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今週の香港ピックアップ ウェッジウッド新作コレクション
ジャスパーコンランフローラル

発売中

生き生きとした花の美しさがテーブルを飾る
　「英国陶工の父」ジョサイア・ウェッジウッド氏によって1759年創設された、世界でも有

名なイギリスの洋食器ブランド「ウェッジウッド」。現在でも世界をリードするテーブル

ウェアのトップブランドでシリーズもラインアップも豊富で多くのファンを持つ。きめ細

かく輝く素地に鮮やかに生える絵柄や、洗練された形は多種多様。そのすべてに伝統の

クラフトマンシップが息づいていて「質の高いテーブルウェアをより多くの人に」という

ジョサイア氏のスピリッツが現在でも受け継がれている。そんなウェッジウッドから新た

にイギリスのデザイナーJasper・Conran氏とコラボした新作「ジャスパーコンランフロー

ラル」が登場。イギリスの庭園をイメージして、現代的なタッチとカラーで色鮮やかな

花々、大胆に描かれたモダンなデザインがテーブルを彩る。

「VEG-TAN」パックが販売開始
　全米最古のランニングシューズブランドのサッカニーは、「VEG-TAN」

レザーシリーズをリリース。クラシックスニーカーの「GRID 8000 ELITE」と

「G9 SHADOW 6000」を一新した。オリジナルの「VEG-TAN」レザーは天然

の葉、果実、樹皮を使ったなめし処理により、美しいフォルムに仕上がっ

ている。

SAUCONY Originals
VEG-TAN Leather

販売中

 Log-on、HMV、CSL
（852）3403-2813

12/F., Sogo Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB
(852)2831-8628
www.jasperconran.com

Shop 402, 4/F., Ocean Centre, Harbour City, TST
12:00～23:00
(852)2785-9600
www.diningconcepts.com

Landmark Shop:Shop G24-26 & M9-11, Landmark Prince’s, 10 Chater Rd., Central
TST Shop:Shop G207, Gateway Arcade, Harbour City, TST
Landmark Shop:10:30～19:30、TST Shop:10:00～22:00
Landmark Shop:(852)2807-1101、TST Shop:(852)2175-5091

Juice (TST Branch) 
G/F., 2 Minden Row, TST
(852)2311-9006
HKD1,300

フェミニンブランドの「Chloé」で女性力をアピール
　実用的で魅力的な女子力を高めたい女性におすすめの「Chloé」サン

グラスは、柔らかいラインのフレームに大きめのシェイプが特徴。

「Ch loé」サングラスのフ

レームはあなたに非日常空

間の優雅な時間を提供する

だろう。

Chloé 
Eyewear Collection

たった1.5時間で4時間連続再生
　Berlinシリーズのイヤホンは、ドイツの首都ベルリンの繁栄をイ

メージさせるオトナなイヤホン。姉妹シリーズのSan Francisco同様に

ブルートゥース機能を備え、4色

から選べる。4時間連続再生が

可能で、充電時間はたったの1.5

時間。忙しいオトナに使ってほし

いシリーズだ。

工業国ドイツを想わせるイヤホン誕生
Berlin

発売中

人気のイタリアレストラン
LA LOCANDA ITALIAN CUISINE

新ランチメニュー登場！
　同店では、2人のシェフが創り出す伝統的な料理とイタリア・プロ

ヴァンス地方の料理が融合した新スタイルの料理を楽しむことができ

る。屋外パティオではド

リンクを楽しんだり、家族

や友人向けにカジュアル

ダイニングスペースも設

けられており、カップル向

けにロマンチックなディ

ナーも用意している。

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
  香港の子供の運動不足が問題に
　世界38カ国、18歳未満の子供を対象に「青少年の運動に関する報告書（運
動時間の調査）」が発表され、香港の子供は「Dレベル」と非常に低い評価とな
りました。香港メディア、アップルデイリーにおいては香港で服役している受
刑者よりも運動時間が少ないと伝えています。
　香港中文大学は、6～17歳までの運動量の推奨基準「1日1時間」を満たす香港人の子供は50％未満、
学校の宿題やデジタル機器への依存が関係していると分析。さらに、香港の教育方針として、スポーツ
は将来のキャリアに直結しづらいため、運動よりも勉強という考えているのだろうと伝えています。

