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香港国際空港 / ドップラーライダ 香港賽馬會沙田馬場 / ダイヤモンドビジョン

三菱電機（香港）は50周年を迎えました

三菱電機（香港）は、今年で設立50周年を迎えました。
三菱電機（香港）社会インフラ事業部は、電力、公共、交通分野で業界を絶えずリードし、

香港、マカオ、中国インフラを支える最先端の技術を提供しています。
私たちはこれからも、より良い明日の生活を実現するために、常に挑戦し続けます。
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　「アンダーワールド」は、2003年に公開されたアメリカ映画。吸血鬼
（ヴァンパイア）と狼男（ライカン）の間に続く、何世紀にも渡る戦いを描
くアクション映画。2012年に公開された第4弾「覚醒」に引き続き、第5弾
となる最新作「ブラッド・ウォーズ」が公開となる。
　同作では、ヴァンパイアの宿敵であるライカンに新たなリーダーが出
現し、敵対する種族同士のヒートアップした戦いが繰り広げられる。女性
ヴァンパイアであるセリーン役は、ケイト・ベッキンセイル。第3弾「ビ
ギンズ」ではモノローグのみの出演となるも、第4弾で主演に復帰し、同
作は4度目の主演となる。ライカンの新たなリーダー役は、「ゲーム・オ
ブ・スローンズ」や「アウトランダー」といったテレビシリーズで活躍する
バイアス・メンジーズ。監督は、これまで撮影監督やテレビ監督を務め、

本作が商業映画デビューとなるアンナ・フォースター。CGやワイヤーを
ふんだんに使った迫力あるアクションシーンは見物。ぜひ劇場に見に行
こう。

上品な眼差しに視線が釘づけ
ルナソル2016年秋の新作アイシャドウ登場
　大人のナチュラルメイクの定番のアイシャドウといえばやはり「ルナ
ソル」。発色や粉質に定評があり、根強い人気を誇る。そんなルナソル
から2016年秋冬の新作が登場。今季は「眼差し浄化」をテーマに、眼差
しを印象的に引き立てるコレクションが登場。軽やかな羽をイメージし
た薄色を重ねて作るグラデーションが今年らしくて新感覚。アイシャド
ウ「エアリースモーキーアイズ」は全4種。陰影をつけるシェードカラー
とニュアンスカラーが3色ずつセットされていて美しい輝きのハイライ
トカラー2色を重ねれば、立体的で魅力的な目元に仕上げてくれる。な
かでも秋コレクション一番の人気カラーのグレー系は今季のメインカ
ラー。スッキリとしたクールな目元を演出してくれる。グレーでも重くな
らず、繊細なラメ入りで美しく光を反射。深見があるのに明るい目元に

なるスモーキーカラーはとても新鮮で今年風に。
　同時発売のシアーな発色のチークや、シェイディングカラー、ハイラ
イトやチークも忘れずにチェックしよう。

ルナソル
取扱い店舗：そごう百貨店(銅鑼灣店、尖沙咀店)
　　　　　 朗豪坊Beauty Avenue朗豪坊
　　　　　 一田百貨(沙田)
　　　　　 千色CITOSTORE柴湾

第5作目となる「アンダーワールド」の最新作
吸血鬼と狼男の闘争を描くアクション映画

アンダーワールド：ブラッド・ウォーズ
（Underworld：Blood Wars）
12月1日公開
監督：アンナ・フォースター
出演：ケイト・ベッキンセイル、バイアス・メンジーズ

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ 三菱電機（香港）が設立50周年
記念式典をGrand Hyatt Hong Kongで開催！

GROWING INTO THE BETTER & BRIGHTER TOMORROW
　1966年の設立以来、インフラ事業を中心に香港の発展に大きな貢献を続けて来た三

