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香港

香港

香港

北の海で脂を蓄えた今が旬の
海の幸を本格炉端焼きでいただく！

　香港の日本料理店激戦区の中環（セントラル）。PMQ近くに昨年10月
にオープンした「北海道炉端 悦蔵」ではその名の通り、素材にこだわっ
た本格炉端焼きを堪能することができる。
　色とりどりの新鮮な食材が並べられたカウンターで腕をふるうのは大
将の佐藤昌英氏。
　常におもてなしのこころで店舗づくりを考えてきた同氏は、これまで日
本のみならず中東、アメリカ、アジア各地で多種多様なプロジェクトを手
がけてきた経験を持つ。2014年に中国 上海IFCモールの炉端焼き料理
店を大成功させた後、お客さんとの距離が近く、お客さん同士も和気あ
いあいとなれるような居心地の良い店を作りたいと、ここ香港で悦蔵開
店に至った。
　特製釜戸で香ばしく焼かれる炉端料理は、タラバガニや金目鯛、牡蠣
など日本直送の新鮮な食材で、それ以外にもフォアグラや濃厚なチーズ
をつかった料理など大将自慢の逸品もはずせない。

　また、北海道の郷土料理である石狩鍋には大将独自の調合で作った
しょう油を使うというこだわりをみせている。
　さらに、15～20名での宴会も可能で、予算や人数などお好みでアレン
ジしてくれる宴会コースは蟹・鍋・海鮮コースと3種類用意されており、一
人前はHKD350～とリーズナブルな価格となっている。
　これから新年会という方、送別会など佐藤大将に相談してみよう。

北海道炉端 悦蔵
住所：G/F., 52 Gage St., Central (PMQと蓮香楼の中間)
電話：(852)2885-8212
時間：11:30～14:30、18:00～23:30

香港トピックス
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　スウェーデンから輸入したマシンを使い、専門家のカウン
セリングと安全かつ手早いホワイトグサービスを提供する
「The Smile Bar」。清潔感のある店内で、真横の視界が遮断さ
れ個室の雰囲気も味わえる卵形のソファーで、ヘッドフォンか
ら流れる高音質の音楽に耳を傾けながらリラックスした施術
が受けられると人気だ。今、同店では施術20％オフチケット
やオーラルケアセット、そしてなんと1 年分（定価
HKD5,888/12回分）のホワイトニングの施術が無料になるチ
ケットなどが当たるラッキードロー「Win ’em All」を来店者全
員に実施中！ また、バレンタインシーズンの2月10日～2月20
日にはカップルで訪れると一人分の施術が無料になるという
お得なプロモーションも。
　ラッキードローの実施期間は2月15日まで。まもなく訪れる

旧正月、そしてバレンタインデーと、沢山の人に出会う機会が
増えるこの時期に、通常のメニューも最短で20分HKD688か
らと気軽にケアができる同店で、スッキリと綺麗な白い歯と笑
顔輝く自分を手に入れよう！

気軽に通える歯のホワイトニングサロン「The Smile Bar」で
旧正月を祝う特別20％割引と運試しのラッキードロー実施中！

The Smile Bar 
住所：1/F., Hang Wai Chai Comm. Bldg., 231-233 Queen’s Rd. East, Wan Chai
時間：月～火、木～土 10:00～22:00、日 14:00～20:00　水曜定休
電話：(852)2620-0615　Whatsapp：(852)5917-0215　メール：info@the-smile-bar.com
ウェブ：www.the-smile-bar.com.hk　フェイスブック：www.facebook.com/TheSmileBarHK 　Instagram：@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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今週の香港ピックアップ ロンジン香港マスターズ
Longines Masters Hong Kong 2017