　今回の報告書において運動時間で最高評価「Aレベル」を獲得したのはスロベニ
アのみ、「Bレベル」はニュージーランドのみ、日本においてはデータ不足により測

定不能と発表されています。
　なお、カナダで発表された子供を対象としたレポートでは、身体能力が
高い子供は学習能力も高いという結果が報告されています。子供にとって、
適度な運動時間を確保して心身ともに健康を維持することは学習能力の
向上にも大切なのかもしれません。

  旅行安全ランキング2017 香港5位、日本26位
　World Economic Forum（スイスに拠点を置く団
体）が、136の国・地域を対象とした旅行競争力ラン
キング2017を発表。総合1位はスペイン、2位フラン
ス、3位ドイツ、4位日本、5位イギリス、香港は11位と
いう結果、総合評価では高い日本ですが、安全面で
は厳しい評価となりました。
　安全に旅行がおこなえる国・地域の評価では、1位
フィンランド、2位アラブ首長国連邦、3位アイスラン
ド、4位オマーン、5位香港と評価されており、気になる日本は26位と位置付けられました。このラン
キングは「警察の信頼性、テロ発生の低さ、殺人発生の低さ、防犯対策コスト、テロ対策コスト」を基に
評価しており、テロ発生回数が最も低い香港がアジアの中で最も安全な地域と評価されました。
　安全面において日本は、犯罪発生の低さこそ世界3位に位置付けられていますが、テロ発生の低さ
では78位、テロ対策コストは76位、防犯対策コストが34位と評価されおり、世界的にみると最も安全
な国という評価にはならないようです。

 世界大学ランキング 香港も日本も5大学がトップ100入り
　イギリスの大学評価機関QSが「世界大学ラン
キング2017-2018」を発表。トップ100位に、香港の
大学が5つ、日本の大学も5つランクインをしまし
た。また、95位にランクインをした香港理工大学は
初のトップ100の仲間入りとなり香港では大きな話
題となっています。
　世界トップ3は昨年と同様、1位：マサチューセッ
ツ工科大学、2位：スタンフォード大学、3位：ハー
バード大学となり全てアメリカ。アジアトップ3は、1
位：シンガポールの南洋理工大学（世界11位）、2
位：シンガポール国立大学（世界15位）、3位：北京
の清華大学（世界25位）となりました。
　世界トップ20は毎年のようにアメリカ、イギリス、
スイスが占める中、シンガポールの大学はアジア
で唯一トップ20に入るという快挙を果たしていま
す。日本と香港の大学ランキングは以下をご覧くだ
さい。
＜日本＞
28位：東京大学（アジア5位）、36位：京都大学、56位：東京工業大学、63位：大阪大学、76位：東北大学
＜香港＞
26位：香港大学（アジア4位）、30位：香港科技大学、46位：香港中文大学、49位：香港城市大学、95位：
香港理工大学
　なお、QS世界大学ランキングは6つの項目、「学界からの評判、企業からの評判、教員あたりの学生
数、外国人教員の割合、留学生の割合、教員一人あたりの論文引用数」から評価されています。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

プレゼンツ

WORLD ECONOMIC FORUM旅行競争力ランキング

総合
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We�ing特集こんなにも違う！
知っててお得な香港の結婚式事情！
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女性市場から男性市場へ
　一昔前までは香港人の女性の数が男性より少な
く、よって多少見栄が悪くともあぶれる女性は少な
かった。それに高じて女性はどんどん自己主張が強く
なり、香港女性＝小生意という印象が強くなってし
まったともいわれる。ところが、近年男女の比率は逆
転し、おまけに大陸から中国人女性が香港人男性を
狙ってくるのであっという間に売り手市場から買い手
市場へとなってしまった。そのことが直接影響してい
るかわからないが、香港では独身女性が増えている
のも事実だ。また結婚する年齢もどんどん上がり、20
台前半で結婚する人はほとんどいないのではないか
と思われる。そして結婚しても子供を作らないという
夫婦も増えてきている。

結婚後も親と同居する人がほとんど
　香港ではひとり暮らし率は日本と比べてかなり少な
い。その理由には厳しい住宅事情が挙げられる。家賃
の高さと、香港の狭さから実家からでも十分通勤可
能なためか、または給料の何割かはほぼ強制的に親
に謙譲せざるを得ないので資金不足になるためか、
30歳を過ぎても親と同居する人がほとんどだ。結婚を
機に独立する場合もあるが、嫁、もしくは婿がそのま
ま同居するパターンも少なくはない。日本人にとって
は驚くことかもしれない。新婚のときぐらいせめて二
人っきりのスペースが欲しくないのかと疑問に思う
が、両親を最優先に、と考える香港では特別なことで
はないのかもしれない。