菱電機（香港）が、今年50周年を迎えた。この大きな節目を祝う記念式典が11月4日、湾

仔（ワンチャイ）のGrand Hyatt Hong Kongで盛大に行われた。当日は三菱電機（香港）

の取引先など約60社から招かれた関係者、三菱電機（香港）の社員ら、総勢約540名が出

席した。三菱電機（香港）社会インフラ事業部関連からは、香港電力、中華電力、香港

ジョッキークラブ、香港天文台及び香港SOGOが招かれた。日本から駆け付けた三菱電

機 柵山社長は、三菱電機（香港）赤本会長兼董事長に、50年の感謝の気持ちとともに、

記念品として輪島塗の“双鶴沈金”を手渡し、「今後の三菱電機（香港）と香港の未来の更

なる発展に向け支えていく」と心強い言葉を贈った。

心身を鍛練し、人間形成を目指す武道の大会
　香港剣道協会主催の第10回香ビギナーオープンと第7回オープン

ジュニア剣道大会が11月27日に開催される。両大会はいずれも香港剣

道協会及び所属している

の道場の会員の初心者、

ジュニアであれば参加可。

あなたの剣道の腕を試す

いいチャンス。

第10回香港初心者オープン
第7回香港ジュニアオープン剣道チャンピオンシップ

11月27日

Lei Yue Mun Sports Centre, Main Arena, 4/F., 
Lei Yue Mun Municipal Services Bldg., 6 Lei Yue Mun Path, Yau Tong
9:00～18:00
(852)5386-0185
www.hongkongkendo.com
HKD150

Music Zone @ E-MAX, 
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
19:15、20:15
www.cityline.com
www.gmusichk.com
HKD480

Tong Chong St., Taikoo Place
11:00～17:00
www.taikooplace.com/en/Play/DiscoverTaikooPlace/TCSM.aspx
無料

20/F., Cityplaza One, 1111 King’s Rd., Taikoo Shing
(852)2510-0555
http://hk.mitsubishielectric.com

International Commerce Centre, 1 Austin Rd. West, Kowloon
8:30～16:00
www.shkpverticalrun.com

2120段を駆け上がるチャリティーイベント
　昨年香港と上海で約3,000人の参加者を集めたチャリティー・イベント

「SHKP Vertical Run」が、今年も西九龍の環球貿易広場（ICC）で開催され

る。このイベントは同ビル100階の「sky100香港」の展望台まで階段で駆

け上るというもので、過酷かつ貴重な体験が出来る。国際的な実力ラン

ナー達の本格的なレースから、楽しみ

ながら登るクラスや子供向けの体験ク

ラスまでいくつかのクラスに分かれて

おり実力や目的に応じて選択できる。

参加料などの収益金は子供や青少年

のための香港共同募金に寄付される。

チャリティー・イベント
 SHKP Vertical Run 

12月4日

温かさと優しさに満ちた歌声に癒される
　「ひだまりの詩」の大ヒットでも知られる元ル・クプルの藤田恵美さん

が家族との思い出が詰まった邦楽アルバム「ココロの食卓～おかえり愛

しき詩たち」を引っさげて香港でコン

サートを開催する。温かさと優しさに包

まれた心地よい彼女の歌声に酔いしれ

よう。

藤田恵美アジアツアー2016
「Camomile Acoustic Night」

11月28日～29日

Tong Chong Street Market
Sunday Market

12月18日

エコバッグ持参で楽しもう！
　人気のサンデーマーケット「Tong Chong Street Market」が12月18日に
太古プレイスで開催される。様々なフードブースをはじめ、生産者直売の

オーガニック野菜や果物、添加
物一切不使用のパン、スイー
ツ、ドリンクなど地球に優しい
サステイナブルフードなど40も
のブースが並ぶ。

写真正面右から三人目が、三菱電機 柵山社長。

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

技術系（建築・土木）/
建設・建築・
内装・住宅関連 

香港/九龍 RGF 香港17K～22K

送電線接続工事を行う企業にてエンジニア・
施工管理者の募集。日本（大阪）で1年間の研
修後、欧州・米国・西アジアなど世界各地の
現場に短期派遣され施工管理を行う。電気系
バックグラウンドの方、新卒歓迎。