2月10日～12日

世界のトップ選手たちが集う馬術イベント
　昨年に続き2度目となる、室内馬術大会「ロンジン香港マスターズ」がアジア・ワールド・

エキスポで開催される。世界のトップ騎手が参加し、その技を競う同大会は、プロスポーツ

競技としてだけでなく、アート、文化、教育、そして食も含めたラグジュアリーな社交の場

と、様々な要素を盛り込んだ幅広いイベント。3日間にわたるイベントでは、香港ジョッキー

クラブのサポートによる、競技をより深く観戦するための教育的手引きやキッズコーナー

も用意されており、年齢層に関係なく家族や友人と楽しめる。「SPIAアジア2016」でプロス

ポーツイベントとして金賞を受賞した同大会は、今後「ラグビー7」「アートバーゼル」と

並んで、香港を代表する社会的、文化的イベントへと成長していくことだろう。世界のトップ

選手たちと馬が織りなす、美しく、正確で力強い技の競演を体験してみよう。

音楽や歌で「聴く」香港の精神
　香港アートフェスティバルのイベントの一つとして開催されるコン

サート。1840年代から現代に至るまで、大都会香港が生み出してきた歴

史や文化を、100人以上の

ミュージシャンとアーティ

ストがオーケストラと歌、

そして合唱のアンサンブ

ルで表現する。

A journey of music and poetry
inspired by Hong Kong

2月25日～27日

Asia World-Expo, Hong Kong International Airport, Lantau
www.longinesmasters.com/en

Studio Theatre, HK Cultural Centre, 10 Salisbury Rd., TST
2月16日～18日  20:15、2月19日 15:00
www.hk.artsfestival.org/en/programmes/17-border-crossings
HKD220～HKD280

The Hong Kong Academy for Performing Arts, Drama Theatre
www.kidsfest.com.hk
チケット www.hkticketing.com/events/WCSTICK0117

Concert Hall, HK City Hall
20:00～
www.hk.artsfestival.org/en/programmes/hong-kong-odyssey
HKD140～HKD280

Concert Hall, 
Hong Kong Cultural Centre
20:00～
HKD180～HKD500

不条理極まりない世界見聞録
　旅行好きな俳優タデウス・フィリップスは、いつも新たなる冒険を求

め、世界各地へ年に何度も旅をする。しかし、アメリカ国籍を持つ観光

客として、彼は時々不本意でトラ

ブルに巻き込んで、ひどい目に

遭う。そのスリリング満点な旅の

経験が今舞台化される。

Hong Kong Art Festival present 
17 Border Crossings by Thaddeus Phillips

2月16日～19日

子供から大人まで楽しめるスティック・マンの冒険
　木の枝、スティック・マンは妻と3本の子供たちの家族で仲良くファミ

リー・ツリーに住んでいる。でも外の世界では犬の「取って来い」の棒に

されたり、白鳥の巣の材料にされたりと、危

険がいっぱい。彼は無事家族のもとへ戻れ

るのか？ ちょっと奇妙なスティック・マンの

世界を、3人の俳優が人形劇や歌、ファン

キーな動きで演じる楽しいパフーマンス。

10人以上のグループ観賞には10％割引が

ある。

KidsFest 2017 present
Stick Man

1月25日～29日

An evocative reinterpretation of 
Serge Gainsbourg

3月3日～4日

没後25年、ゲンズブールの多彩な音楽世界が蘇る
　ピアニスト、作曲家、詩人、歌手、俳優、映画監督、そしてフランスの文
化のアイコンだったセルジュ・ゲンズブールが亡くなって25年。彼のパー
トナーだったジェーン・バーキンがゲンズブールに敬意を込めてシン
フォニック・コンサートを制作。芸術監督/音楽プロデューサー、フィリッ
プ・リリコンヌと、日本の作曲家、アレンジャー、ピアニストの中島ノブユ

キが共同制作したこのコン
サートは、ゲンズブールのす
ばらしい音楽世界の全貌を
明らかにする。

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

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・コンサルタント/
専門商社・総合商社 香港/九龍 インテリジェンス

香港18K～25K
電子部品商社の営業。価格交渉やアフター
サービスの提供。★普通語ビジネスレベル。
関連業務経験者は尚可。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港30K
基板実装（EMS）の営業業務全般および管理。
★5年以上の関連経験者か、なくても電子業界
の営業経験あれば検討可。中国出張が可能な方。