多くの共同作業で愛を深める！
　人生最大の晴れ舞台の結婚式。プロポーズされ結
婚が決まると香港ではまず両親へ報告。そして式の準
備にとりかかる。結婚が決まってからの二人での初の
共同作業が始まる。日本のようにウェディングプラン
ナーに頼む場合もあるが、多くは自分たちですべて個
別に手配するケースがほとんど。衣装も、メイクさん
も、写真も、車も、ホテルも、レストランも。日本のよう
にウェディングプランナーがすべて手配してくれて、

「××ホテルで挙式」のように、「メイク～挙式～披露
宴」がパックになっているシステムが少ない。なので
かなりの時間を結婚式準備にとられてしまう。多くの

ケースで、どちらがやる、やらないで、口論になったり
…と大変だ。でもこれをうまく乗り越えれば二人の愛
もさらに深まることだろう。

招待状にはケーキ券を同封
　まずは式場の手配。香港ではホテルの宴会場または
披露宴専門の中華レストランを貸し切ってすることが
一般だ。事前に検討中のホテルを下見。招待客の人数、
どんなウェディングをしたいのかによってセレクトする。
人気の場所や縁起の良い日程は予約が一杯になるの
で十分余裕をもって1年程前から計画する必要がある。
　そしてこれは日本と変わらないのが招待状の作成。
専門店があるので好みのスタイルや内容などを相談し
て決める。オーダーしてからだいたい１カ月はかかる
ので余裕を持って作るようにしなければならない。日本
と違うのは招待状を出す際、新婦側から出されるもの
には美心や聖安椰のケーキ券を同封すること。これは
もともと中国では新婦の家族から実際のケーキを渡す
習慣があったためだという。今では便利さを考慮し
ケーキのギフト券が招待状に添え、いつでもケーキを
もらいに行くことができるようにしているのだという。そ
してデコレーションのお花やブーケのオーダー、式場の
受付や各テーブル上のデコレーション。結婚式に、思い
描いている結婚式のイメージ、どんな色をメインにもっ
ていきたいなどすべてを考慮にいれて選ばなければな
らない。
　日本でも同様だが、幼少期、学生時代、二人の出会っ
てからの写真を数ある中から選び、式のオープニング
用にビデオを作成する。これは式の最初に新郎新婦が
登場する前に流し、参列者が最も感動するところでもあ
る。二人の結婚までの集大成の証でもあるので、写真
選びには力が入る。またバックグラウンドミュージック
も二人の思い出の曲、または二人の愛を誓う最高のラ
ブソングで一生心に残るものなので気が抜けない。何
度結婚式に行ってもこの場面で目がウルウル、または
泣いている人を多くみる。そして式のシーン別の曲選
びも大切だ。

撮影はモデル気分、仕上がりに乞ご期待
　花嫁にとっての最大のイベントは自前の「結婚写真」
撮り。日本でも近年では人気が出てきているがまだ一

般的とはいえない。女性なら一世一代の大イベントで
この後にも残るものだから気合の入り方は半端じゃな
い。香港内で撮る場合も多いが最近では香港より比較
的低価格で撮影場所が豊富な台湾や深センなどに結
婚写真を撮りに行くカップルも増えている。香港内では
尖沙咀、太子や九龍湾に有名な結婚写真専門の写真ス
タジオが集まっている。プロのカメラマンがちゃんと
ポーズの指導をしてくれる。少し恥ずかしいと思うポー
ズを要求されることもあるが、でき上がりはモデルのよ
うに素敵な写真に仕上がってくるのでそこはやりきっ
たもの勝ち。体力は使うが女性にとっては楽しみの一
つでもある。
　男性にとっては、簡単ですぐに終わるスーツ選びに
フィッティング。だが女性にとってはドレス選びは相当
時間もかかる作業だ。何着ものドレスを試着し、これで
もない、あれでもない…。通常で3着もしくは4着のドレ
スを何時間もかけて選ぶ。普段あまりドレスを着る機
会がないだけに、試着するだけでも女性は心が躍るも
のだ。その間、男性は何時間も待つことになるが、美し
いドレスに身を包んだフィアンセを見るとそんな疲れ
も吹っ飛んでしまうだろう。多くはスタジオと屋外と両
方での撮影。日本では、香港みたいに結婚写真を撮る
習慣がないので、女性は綺麗なドレスに身を包み、メイ
クアップをしてもらっての撮影は自分がお姫様になっ
たような気分になることだろう。