企画・広報・経営管理系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

香港/九龍 RGF 香港30K～40K

日系アパレル小売企業にて香港事業の責任者
を募集。既存店舗および新規出店計画立案、
予算策定、オペレーション管理・マネジメント
業務。アパレル小売業界での経験者。本社採用・
香港駐在（家賃手当等有）。

香港/九龍 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～34K

日系大手電機メーカーにて、オフィス機器の
市場調査担当者を募集。各市場調査機関のレ
ポートをまとめ商品開発部・生産技術部・マー
ケティング部にレポートする業務。同業界もし
くは近しい経験必須。

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/香港島 22K～28K

インターネットソリューション・Ｅコマースを
提供する会社にて経理総務の担当者を探す。
事業会社もしくは会計事務所で経理の実務
経験が3年程度ある方。総務人事業務の経験者
歓迎。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 30K～35K

香港における美容サービス事業の運営管理者
の募集。小売業界で地域統括やSupervisor
の経験者、経営企画・営業戦略立案・KPI管理、
BtoCマーケティング等の経験があれば他業界
出身者歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

18K～22K香港/九龍
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービ
スの募集。日系クライアントからのお問い合わ
せ対応、各種配送手続き代行、各ベンダーへの
連絡業務。英語・北京語出来る方歓迎。

RGF 香港香港/香港島 35K～70K
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）/
コンサルタント 

営業・販売系/
金融・保険 RGF 香港40K～90K香港/九龍

金融機関にて日本人を対象としたプライベー
トバンカーの募集。金融機関（銀行、証券会社、
投信会社等）で5年以上の勤務経験があり、
運用会社での投資信託・債権の営業経験が3年
以上ある方。SFC Type1保持者歓迎。

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 

18K～23K

保険・金融商品のブローカー企業にて日本人
を対象としたコンサルタント職の募集。顧客の
資産運用アドバイス、ポートフォリオ作成、受発
注業務、投資セミナー開催補助業務など。既存
顧客のフォローアップがメイン。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島営業・販売系/
金融・保険 25K～38K

外資系投資銀行にて日本人プライベートバン
カーのアシスタントを募集。金融機関のミドル
業務・証券の受発注業務の経験者。SFC 
Type1保持者歓迎。英語ビジネス上級レベル
（TOEIC900点レベル以上）。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 25K～30K

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてＥコマー
ス担当者の募集。対象は日本の病院・医療機関
となり、日本語訳・WEBサイト更新・SEO対策、
その他受発注業務サポートを行う。デジタルマー
ケティングに興味ある方、未経験者歓迎、急募。

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） 

35K～45K

外資系大手アパレル企業にて、カスタマーサービ
ス部署の責任者を募集。日本・海外問わずコール
センター/カスタマーサービスチームのマネジメン
ト、ＫＰＩ管理、顧客レポート作成経験を有する方。
英語ビジネスレベル（レポートラインは英国）。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港技術系（メディカル・
化学・食品）/小売・流通 50K～70K香港/新界

大手食品メーカーで包装材工場の責任者の
募集。食品包装材に関わる開発技術者、生産
工程管理、工場経営のいずれかをの経験を有
する方。本社採用駐在員、もしくは現地採用と
なり、勤務地は広東省内のいずれかの工場。

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 

香港/九龍 30K～50K

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、
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 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 35K～45K

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
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。

日本 30K～38K RGF 香港営業・販売系/商社

電子デバイスのリサイクルビジネスを展開する外資系
ベンチャー企業にて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
駐在。英語ビジネスレベル（上司はアメリカ人）。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～35K

日本食材を扱う貿易商社にて営業担当者～マ
ネージャーを募集。業界問わず3年程度の法人
営業経験をお持ちの方、もしくは飲食業界で
店舗マネジメントなどの経験者。物流・商社の
経験者歓迎。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

35K～40K

日系大手物流会社にて、会計財務のマネ
ジャーを募集。事業会社でのフルセット経理業
務経験５年以上、年次予算策定、中国子会社と
の連結決算業務経験必須。英語ビジネスレベル、
北京語出来る方歓迎。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍

日系大手商社の化成品事業部にて営業担当者
を募集。主に自動車業界を対象とした合成樹脂
製品/プラスチック素材の販売業務。同化成品
業界や自動車業界での業務経験を有する方、
北京語出来る方歓迎。

20K～25K

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍

日系大手物流会社にて営業マネジャーを募集。
主に日系製造・商社の既存顧客を担当し価格調
整、トラブルシューティング等、新規開拓、チーム
マネジメントを担当。５年以上のフォワーダーで
の営業経験を有する方。北京語出来る方歓迎。

30K～35K
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香港＆広東香港＆広東

今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介 

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

香港 20K～40K
電子部品基板の実装における、日系企業様宛
の営業業務全般。★電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～40Kプロジェクトマネージャー/ビジネス英語/会計

知識優遇。

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）。

香港WORKS20K～30K香港/香港島 記者（経済・マーケット）。北京語歓迎、ビジネス
英語。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
マスコミ・広告・デザイン 

香港/香港島 20K～30K インテリジェンス
香港

プラスチック、ゴムなどを扱う企業より営業
募集。新規開拓など。★プラスチック業界経験者、
英語ビジネスレベル。即勤務可能な方歓迎！

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

大手金融企業よりシニアアソシエイト募集。
顧客への様々な金融商品の販売、新規開拓など。
★広東語ビジネスレベル、3～5年の金融営業
経験。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

HKD
40～50/1h顧客窓口、メール対応、事務全般。香港/九龍

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 

東莞 20K～30K日系顧客担当セールス。 華南WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（素材・化学・エネルギー 

25K～50K香港/香港島

顧客対応。英語での提案書作成、プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業にて勤務経験のある方。
英語ビジネスレベル、+普通語または広東語
あれば尚可。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 

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 

18K～23K香港/九龍
金融サービス企業よりCSスペシャリスト募集。
債権回収について。★英語・日本語ビジネスレ
ベル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
広州

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 RMB18K～
(相談可）

日系大手企業で保育園/園長職。★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）

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 

20K香港
情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリ
サーチ作業など。★要英語日常会話レベル。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント 

18K～21K香港/香港島 ジャパンデスク/英語。

RMB～30KIT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス
金型、プレス加工技術（金属製品）の管理経験
3年以上。製造部門での管理職経験が豊富な
方。語学不問。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K

日系商社にて、基盤の生産の見積もりから納品
まで一連のコーディネーション業務。華南地区
の工場に週に1回出張あり。★基盤の営業・生産
管理経験者歓迎！

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/
小売・流通・通信販売 

香港/九龍 20K～26K
主に人事業務（採用・退職時の手続き、給与
計算、MPF等）、その他オフィスサポート全般。
★2～3年以上の人事・総務経験者で、英語or
広東語のいずれかビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
医療関連 20K～30K香港/九龍

医療機器メーカーからの募集。医療部品など
を医療機関へ販売。海外出張あり。クライアント
同行等。★3年以上の営業経験者（業界不問）で、
マネージメント経験必須、英語/普通語：ビジ
ネスレベル。

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/
外食・フード 

20K～40K香港/新界
香港にて日本食を展開する有名企業より、秘書
ポジションの募集！（秘書・総務業務担当）★英語
ビジネスレベル、広東語日常会話レベル。秘書
経験必須。ビザをお持ちの方。

インテリジェンス
香港香港/新界生産管理・品質管理・購買/

専門商社・総合商社 15K～18K
貿易商社より商品管理ポジション募集。社内シ
ステム、商品情報、在庫の管理など。★物流や
商品を管理した経験があり、基本的なエクセ
ル操作が出来、明るい方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港香港営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問 30K～60K
資産運用企業より日本人顧客を対象としたRM
業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳東莞

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

広東香港

　11月4日、コーズウェイベイ（銅鑼湾）の日本人倶楽部「松の間」で、
大手人材会社のRGF HR Agent Hong Kong Limited（以下RGF）と日
本でもお馴染みの損害保険会社Sompo Insurance (Hong Kong) 