香港/新界 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/
物流・倉庫

20K
輸出入業務、またシッピングチームのサポート。
サプライヤーとの連絡確認（メール内容の
チェック）など。★普通語または広東語ビジネ
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/
旅行・レジャー・観光

香港/香港島 22K～25K
旅行代理店の秘書業務。役員のサポート、ビジ
ネスミーティングの通訳・翻訳補佐など。★秘書
経験があり、5年以上の社会人経験がある方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 30K～50K

営業マネジャー募集。主に財務分析、リースお
よび海外ローン事業（香港・華南地域担当）。
★金融業界での法人営業・海外ローン経験。
普通語・英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 30K～60K香港

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
香港香港/香港島 16K～20K

日系保険会社での営業業務。日系法人顧客向け
に損害保険商品をご案内。★３年以上の損害
保険業界経験者。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

インテリジェンス
香港16K～20K香港/香港島

電子デバイス企業より、シニアマネジャー募集。
ローカライズされたソフトウェアのテスト等。
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～30K

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/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

25K～27K
経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

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/
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）。

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

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
深圳東莞

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K香港/香港島 調達担当（フォローセールス含む）。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/新界 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
ル操作ができ、明るい方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
マスコミ・広告・デザイン 香港/新界 20K

Web制作サポート全般。自社サイトの立ち上げ
サポート、サイト管理・運用など。★記事企画・
編集の経験者。

東莞 RMB
20K～30K 華南WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

品質管理部長。

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

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

20K～30Kカスタマーサポート。香港/九龍

インテリジェンス
広州

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

広州
日本料理店３店舗の管理・監修。★長く料理に
携わってこられた方（日本料理歓迎）。もしくは
フランチャイズ等で料理監修の経験のある方。
日常会話程度の普通語可能な方。

RMB～20K

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 高級串揚げ専門店での料理長。 30K～35K
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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 紹介会社

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 18K～23K

日系大手物流会社にてカスタマーサービスの
募集。重要な日系顧客への対応全般と、要望を
社内オペレーションへ伝達、調整業務。物流
業界経験者歓迎。北京語、広東語または英語
ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 22K～25K

日系不動産企業にてSales Manager/Executive
を募集。不動産情報提供、物件下見・同行、
クロージングまでの一連の業務。土曜出勤有
（代休制度有）。英語または広東語ビジネスレ
ベル。営業経験者優遇。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 22K～28K香港/九龍

香港系金融機関にて日本人営業担当者の募集。
日本人顧客のフォローアップ、投資セミナーの実施、
ビジネスパートナーへの営業企画提案など。個人
のノルマ無し。IIQE(1、3、5)/IIQAS(1、3、5)/ 
PIBE/CIB等の保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港20K～25K香港/香港島
日系大手総合商社の電子部品関連の営業職を
募集。既存顧客のフォローと新規顧客開拓、
発送管理などの業務です。3年程度の営業経験
のある方。英語または北京語必須。

営業・販売系/商社

香港/九龍 18K～21K RGF 香港
日系物流会社にてカスタマーサービスの募集。
日系企業からの問い合わせや各物流会社へ
の対応など。業界未経験者OK。北京語または
英語日常会話レベル。

RGF 香港22K～26K香港/香港島
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担当者の募集。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 香港営業・販売系/金融・保険 18K～25K

投資用資産管理会社にて日本人顧客に対する
Business Development Managerの募集。日本人
顧客のフォローアップ、投資セミナーの実施、クライ
アント各社への提案。IIQE paper1、3、5保持者
優遇。北京語、広東語または英語ビジネスレベル。

香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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 25K～35K

外資系投資・経営コンサルタント会社
Associateの募集。投資銀行でのM＆A業務、
バイアウトファンドでの投資業務、メーカーの
経営企画部およびマーケティング部での業務
経験者優遇。

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

18K～23K香港/九龍

日系大手物流会社にてカスタマーサービスの
募集。香港日本人顧客への対応や本社との連絡
など。日常会話レベルの英語、北京語もしくは
広東語。物流関係または、カスタマーサービス
の経験者歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