香港の結婚式は、英国式と中国式をミックス、厳粛な儀式も大切にしながら、家族や仲間とお祭り騒ぎ！ で楽しいらしい。
噂に聞いたり、見かけたりするこの街の結婚式風景。今回の特集は、そんな気になる異国の結婚式事情をレポートしよう！

香
港
人
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結
婚
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で
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る
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が
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だ
く
さ
ん
！

　昨年に引き続き、世界競争力（国際経営開発研究所の調査に基
づく）で1位を保持している香港に住んでいる筆者は毎日、刺激的な
日々 を送っている。香港在住の皆さんはすでにお気づきだろうが、香
港島を歩いていると欧州国籍者の割合が高く、逆に九龍側では香
港人の割合が高いが、ペア別に見てみると意外に欧州人と香港人
のカップルも多いので、やはり香港はインターナショナルな土地（古い
言い回し）だと感じてしまうものである。
　ようやく私にも念願の香港人の彼女ができて、香港ライフはさらに
充実したものになっている。香港人女性の気質については賛否両論
あるが、総じて日本人女性よりも自己主張が強いので、海外在住歴
が長い筆者にとってはそちらのほうが逆に居心地が良い。日本にい
る頃は意見を言うのも遠慮がちであったが、海外に住み始めてから
価値観や表現力の文化の違いに順応して、筆者自身もはっきり意見

を言えるようになった。そしてステータスよりも人間性を重視する彼女
に巡り合えて、筆者の友人からも「なかなかそのような女性には出会
えない」と羨ましがられる筆者は、誰に対しても優しい気遣いができる
彼女にいつも感心させられてしまう。日本語が話せないので基本的
に会話は英語のみだが、現在は中国語も勉強中なので、間違った表
現をしたりすると訂正してくれるし、どこに行っても助けてくれる彼女
は筆者の大事なパートナーになっている。
　海外に来て日本人同士でお付き合いするのもいいが、外国人と付
き合えるとより深く、海外の生活に溶け込むことができて友人関係も
広がるのでぜひおすすめである。

Kさん（香港在住歴1年）
日本人  未婚
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　アメリカで留学時代に知り合った香港人の彼と4年の交際を経て香
港で結婚し同時に移住。親日の香港だから日本人には住みやすい土
地だが、文化の違いや習慣の違いで戸惑う事があるのは過去の海外
留学時で経験していて覚悟していたが結婚となると話しは別だ。
　香港では、成人しても親との同居は当たり前。家賃が高いのも理由
にあると思うが、私の場合は、家族が住んでいる家に同居という形に。
英語と北京語が話せるので広東語が話せなくてもどうにかコミュニ
ケーションが取れるだろうと安心していたけれど、ふたを開けてみると
彼のお父さんは英語も北京語も話せない。かろうじてお母さんは片言
の英語が話せるが、最低限のコミュニケーションのみ。なので、いつも
間に主人を挟んで会話。香港の親たちは過干渉なことが一般的で嫁
姑の問題が絶えないと聞いていたので少しビクビクしていたけれど、
言葉の壁があるのでそこまで干渉してくることもない。干渉されている
ように感じるといった方が正しいかも。コミュニケーションが無くてうれし

いということではなく、理解できない、干渉されすぎず、という事でことが
うまくいくこともあるということ。
　いまだにこれだけは慣れないというのは、彼の義母がアポなしで私
達の家に来る事。帰宅するとソファーに座って寛いでテレビをみてい
たり、親戚で集まって食事をしていたりは日常茶飯事。何も聞いてない
ので帰るとびっくりする。香港では親に合いカギを渡すのは一般的。
さすがにそれは嫌だと結婚当初かなり話し合いをしたが私の希望は
聞いてもらえず。日本では、来る前に連絡しますよね。でも彼にとっては
自分の家はお母さんの家でもある。いつでも来ていいんだよと。最初は
嫌でしたが、今ではさほど気にならずに。家族愛の表現の仕方は色々
ありますが、これが、家族愛や家族の絆が強い香港なりの愛情表現だ
と思えるように。国際結婚が珍しくなくなった近年。日本の習慣や物の
考え方でしか物事を見るのではなくもっとオープンな考え方を持つよう
にすると小さい事は気にならなくなるのでは。