務事士計会手大の立設年5491、）opmoS下以（.dtL ,.oC 所 KPMG
中国香港事務所（以下KPMG）の3社合同による、経営者や各企業
の代表者向けのセミナーが行われた。当日は香港で事業を行って
いる経営者や日系企業の総経理・役員など約30名が参加した。
　セミナーは、香港地域及び・中国でのビジネスに役立つ、人材、
損保、会計といった各分野のテーマから構成され、それぞれの担当
者が講師を務めた。RGFの高山総経理は「アジアにおける日系企業
の人事・組織課題」をテーマとし、日本とアジアでの人材特性を対
比させながら課題と解決法について講義を行った。次いでSompo
社は「香港のビジネスで見落とされやすいリスク」をテーマに講義
し、最後のKPMG社は「香港で仕事をする際に知っておきたい会
計・税務の基礎知識」について語った。

RGF、Sompo、KPMGの3社による

経営者・企業の代表者向け
ビジネスセミナー開催！

　IT サービスの仕事で華南地区を忙しく走り回ってい
る著者です。今回は便利なファイル転送サービス
「DropSecure」について紹介します。通常、どこの会社
でもファイルの転送は Eメールに添付して送信という
ケースがほとんどだと思いますが、大容量のファイル
送信時はメールサーバ側の容量制限等で送れないと
いう問題も発生しがちです。世の中には様々なファイ
ル転送手段がありますが、できるだけ安全に、かつ中
国大陸内からでもVPN 等を介さずにデータのアップ
ロード /ダウンロードが可能なサービスは限られてい
ますので、今回の当コラムで紹介する DropSecure は
理想的と言えます。
　DropSecure（dropsecure.com）は無料で利用でき、
かつユーザ登録等は特に必要ないというとても太っ腹
なサービスです。一度に送れるファイルのサイズも2GB
までと充分なものですし、送信時にファイル自体を暗号
化してからアップロードできますので、データ漏洩の安
全性に関してはそれほど心配する必要はありません。使
い方は至って簡単。同サービスのホームページ上に
ファイルをアップロードする欄がありますので（トップ
ページを見れば一目瞭然）、そこへ転送を希望するファ
イルを指定。それから受取人の Eメールアドレスを入
力し、「Encrypt & Send」のボタンをクリックするだけと
いうとてもシンプルな操作のみ。指定したファイルは自
動的に暗号化されてアップロードが開始します。便利な
ことに、一度に 10 人（10 個の Eメールアドレス）まで同
時に送信できますので、通常の CCで添付ファイルを送
る感覚でファイル転送が可能です。

　受取側では、「転送ファイルが届きました」という内容
のメールが届きますので、メール本文中のダウンロー
ドリンクより当該のファイルをダウンロードできます。但
し、ここで一点注意が必要です。ファイルのアップロード
時は暗号化されていますので特に安全性について考え
る必要はありませんが、ダウンロード時には 
DropSecure のサーバ側で解凍（暗号解除）されてから
受信が始まりますので、送る側はあらかじめ ZIPファイ
ルなど何等かのパスワード付の圧縮データとしてアッ
プロードした方が確実に安全性は高まります。今回 
DropSecure をおススメしようと思った理由の一つが、
「7日後に自動的にサーバから削除される」ということで
す。オンラインストレージとは違い、あくまでファイル転
送を目的としたサービスに特化している点が気に入り
ましたし、逆に一定期間のみダウンロード可能とするこ
とで無暗に重要データをネット上で保管しなくてよいの
で社内の誰かがアップロードした重要ファイルが永久
にネット上に存在するといったリスクを減らすには良い
はずです。
　以上、今回はファイル転送の便利サービス、
DropSecure の紹介でした。こちらでテストしたところ、
中国からも日本からもアクセスには問題ありませんでし
たので、比較的快適に利用できるのではと思います。皆
さまのお仕事に少しでも役に立てば良いなと思いなが
ら記事を執筆した午後でした。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【ファイル転送は便利な DropSecure】