RGF 香港

営業・販売系/金融・保険 40K～80K香港/九龍

日系金融機関にて日本人向けプライベート
バンカーを募集。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。

RGF 香港 RGF 香港技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 日本 17K～20K

日本の電線の地中配線工事を請け負うエンジ
ニアリング会社が施工技術者を募集。日本で
の1～2年の研修後、本社（日本）もしくは香港
支社を基点として世界各地で業務。出張有り。

RGF 香港技術系（IT・通信）/商社 24K～30K香港/新界
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。日本と香港Marketでの
SEO対策、Webサイトの更新、その他。デジタ
ルマーケティングに興味ある方、経験者優遇。

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

35K～80K香港/香港島

大手監査法人にて会計士を募集。日系、香港
および中国法人の会計監査と決算、財務業務、
海外法人設立支援、M&A交渉アドバイスなどの
業務。公認会計士資格保持者で5年程度の経験
を有する方。中国での税務知識のある方優遇。

30K～38K営業・販売系/商社
スマートフォンの電子デバイスリサイクルを行う
米系企業にて営業マネジャーの募集。携帯電話、
銀行、保険業界などでの法人営業の経験者歓迎。
英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界 50K～75K

大手日系企業にて包装事業部責任者の募集。
食品包装用資材の生産技術に関する研究開発、
もしくは生産管理の実務経験を有する方。中国
での営業経験のある方優遇。北京語または英語
の出来る方歓迎。

RGF 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 20K～35K

日系大手メーカーでエグゼクティブ・アシス
タントを募集。業界情報の収集と報告や本社と
の連絡のアシスタント業務。中国やアジア諸国
への出張有り。英語または北京語ビジネスレ
ベル必須。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容 28K～32K香港/九龍

美容サービス事業の運営管理者の募集。コン
サルティング業界で経営企画・営業戦略立案、
KPI管理、BtoCマーケティング等の経験者、
もしくは小売流通業界で地域統括・スーパー
バイザーの経験者。

RGF 香港営業・販売系/商社 18K～20K香港/新界

日本食材を扱う貿易商社にてS a l e s 
Supervisorを募集。営業チームの管理、既存
顧客のフォローと新規開拓。業界問わず5年
程度の営業経験をお持ちの方、もしくは飲食
業界での営業経験者歓迎。

RGF 香港香港/新界営業・販売系/小売・流通 30K～35K

日系大手物流企業にて営業担当者の募集。新規
顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。５年程度
のフォワーディング業務または輸出入業務経験
のある方。ビジネスレベルの英語もしくは北京語、
広東語が必要。

RGF 香港香港/新界
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）

28K～35K

日系大手製造企業にて日本語Executive 
Assistantの募集。各部のSenior Managerの
サポート、本社との連絡や必要資料の日本語で
の作成など。秘書業務経験者優遇。英語、北京語
もしくは広東語の出来る方歓迎。

RGF 香港日本

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

　カウンターオファーはさまざまな形で行われる。昇給や福利厚生面
での待遇改善、昇進や新たな役職の付与、責任範囲の拡大、社内での
異動あるいはプロジェクト内での役割強化など、企業側としてはあら
ゆる手段で転職希望者を引き留めようとする。 
　今回の調査では、約300名の回答者のうち21%が「カウンターオ
ファーを受け入れ、12か月以上その会社に留まった」と答えている。ま
た、18%が「カウンターオファーを受け入れたが、12か月以内に退職し
た」と回答している。 
　しかし、「カウンターオファーは提示されたが、辞退し退職した」と回
答した人の数は、カウンターオファーを受け入れた数を上回っており、 
転職を希望している人や、実際に転職活動を行って他社の求人に応募
したり、面接を受けたり、あるいは他社からオファーを受けている人が
何らかのインセティブを追加されても、会社に留まる理由づけには
なっていないことが明らかになっている。 