Tさん（香港在住歴8年）
日本人  既婚
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　黄金比と聞いて思い出すものは
なんだろう。ビーナスの彫像だろう
か。それともモナ・リザだろうか。世
界的に評価の高い建築やアートの
数多くはこの綿密な数値で構成さ
れると言われ、古くから「宇宙空間
で最も美しい数値比(1:1.618)」だと
考えられる黄金比。「1.618 Couture & 
Bridal」は多くの女性へ黄金比の美
しさとともに最高品質のドレスを届
けている。
　中学時代に雑誌を読んでいたと
き、偶然目に入ったドレスの美しさ
に感銘を受けた事がオーナーの
Suuさんがデザイナーを目指すこと
になるきっかけだった。2006年、
ロンドンまで赴き、デザイン分野が
得意のレイヴェンズボーン・カレッ
ジにて技術と知識を身に付け、多く
の経験を得た。その後香港に戻っ
た彼女は、2010年から独立デザイ
ナーとしてラグジュアリー・ドレスデ
ザイナーのキャリアをスタートさせ
た。その才能と努力が認められ、現
在では世界中からオーダーを受け
ており、さらに一般のお客様だけで
なく、芸能人や有名セレブがイベン
トへ出席する際の衣装も何度も手
掛けてきた。
　デザインする際に大変なことを
質問すると「製作時、ドレスにビーズ

1.618 Couture & Bridal
住所：7/F., Cochrane Comm. House, 15 Cochrane St., Central
電話：(852)2886-1723    FAX：(852)2886-1713
FACEBOOK：www.facebook.com/1618Bridal

黄
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追
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を一つ一つつけていく作業。ドレス
の重さとエレガンスさを損なわな
いようにバランスを考えながら作
業しなければならないので、一番
神経を使います。その反面、一枚の
布がドレスになっていく過程は、毎
回感動します。」と、彼女はデザイ
ナーとしての本音を話してくれた。
広いとも言えない店内に掛けられ
た、品のあるエレガントなデザ
イン、精緻なる刺繍、細部ま
で心を込めて仕上げら
れたドレスは、彼女が自
分の手で完成させたもの
だからこそ、そのドレス一
着一着にドレスへの愛情
が感じられる。さらに、ま
るでステージのような試
着室で彼女の作ったド
レスを着てみると、きっ
とそのデザインに魅
了されるはずだ。
　最高のクオリ
ティーと独自の感
性から生まれるデ
ザインのドレスを、

「1.618 Couture & 
Bridal」でみつけ
よう。

　香港でよく見かける光景のひとつ
に街中で結婚写真（婚紗撮影）を撮
るカップルとカメラマンの姿がある
だろう。香港人の友人宅に遊びに行
くと、結婚写真をデカデカと寝室に
飾っていたりして、驚いた事がある人
もいるはず。男性が求婚して、女性が
受け入れてからは、女性主動で結婚
写真の手はずが進んでいくのがここ
香港。中には、価格の安い深圳で練
習と称して1回撮影し、次は香港で慣
らし、最後に本場（中国人の中では）
の台湾で3回目を撮影するカップル
もいるというから驚き。最近は、日本
やマカオなどで撮影するのも流行っ
ているそうだ。その度に、HKD2～3
万が飛んでいくらしい。この婚紗撮
影は大体がパックになっていて、額
入りの大きな写真や、数十枚からなる
アルバム、DVDの動画、親に渡すミ

ZEASON WEDDINGS
Rm. 204, 2/F., Winful Ctr., 30 Shing Yip St., Kwun Tong
TEL : (852)2372-0123（英語・広東語・北京語）
E-Mail: info@zeasonweddings.com
www.zeasonweddings.com 
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ニアルバムなどセットになっている。
「そんなに大掛かりなものは要らな
い」という日本人の方や、結婚写真を
撮り損ねてしまった方に、今回ご紹
介するのは、ZEASON WEDDINGS社
のチャイナドレスプラン（or ウエディン
グドレスも応相談）。1、2枚の写真と
衣装代金込みでHKD8,000～10,000
となっている。今晩、ご主人にご提案
してみてはいかがだろう?!