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　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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深圳

深圳

香港＆広東

香港＆広東

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

（所在地） 天河区

（間取り） 1LDK

（環　境） 広州地下鉄 3号線、石牌橋駅 真上エレベーター

（室　内） シャワーボックス、バスタブ、ウォシュレット

（備　考） 内装、全家具家電付き

（月　額） 18,000元

フ レ イ ザ ー  

（所在地） 天河区

（間取り） 89m²

（環　境） 地下鉄3、５号線珠江新城駅の真上

（備　考） 地下鉄珠江新城駅出入口目の前の好立地

 大型スーパー、日本料理が周りにあり

（月　額） 13,000元

尚 东 君 御

君 玥 公 馆

（所在地） 天河区

（間取り） 1R   36m²

（環　境） 地下鉄５号線猟徳駅まで 徒歩１０分

（備　考） 猟徳駅エリアで一番新しいマンション

 外国人が集まるバーストリート近く

（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
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 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
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
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
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
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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Visual Disobedience - A solo exhibition by Shepard Fairey
場所: Shop B104 - Shop 305, The Pulse, 
　　  No. 28 Beach Rd., Repulse Bay
日時: ～11月27日、水～日 12:00～20:00

　若手のコンテンポラリーアーティストを支援する非営利団
体、HOCA財団はアメリカのアーティスト、Shepard Fairey氏
の香港初の個展、“Visual Disobedience”を開催中だ。社会を
敏感に捉え大きな評価を得た作品の数々と、中国と香港に
インスパイアされた大作の公開に注目が集まっている。アー
ト界に彗星のごとく現れ、権力と責任をテーマにしたFairey
氏の作品からは、観る者への強いメッセージ伝わってくる。
　Fairey氏は腐敗政治への批判や企業の崩壊、反戦の心、
セレブリティのインスピレーショナルな面、有害さもありの
ままに紙やキャンバスの上に表現し、近年は地球温暖化や
石油消費が引き起こす環境破壊など、人類が共有する地球
という財産の著しい消耗にも関心の幅を広げて創作に取り
組んでいる。彼の知名度は2008年、大統領選でオバマ氏を
テーマにした”Hope”によって一気に上昇し、その活動と哲
学はより成熟したが、コンテンポラリーアーティストとして
認められるとメッセージ性の強い作品を作らなくなる多く
のアーティストと違い、Fairey氏は一貫して直近の言論の自
由を主張し、社会のシステムの一部にならなくても成功す
ることは可能だと世間に説く。彼の主張ある作品について
人々が意見を交換し合う―それが彼の望むことであり、
Fairey氏にとって重要な価値を持つエレメントだ。
　今回展示されるのは、代表作の“Obey Giant campaign”
から“Hope”、他のアーティスト、ミュージシャンとコラボレー

トした最新作の“Earth Crisis series”まで彼のキャリアを知る
のに十分な点数で、形態もステンシル、キャンバス、マス
キングフィルム、プリントなど多岐にわたる。彼の信念の大
本は“アートは世界を繋ぎ、多様なグループの対話を促すべ
きもの”。今回の個展は、政治や社会経済、環境問題など多
様なテーマに対するFairey氏の、勇気あるプロパガンダ
ヴィジョンを知る貴重な機会となるだろう。訪れた人には好
奇心を開放して作品世界を楽しみ、頭の片隅に浮かんでく
る、自らの心の主張にも意識を向けてみてほしい。