　カウンターオファーを辞退する傾向が強いのは日本だけではない。
アジア各国のヘイズが実施した同様の調査でも、中国では45%、香港
では56%、シンガポールでは61%、マレーシアでは63%が引き留めの
ためのカウンターオファーを辞退している。
　調査の結果についてヘイズの日本代表、マーク・ブラジは次のよう
に述べている。「カウンターオファーを辞退した人の場合、大抵はその
タイミングが遅すぎる。キャリアの次のステップに進みたいと考えてい
る場合でも、自分の専門分野を広げたいと考えている場合でも、他社
の求人に応募した時点ですでに転職の意思は固まっており、 別の業界
への転身を図る場合や、単に現在の仕事に不満を抱いている場合も
同じです。 」
　「カウンターオファーの提示を考える前に、転職の意向を表明した社
員に対して企業は慎重になるべき。そうした社員がその後長期に渡っ
て、会社に忠誠心を持ち続けるかどうかは大いに疑問です」とブラジ
は指摘する。
　こうした社員は自分のキャリアにとっては別の会社に移った方が役
立つことをはっきりさせている。また、転職を希望していることが社内
で明らかになった場合、同僚たちはその社員が本気で仕事に取り組ん
でいるのかどうか、その先ずっと疑念を拭い去ることができなくなり、 
間違いなく職場の和は乱れる。 
　ブラジは転職希望者に対しては、次のようにアドバイスしている。 
「もしカウンターオファーを提示されたら、まず自分のことを第一に考
えるべき。転職することについて罪悪感を持ったり、会社に対して申し
訳なく思ったりする必要はない。感情を取り除き、提示されたカウン
ターオファーが、そもそも自分が転職を決断するに至った、現在の職場
での物足りなさを補うに足るものかどうか、雑念にとらわれずにしっか
りと考えてみるべきです。 」
　本調査は、2016年10月から12月にかけて、ヘイズ・ジャパンのウェブ
サイト上で実施された。

外資系人材紹介会社ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社が先ごろ実施したアンケート調査から、
日本で転職を経験した人の61%は、過去に引き留めのための好条件の提示、いわゆる「カウンターオファー」を
提示されたものの断った経験があることが明らかになった。 
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深圳 香港＆広東 香港

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

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

濱 海 之 窗

宝能太古城花園北区

深圳

南海玫瑰花園一期

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
(86)136-3285-3590(代表 本間)

深圳市福田区金田路3037号
金中環国際商務大厦B1129室

(86)755-2398-5391

（所在地） 南山商業文化中心
（間取り） 3LDK/106.34㎡
（室　内） 家具付き、明るく清潔感あり
（環　境） 海岸城ショッピングモール、ジャスコ、
 カルフール、天虹、映画館、ホテルジム、プール
（備　考） 税金、管理費別途
 日本人学校へのバスルート内
（月　額） 11,000元

（所在地）　深圳湾片区東濱路与工業八路交匯處西南角
（間取り） 2LDK/74㎡
（室　内） リフォーム済、欧米風内装
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）に近い

室外プール
（備　考） 税金、管理費別途
 日本人学校へのバスルート内
（月　額） 11,000元

（所在地） 南山区蛇口望海路
（間取り） 3LDK/145.57㎡
（室　内） シンプルな内装で、明るく清潔感あり
（環　境） ウォーターフロント、海上世界、スーパー
（備　考） 税金、管理費別途
 日本人学校へのバスルート内
（月　額） 13,500元　　
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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
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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香港香港

冬の定番アクティビティであるアイススケート。
香港でも快適にアイススケートを楽しむことができる
6箇所をご紹介しよう。

　迫力ある獅子山の背景と高音質の
スピーカーが奏でる音楽をバックにス
ケートを楽しむことができる、香港で
もっとも大きく、人気のリンク。常連利
用者の中には併設のスケーティングス

クールを受講し、こちらや他リンクで開かれる競技会に参加する本格派ス
ケーターも多い。全レベルに対応したスクールのカリキュラムはワールド
クラスと定評がある。リンクがあるのはショッピングセンターの中なので、
訪れた際に思い立ったらすぐリンクに立てるオープンさも魅力。

