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）
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

日本

30K〜38K

香港＆広東
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ビジネス（香港・広東共通）

Solution

ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【長期休暇はITのおかげ！】
IT サービスの仕事で華南地区を忙しく走り回ってい
る著者によるコラムとなっていますが、
この夏は休暇も

はお気の毒ながらそう簡単にはいかないかもしれま
せんが…）

兼ねて 2 か月近く会社を留守にしています。
この記事が
掲載されるのは 9 月中旬なので既に夏休みは終わって

つまり、会社に出勤しないことが休みという定義なの

いますが、皆さまの夏はいかがでしたか？日頃 IT の何

であれば、IT がこれだけ発達した現代において人々は

たるかを顧客企業の方々に話して回るのが本業なので

より多くの休暇が取れるはず、
ということです。
それを実

すが、実際に IT のありがたさを実感するのは仕事から

践すべく今回かなり長期で会社を離れていますが、今

離れた時なのかもしれません。会社から何千キロも離

のところ特に問題は発生していません。
メールも常に返

れたところにいてもお客様やスタッフからいつものよう

信していますし、電話も全世界で着信できるので、お客

にメールが届き、
それに返信できる世の中です。SNS に

様は私がまさか海外にいるとは想像すらしていないの

も頻繁にメッセージが来ますのでそれにほぼリアルタ

ではないでしょうか。
それほど IT が発達した便利な世

イムで応答もできています。

の中だということですね。確かに、弊害もあります。何時
でも何処でもコミュニケーションが取れるということ

企業で IT を導入する目的は業務効率の向上やコス

は、
自身の都合に関係なく外部世界からのリクエストに

ト削減、それに情報伝達の迅速化になりますが、それ

応えないといけない、
ということにもなります。便利イ

だけでなく遠隔地での業務遂行も可能にしています。

コール素晴らしいというわけではないのが IT の実情で

IP 電話サービスを使えば世界中どこにいても一律料

すが、
それでもうまく駆使すべきというのが IT 専門家

金で通話可能ですし
（SNS 間では無料）、基本的なコ

である我々の考え方です。

ミュニケーションはメールが主体だと思います。つま
り、デスクワークであれば基本的にオフィスにいなくて

本来このコラムは企業向けの IT ソリューションを紹介

も大方の仕事は可能ということになります。社内業務

するところなのですが、
今回はあえて休暇中に IT のまた

の重要データは VPN を駆使して社内サーバに接続す

違った有用性を考えてみました。
この記事を読んでいた

るように設定しておけば比較的安全にデータを取り扱

だいて、
皆さまが業務効率を維持または向上したまま一

うことも可能です。実際に人に会って話をすることはで

日でも多く休暇がとれる日が来ることを願っています。
ち

きませんが、テレビ会議や SNS のヴォイスチャット機

なみにこの記事はサハラ砂漠からさほど遠くないところ

能等を駆使すれば相手の顔を見て話しができますの

に位置する辺境の街にあるカフェで執筆したものです。

で、100％代替とはいきませんが大方の目的は果たせ
るはずです。
（毎日の仕事が営業で外回り、
という方に

香港＆広州

香港
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赤座 卓也（あかざ たくや）

香港＆深圳

兆星電脳有限公司

TERASTARS Computer Ltd.

広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352
Web：www.terastars.com

Fax：(86)757-2238-3353

香港

香港

香港&広東

香港&深圳
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ライフ（香港・広東共通）
住まい探しのお手伝い

Property Agency List

ザ・オーチャーズ 逸樺園 (Tower 1 高層階)

日系不動産代理一覧

（所在地） 太古（タイクー）
バルコニー付き

（室 内） 家具・家電付き、
新内装、
山景、
日本語BS放送
（環 境） MTR太古駅、
AEON近接
クラブハウス完備

（備 考） ペット可マンション

Hong Kong

（間取り） 2LDK 790s.f
（実用614sqf)