現代社会へ向けた
鋭いメッセージ
現代社会へ向けた
鋭いメッセージ
Shepard Fairey香港での初個展開催

ライフ（香港・広東共通）



香港香港

あなたの心のグラスはどれくらい満たされていますか？

一家の太陽であるお母さんの心が満たされてなければ

旦那様や子供から愛を奪うことになります。

お母さんが満たされると

いっぱいになった愛があふれます。

その愛は家族を満たし、満たされた家族は社会を満たし、

世界はもっと平和になると思うのです。

○○してほしい。

○○してくれない。

だから私は満たされない。

くれない族になっていませんか？

こんなにやってあげてるのに。

私ばっかり。

私も長い間そう思ってました。

「家族のために」やりたいことがあっても我慢する。

疲れていてもいいお母さんを目指して頑張る。

そうして生まれた不機嫌を家族にぶつけて

また落ち込むのです。

お母さんが愛を注ぐべきなのは家族ではない。

自分自身なのです。

自分自身を愛するということは愛の選択を選ぶこと。

愛の選択は

「心からわくわくすること」、「心の底からやりたいこと」

自分の中から生まれる気持ち。

恐れの選択は

「しなければならないこと」「したほうがいいこと」

他人の目を気にして生まれる気持ち。

「今日はご飯作りたくない！」

「たまには１人で出かけたい！」

心の声に答えてあげること。

自分を満たすためにどうすればいいか考えること。

それはわがままなんかじゃない。

自分の心の声に嘘をつかない生き方です。

自分の声を無視し続けると、自分を愛せなくなります。

自分を愛せない人は人を愛することができない。

旦那様のために、子供のためにと言いながら

自分の空っぽの心を満たすために

コントロールが始まります。

他人を自分の思うように動かそうとします。

それは本当の愛ではない。

本当の愛はその人のありのままを

信じることができる心です。

自分で自分を満たせる人に。

そしてあなたからあふれた愛が家族を、

世界を幸せにするのです。

連載 第3回 「愛の選択」と「恐れの選択」

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

一般社団法人STRコミュニケーション協会認定

日時：11 月29日朝9時から11時
場所：香港和僑会オフィス
　　  Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 
　　  5-15 Hankow Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
　　  Hong Kong
  　　（尖沙咀のショッピングモール｢i Square｣のHまたは
   　     C１出口から徒歩２分）
電話：(852)2730-1055
 
参加費:
●診断２名コース：HKD450（診断書を２枚お出しします）
●診断４名コース：HKD700（診断書を４枚お出しします）

 診断２名コースは、ご自身と旦那さん、もしくは子育てに悩む
ご自身のお子さんと、診断４名コースは、ご家族全員とも受け
たい方に人気です。左記２コースとも、HKD150追加でもう１
名分の診断書を発行することが可能です。
＊診断書は、年、月のバイオリズムも1名分150HKDで発行可能です。
 
講座終了後、STRコミュニケーションアナリスト３級の資格認
定となります。
 
お申込方法：zets_ppw@pocketpage.com.hk
まで、お名前・電話番号・ご住所・メールアドレス・希望診断
コースを明記の上、ご連絡をください(診断希望の方のお名前、

西暦の生年月日、23時以降生まれの方はその旨明記ください)。
 
定員がありますのでお急ぎください！！
皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。

講座修了後、講師と子育てについて語る懇親会ランチを予定
しております。希望の方はお知らせください。

STRは古くは帝王学と呼ばれ、国の全てを司どっていた学問です。
中国では30年勉強した風水師しかみることができない難しい人間学を分かりやすくデータ化しました。
悩みの90%は人間関係。大切な人の素質がわかると、コントロールしようとしなくなり、
いい絆が結べます（^人^）。是非お友達にもお声掛けくださいましてご参加ください。
子連れ参加okです（^人^）。 

ままサプリ ×　　　　  コラボセミナー企画 【四柱推命STR講座★10年後も幸せな家族のために★】

「
ま
ま
サ
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リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
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だ
け
で

マ
マ
が
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顔
に

ライフ（香港・広東共通）

12 Pocket Page Weekly 18 November 2016 No. 566
B


	P01 Cover 566
	P02 Topics HK_566L
	P03 AD_566
	P04 Pick up_566L
	P05 AD_566
	P06 Job Search_565L
	P07 Job Search_565R
	P08 Business_Terastar_566R
	P09 AD_566
	P10 Property Rakurashi_566
	P11 Life_shepard_566
	P12 Life_MaMa_566