Glacier at Festival WalkGlacier at Festival Walk
　香港島唯一の本格リンクは、なめら
かで凹凸の少ない滑走面が特徴。利
用ごとにポイントが貯まり、スケート
用品と交換できるシステムになってい
る。ただし安全上、スパイラル等上級

テクニックの練習には適していない。併設のスケーティングスクールは
全てのレベルのスケーターに対応し、プライベート、グループレッスン
対応可。コースを受講者には夏にもスケーティングキャンプ、レクリエー
ションプログラム、コアトレーニングプログラムが開かれる。

　17,200sqの広さがあるこちらの
リンクはオクトパスを使って決済する
システムなので、待ち時間が気にな
る…という心配は無用。お子様には
ペンギンの形をした転倒防止スタン

ドがレンタル可能。消費エネルギーを抑え、環境に配慮しているとのこ
とだが、滑走面には時折平坦でない箇所が見受けられる。

　The AIA Great European Carnivalが 
Central Harbourfront に帰ってきた！
スリリングなアトラクションやゲーム
ブースの他、香港の景色を見ながら滑

ることができる広大な屋外リンクは魅力的。リンクへの入場は2歳から。初
心者には安全用具の貸出がある。リンクは旧正月中も営業予定。

Cityplaza Ice PalaceCityplaza Ice Palace

　オリンピック予選や各種大会、誕生
日パーティでの貸し切りにも利用され
る国際標準のリンク。The Penguins 
Hockey club ではレッスンを開催して
おり、下は5,6歳の子供から、19歳以上

の大人まで幅広い年代がプレーしている。訪れるタイミングが合えば彼
らがスティックを手に、生き生きととパックを追いかける姿を目にするこ
とが出来るかもしれない。Kowloon Bay 駅から無料シャトル有り。

Mega Ice at MegaBoxMega Ice at MegaBox The Rink at ElementsThe Rink at Elements

　深水埗地区のSC、Dragon Center
（西九龍中心）の屋上にある古いリン
クで、現在もなお多くの人で賑わう。
水曜日は”love specials”として、粉雪
が舞う幻想的な雰囲気の中、ロマン

ティックなスケート体験ができる。(終日 HKD40)SC内にある90年代調
のアーケードも面白い。

Sky Rink at Dragon CentreSky Rink at Dragon Centre Special-Frozen Ice Rink at
AIA The Great European Carnival
Special-Frozen Ice Rink at
AIA The Great European Carnival

Glacier at Festival Walk
住所：Level UG, Festival Walk, 80 Tat Chee Ave., Kowloon Tong
時間：8:30～22:00
料金：1セッションあたりHKD55～80
ウェブ：www.festivalwalk.com.hk/en/fun/glacier.php

Cityplaza Ice Palace
住所：1/F., Cityplaza, 18Taikoo Shing Rd., Taikoo Shing
時間：9:30～22:00
料金：1セッションあたりHKD55～95
ウェブ：www.cityplaza.com/entertainment/ice-palace.aspx

Mega Ice at MegaBox
住所：Unit 1, Level 10, MegaBox 38, 
　　  Wang Chiu Rd., Kowloon Bay
時間：月～金 10:00～19:00、土日 14:00～19:00
料金：2時間又は3時間/HKD50～80
ウェブ：www.megaice.com.hk 

The Rink at Elements
住所：G/F., Elements, 1 Austin Rd. West, Kowloon
時間：10:00～22:00
料金：1分あたりHKD0.5-1.5（オクトパスで精算）
ウェブ：www.rink.com.hk

Sky Rink at Dragon Centre
住所：8/F., Dragon Centre, 37K Yen Chow St., Sham Shui Po
時間：月 9:00～20:30、火・金 9:00～21:30、水 9:00～20:45、
　　  木 9:00～19:30、土 10:30～21:00、日 10:00～18:00
料金：HKD40～65
ウェブ：www.skyrinkhk.com 

Special - Frozen Ice Rink at AIA The Great European Carnival
住所：Central Harbourfront Event Space, 
  　　9 Lung Wo Rd., Central
日時： ～2月12日 11:00～23:00
料金：大人HKD125、子供HKD90
ウェブ：www.tgec.asia