部屋の鍵有り、
いつでも内覧可！

TEL (852) 2836-0760

三宝不動産

TEL (852) 2566-0155

南洋不動産

TEL (852) 2891-4113

グレートユニオン不動産

TEL (852) 2856-2382

Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB

Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardineʼs Crescent, CWB

（所在地） 西湾河（サイワンホー）

リアルエステート

TEL (852)2838-2117

エイブル（大建不動産香港）

TEL (852)2525-2083

Rm. 1601-2, Workingﬁled Comm. Bldg., 408-412 Jaﬀe Rd., CWB

（間取り） 3LDK 1,032s.f（実用749sqf)
バルコニー付き

Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central

（室 内） 家具・家電付き、全海景

Guang Dong

今週 のおススメ物件セレクト

スターツ
（香港）

20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley

グランドプロムナード 嘉亨灣 (Tower 6 高層階)

（環 境） MTR西湾河駅徒歩約５分

日系スーパーＡＰＩＴＡへ徒歩約１０分
大型クラブハウス完備

（備 考） ペット寛大マンション

（月 額） HKD35,000 (管理費、税金込み)

ローヤルペニンシュラ

半島豪庭 (Block 2 中層階)

（所在地） 紅磡（ホンハム）
（間取り） 2LDK＋S 951s.f（実用716sqf)
（室 内） 家具・家電付き、街景
（環

境） MTRホンハム駅徒歩約5分
日系スーパーＡEONへ徒歩約5分
クラブハウス完備

（備

考） ペット可マンション

（月 額） HKD28,000 (管理費、税金込み)

三宝不動産
香港

TEL (852) 2882-1922

14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB

Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho

（月 額） HKD26,800
（管理費、
税金込み）

香港

トロント不動産

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.
(852)2566-0155

香港

深圳

香港＆広東

深圳

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港 (852)2376-0633
GD広東 (86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk
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ベターハウス 広州支店

TEL (86) 20-3877-1528

友和不動産

TEL (86) 20-8729-4501

スターツ
（広州）

TEL (86) 20-3877-0041

フルホーム不動産

TEL (86) 20-3801-2651

ライフパートナー

TEL（86）20-3881-3137

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

広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F

広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室

広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階

広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室

広州ラクラシ不動産

TEL(86) 20-8753-4146

OK-Support 深圳

TEL (86) 755-2360-2214

エイブルネットワーク深圳

TEL（86）755-2398-5391

ジュノー不動産

TEL (86) 755-8219-5546

ベターハウス 深圳支店

TEL (86) 755-8367-8712

不動産NAVI 羅湖店

TEL (86) 755-2584-5960

不動産NAVI 南山店

TEL (86) 755-3660-7226

広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805

深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室

深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
深圳市南山区海岸城東座225号

深圳

ライフ（香港・広東共通）

ペットをお持ちの方必見！
深圳︵中国︶から日本へペットと一緒に
帰任する際の注意点︑及び手続き方法について
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ＮＡＶＩ

不動産
NA V
の加
I
駐在で
藤
さ
んによ
深圳︵
ると︑
中国︶
ペ
ッ
へ
ト
引
と一緒
越しを
に来る
される
中で
か
お
ど
も
客
う
特
様の中
か
に
を
日
迷われ
本帰任
で︑
今回︑
て︑相
の際に
広東
談
省
︑
を
問
︑
受ける
香港で
い合わ
携わっ
件数が
唯一︑日
せが多
てい
る
増
い
本
え
と
人
てきて
いう︒
対応で
カスタ
Scan
おり︑
ペ
マ
w
ッ
e
ー
l
ト
l
サ
Logi
の検査
ポート
sti︵
や手続
部の楊
cs獅威物
Scan
き
w
玉
流
な
e
さ
︶
l
どの業
l
深
ん
L
紹介し
に
圳
ogis
お話し
支店の
務に
ticで
ている
sは︑お
を伺う
営業
が
客
藤
︑
こ
今
様
井
回はそ
の
と
桃子さ
ペット
が実現
れぞ
んと︑
の
した︒
帰
れ
国
の
を︑大
ステッ
きく分
プに関
け
し
て
て
︑注意
のステ
点等ア
ップで
ド
バ
イ
スを頂
いた︒

presented by
不動産NAVI
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ステップに進む前に…