ライフ（香港・広東共通）



私は中国12年目です。
子育て18年目なので6年は日本で子育てしたことになり
ます。
子育てに関して言うと意外にも自国での子育ては地獄で
した。

一番大変だったのは、6歳、1歳、0歳で日本に帰った5年間。

特に下2人が年子で、動と動の男の子。車から降ろすと、
右と左に走っていっちゃう。
公園で電話で話していたら2人ともいなくなり青ざめて
探したら、遠足に来てた幼稚園のバスの最後尾で待って
いて、乗り込もうとしていたこともありました笑

毎日が戦争で、「私には手が2つしかないのに、3人みる
なんて無理！！！」と思ってました。

中国で3人連れて街にでると
「お前が1人で産んだのか？」
と驚かれます。
中国人の友人たちは、みんな働いていて、子育ては母親
に任せている人、田舎に預けてる人、阿姨を住み込みで

なんて無理！！！と言います笑

中国には子供は宝宝と呼ぶように、子供は国の宝。社会
が育てるものという概念が流れているように思います。
子供たちが幼かったころは、レストランに行くと若い女性
の店員が奪い合って、子供を抱っこしてくれたものです。

私は子育てはできるだけ多くの人たちが関わったほうが
いいと思っています。多くの大人に触れることで、豊かに
育ちます。

我が家の子供たちは、人に迷惑をかけることが不得意で
すが、
人に迷惑をかけられる人になりなさい。と言っています。

家には阿姨がおり、長い休みにはよく人を呼んで夕食を
食べます。
酔っ払って、みなさんに片付けしていただくこともしばし
ば^ ^

折に触れ、人に頼みごとをして、迷惑をかける母をみせ
ています笑

「お母さんにもしものことがあったら、◯◯のおばちゃん
と、◯◯のおじちゃんのところに行きなさい。お母さんは
やりたい放題やってるから、いつ死んでも幸せだったと
思ってね。」と言って聞かせています。

自分がいなくても大丈夫な子供に育てること。

これも子育ての大切な目標です。

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。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は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」を展開中。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第12回 人に迷惑をかけられる人に
              なりなさい

ライフ（香港・広東共通）
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　今年もチャイニーズ・ニューイヤー
を祝うパレードが旧暦の元旦、1月28
日に尖沙咀で開催される。観光客にも
好評な恒例イベントで22回目の今年のテーマは“Best Fortune. World Party”。
色とりどりの山車、国内外の演者を招いてのマーチングバンド、チアリーディン
グ、ダンスパフォーマンスなど壮大なエンターテイメントを楽しむことができる。

　特にドイツから参加するアクロバティックグループ、
“Wheelartistics Wuppertal”、アメリカの世界的マー
チングバンド、“Bluecoats Drum & Bugle Corps”、フ
ランスの著名ダンスグループ“Giant Flowers and 
Butterflies”のパフォーマンスはパレードのハイライト
となりそうだ。
　華やかな山車、ワールドクラスのパフォーマンス、
歌にダンスと、盛りだくさんのパレードで、活気あふれ
る旧正月の雰囲気を楽しんで。

2017 Cathay Pacific International Chinese New Year Night Parade
日時：1月28日 20：00～21：45
パレードは尖沙咀Hong Kong Cultural Centre Piazzaから出発し、Canton Road, 
Haiphong Road, Nathan Road and Salisbury Roadと移動してから、The Sheraton 
Hong Kong Hotel and Towers前で終了予定。Hong Kong Cultural Centre Piazzaでの
オープニングセレモニーはチケット持参者のみ観覧可能。 
ウェブ：www.discoverhongkong.com/eng/see-do/events-festivals/highlight-events


	P01 Cover 575
	P02 Topics HK_575L
	P03 AD_575
	P04 Pick up_575L
	P05 AD_575
	P06 Job Search_575L
	P07 Job Search_575R
	P08 Business resign_ai_575
	P09 AD_575
	P10 Property ABLE_575
	P11 Life_ice_575L
	P12 Life_MaMa12_575