まずは下記の資料を各自で準備！

・お客様のオリジナルパスポート

・養犬証明書

・ワンちゃん猫ちゃんの写真

❶書類を用意し、ペットと共に深圳出入境検験検疫局へ
→輸出申請とISO取得のマイクロチップを装着

藤井さん：マイクロチップに入っている情報は
「いつ血清を取ったか」
「いつ注射をしたか」
「いつ生ま
れたか」
などのペット自身を証明する情報が入っています。

❷ペットを指定の検疫局指定の動物病院へ連れて行き、検査を行う
・マイクロチップ装着

・レプトスピラ症化学検査（犬のみ、血清採取）
・虫駆除（体内・体外）

・第1回狂犬病予防接種

・寄生虫検査（糞及び身体）
・身体検査

藤井さん：日本から中国にペットを持ち込まれた場合は、既にチップが埋め込まれている場合が多

いので、
その場合は改めて手続きは必要ありません。入っていない場合は、
チップを入れ

てから狂犬病用の注射を打つことになります。
また狂犬病のワクチンの注射は毎年打って
いらっしゃる方が多いので、一年以内に帰国される方は特別このための手続きが必要な
い方が多いです。

❸第1回狂犬病注射より30日以上経過後、ペットを動物病院へ連れて行き、二回目の予防注射を
する。同時に血清も採取する。

❹日本畜産生物科学安全研究所（http://www.riasbt.or.jp/）へ郵送し、抗体検査証明書をもらう。
日本にて検査後、検査証明書が発行され、中国へ返送される。

藤井さん：血はDHLやOCSなどの輸送業者では中国から輸送するこ
とが出来ません。なので、通常だと個人で飛行機に乗って
運ぶという方法をしなければいけません。
しかし、
お客様の

中には、手間もかかりますし不安を感じる方もたくさんい

らっしゃいますので、弊社ではその代行を行っています。検

査後、結果は1か月後ぐらいで出ます。血清が問題なけれ

ば、次のステップへ進めますが、抗体が出来ていなけれ
ば、
もう一度注射を打つことになります。
❺血清採取後、180日の中国国内係留期間を置く。

❻ペットが帰国する40日前までに、
日本空港動物検疫所へ申請。(http://www.maﬀ-ags.go.jp/)
日本空港動物検疫所にて受理・許可後、動物輸入受理書を返送。

左から、Scanwell Logisticsの楊さん、藤井さん、不動産NAVIの加藤さん

藤井さん：この期間内にお客様にて航空券をご用意し、弊社宛に航空券もしくはeチケットを送付し
て頂きます。

❼ペット出発の約7日前、検験検疫局指定の病院にて検査を行い、獣医さんに日本指定証明書へサ
インをしてもらう。同時に、検験検疫局が輸出のための動物衛生書を発行。

楊さん：帰国の7〜10日前に、中国政府より動物の衛生証明書を発行してもらいます。
その場合、
お
客様のパスポート原本、犬と猫の注射記録、写真2枚、抗体検査証明が必要です。

藤井さん：上記の抗体検査証明書が揃う事で、
日本への輸出材料が揃うことになります。
この部分に

関しましては、中国語が話せないとなかなか対応が難しいので、
ここだけ依頼される方も
多いです。

❽ペットが日本へ到着する4日前、
日本動物検疫所へ受理番号・フライトナンバー・到着時間及び到
着空港を申請。同時に、航空会社へペットの席予約を行う。

藤井さん：こちらの部分に関しまして、
お客様から
「いつ帰るか」
といったフライト便の日時を連絡頂
不動産NAVI

住所：深圳市羅湖区南湖路深華商業大厦写字楼401号室
電話：(86)755-2584-5960
住所：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
メール：info@fudou3navi.com
ウェブ：http://www.fudou3navi.com

ければ問題ありません。

❾Scanwell Logisticsのスタッフ又はお客様がペットを連れて日本へ。
❿ペットが日本へ到着後、同行人より、
日本動物検疫所へ輸入検査申請書、獣医サイン付きの狂犬
病抗体検査証明書、輸出入検験検疫所サイン付きの狂犬病証明書を提出。
日本検疫所による数
時間の検査（最長12時間）の後、無事ペットの帰国手続きが完了！
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ライフ（香港・広東共通）

「ブロードウェイ・シネマテーク」の中にあ

るシックなブックショップカフェ
「Kubrick」。
名前の由来は映画監督のスタンリー・キュー

ブリック。店内のブックスペースには映画の

専門書をはじめ、映画のポスターやチラシ

華麗なカンフーで世界を魅了した伝説的

たのはつい最近2012年のこと。
しかしこの

まで創始した。彼は32歳の若さでこの世を去

室」
といえば香港映画にもよく出てくること

い歴史的建造物だ。当初は映画館として市

ら武道家、自らジークンドーと呼ばれる武道

で有名だが、実際に店内に入ってみると一

ブルース・リーをフィーチャーしたのがこの

ゆっくり食事もいいけれど、ぜひ食べてほし

雑誌、CDやDVDもたくさん置かれている。お

「Bruce Lee Club」
。世界中のファンたちが、大

ペースでおすすめの「ローズ・ラテ」を飲み

なっている。あなたもブルース・リーファンの

ながらほっと一息休憩しよう。

来ほとんど変わっていないという。
「美都餐

るも、数々の名作映画と共に色褪せることな

くいまだ多くの人から愛されている。そんな

気に入りの本をゲットした後は、カフェス

広東オペラを上演するこの劇場が始まっ

トロな雰囲気の佇まいは1960年の創業以

などコレクターたちにはたまらないグッズ

がずらり。
もちろん映画と関係のない書籍や

テンプルストリートマーケットの一角、
レ

映画スター
「ブルース・リー」
。俳優でありなが

昔前の時代へタイムスリップした気分に。
いのがバターをはさんだパイナップルパン

建物自体は1930年に建てられた、かなり古

民に親しまれていたものの1998年に閉鎖。
廃墟のような状態を経た後、現在のようにき

れいに改装されて劇場となった。活躍する
のは若くて有望なパフォーマーたち。英語で

の上演も行われているが、香港を満喫する

規模な展示を楽しんだり交流したりする場と

と濃厚な香港式ミルクティー。緑ぶちの窓か

一人なら、
ここへ寄らずには帰れない！

フェタイムを過ごしてみては。

リかも？

らのぞく平和な街を横目に、ほんのり甘いカ

ためにあえて広東語上演を見てみるのもア

Kubrick Bookshop Café

Bruce Lee Club

Mido Café 美都餐室

Yau Ma Tei Theatre

住所：Shop H2, Prosperous Garden,
3 Public Square St., Yau Ma Tei
ウェブ：www.kubrick.com.hk

住所：Shop 160-161, Inʼs Point,
530 Nathan Rd., Yau Ma Tei
電話：(852)2771-7093
時間：12:30〜21:00

住所：64 Temple St., Yau Ma Tei
電話：(852)2384-6402
時間：8:30〜21:30

住所：6 Waterloo Rd., Kowloon
電話：(852)2264-8108
ウェブ：www.lcsd.gov.hk

メイン通りのネーザンロードからは少し

夜がメインとも言える廟街（テンプルスト

入った所に位置する、隠れ観光名所「玉器市

リート）。道々にはガラクタから電化製品、ア

場」
。価値が高いイメージのヒスイだが、実は

クセサリーまで様々な物を売る屋台がところ

高価なものからリーズナブルなものまで種類

せましと連なっている。そんなガチャガチャ

は様々。特にここ
「玉器市場」
で大事なのは交

した通りを抜けると見えてくるのが、文字通

渉。気になるものがあってもすぐには買わず、

りずらりと並ぶ20以上の占い小屋。
これだけ

とりあえず色々なショップを見て回るべし。
そ

香港観光をするならやはり、裏通りが「ザ・香港」な雰囲気漂う油麻地・佐敦エリア

していよいよ目星をつけたらとにかく安さを

は定番！ 香港映画の影響か、
このエリアにダークで危険なイメージを抱いてい

追い求め、希望の値段で掘り出し物を手に入

れよう。
自分用とお土産用と…と探すうちに、

る人もいるかもしれないが、現実はまったく問題なし。安全かつ、若者の遊び場

気付けば数時間経っていたりして。

である旺角や観光客でいっぱいの尖沙咀ほど人通りも多くない。ゆっくり観光を満

Jade Market 玉器市場

らない……」
という人のために厳選おすすめスポットを10個紹介！ これを読んで
香港観光を思い出に残る充実したものにしよう！

香港マダムのご用達ショッピングモール

佐敦から尖沙咀にかけてのネーザンロー

ポットがここ
「Sky 100 Observasion Deck」
。昼

「裕華國貨」。店は高級宝飾品だけでなく、

ド沿いにある大きな公園といえば「九龍公

インを、夜には100万ドルの価値があると

様々な 中 国 産アイテムで 溢 れ かえってい

も有名だが、公園の中心にある
「Hong Kong

増えつつある中国人旅行客。彼ら中国人は

介しているのは香港の建築物や考古学につ

には青い空の下に広がる香港のスカイラ

食品や漢方薬、チャイナドレスや食器まで

も言われる有名な夜景を一望することがで

る。主な客層は地元の香港人と、年々さらに

もオススメする理由の一つ。展望デッキで

祖国で似た物があるにもかかわらず、裕華

きる。ビクトリアピークほど人が多くないの

コーヒーやケーキを味わいながら、優雅な
ひとときを。

Sky 100 Observation Deck
住所：100/F., International Commerce Centre, 1 Austin Rd.
電話：(852)2613-3888
時間：10:00〜21:00（金曜・土曜は22:00まで）
ウェブ：http://sky100.com.hk/en/

はず。占い好きはもちろんそうでない人も、
せっかく香港へ来たならモノは試し。あなた
の運命や未来について占ってもらおう。

喫するのにぴったりの場所なのだ。
この記事では「でもどこに行けばいいかわか

住所：Battery St. & Kansu St., Yau Ma Tei
時間：10:00〜18:00

香港の街並みを360度見渡せるイチオシス

いれば日本語を話す占い師を見つけられる

國貨の商品にプレミア感を感じて買って帰

るらしい。日本人にとってもお土産探しに便
利なショップ、時間が空いたときに寄ってみ

ては。

園」。最近は某ゲームの人気スポットとして

住所：Market St., Yau Ma Tei

店内には大衆感があふれ、店員も特にフ

レンドリーなわけではない、むしろそれが
香港の茶餐廳らしい「澳洲牛奶公司」。同店

人気の秘密はたっぷりのスクランブルエッ

Heritage Discovery Centre」
も外せない。紹

グを挟んだ名物トースト。隠し味にはクリー

いて。香港を深く知るなら、
「今」だけでなく

ら。そしてもう一つ忘れてはいけないのが、

みよう。一通り見た後は、公園内の緑溢れる

リン」。
トーストでお腹を満たしてデザート

現在の発展を築きあげてきた歴史も感じて
素敵な庭で、旅の疲れも忘れてリラックス！

Yue Hwa Department Store 裕華國貨

Hong Kong Heritage Discovery Centre

住所：301-9 Nathan Rd., Jordan
電話：(852)3511-2222
ウェブ：www.yuehwa.com

住所：Kowloon Park, Haiphong Rd., TST
電話：(852)2208-4400
ウェブ：www.amo.gov.hk/en/hdc.php
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Fortune Teller in Temple Street

ムスープが使われているという噂もちらほ

行列に並んででも食べたい絶品「牛乳プ

に はプリン、これで 香 港 観 光 のランチプ

ランは完ぺき！
澳洲牛奶公司

住所：47 Parkes St., Jordan
時間：7:30〜23:00（木曜定休日）