気
に
な
る

結
婚
式
費
用
は…

　今回、ディフさんとミュウさんの結婚式
で掛かった費用は、合計HKD242,715。
結婚式で使用したテーブル数は23卓。1卓
12人用で総勢276人の招待客が出席した。
一人HKD1,000のご祝儀があれば、費用
は自分たちで負担する必要は無いので、
日本の結婚式に比べてリーズナブルに挙
げられることになる。

　披露宴に招待された場合、たとえ
参加しなくとも、お祝い金を渡すのが
礼儀。相場はHKD800～HKD2,000。
その人との付き合いや関係性の深さ
で変わってくる。日本では結婚式に出
席となると思いっきり正装するが、香
港ではかなりラフな服装でもOK。着
飾っているのはたいていシスターズ&
ブラザーズ、双方の親、親戚ぐらいな
もので、その他の人たちはごく普通の
服装。中にはジーンズにTシャツとい
う人もいる。始めて結婚式に招待され
たら日本人なら驚くことだろう。女性が
黒い服を着るのはNGとされている。Wedding Check List

合計 HKD242,715

・披露宴 HKD132,000
・ドレス HKD22,447
・結婚写真 HKD13,000
・カメラマン代＋ビデオ HKD11,000
・リング HKD20,000
・ギフトカード HKD6,880
・結婚式の招待状＋
 結婚報告はがき HKD2,000

・弁護士立会い料 HKD5,000
・メイク HKD6,000
・お祝い金 HKD6,000
・結納金 HKD10,000
・花 HKD1,600
・雑費 HKD3,000
・交通費 HKD3,788

結
婚
式
に

招
待
さ
れ
た
ら…

披露宴は通常、夜の8時半～9時頃か
ら始まるのが普通。しかしその数時
間前の夕方4～5時頃から同じ場所
で、それも賭けマージャンをして、開
始まで時間をつぶすのが香港人の
慣わし。マージャンをしない招待客
は披露宴開始の遅くても30分前まで
に行けば大丈夫。

We�ing特集こんなにも違う！
知っててお得な香港の結婚式事情！
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Auberge Discovery Bay Hong Kong 
住所：88 Siena Ave., Discovery Bay, Lantau Island 
電話：(852)2295-8288
ウェブ：www.aubergediscoverybay.com
メール：wedding@aubergediscoverybay.com

香港マクドナルド
メール：wedding.party@hk.mcd.com
ウェブ：www.mcdonalds.com.hk/en/parties/wedding-party.html

Star Ferry Company Limited 
電話：(852)2118-6120、(852)2118-6203 
メール：harbourtour@starferry.com.hk  
ウェブ：www.starferry.com.hk/ferry_hire

６
月
の
花
嫁
ー

『
ジ
ュ
ー
ン
ブ
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』っ
て
何
だ
ろ
う
？

We�ing特集こんなにも違う！
知っててお得な香港の結婚式事情！

The Big Bus
ウェブ：www.bigbustours.com
お問い合わせ：infohk@bigbustours.com 

お問い合わせセンター 
＜チムサーチョイ＞
住所：Unit KP-38, 1/F., 
　　  Kowloon Star Ferry Pier, TST
時間：9:00～18:45
電話：(852)3102-9021 

＜セントラル＞ 
住所：Shop i2, 1/F., 
  　　Central Ferry Pier 7, Central
時間：9:15～18:00 
電話：(852)2167-8995

香
港
で
唯
一の
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　日本ではの馴染みの大人気チャ
ペルウェディング。香港はホテルで
のウェディングやレストランでの結
婚式が主流。なので、実際にチャペ
ルがあるところが少ない。そんな
中、密 か に人 気 な ｢ A u b e r g e 
Discovery Bay Hong Kong｣をご
紹介。香港で唯一のリゾートベース
のシーサイドウェディングが可能
なチャペルのある結婚式場。ランタ
オ島の海辺のディスカバリーベイ
にあり、絵に描いたように美しい海
景色はウェディング写真の背景に
はピッタリ。そしてエレガントで美
しいチャペルは親密感たっぷりで
甘く、ロマンチックな結婚式をより
一層盛り上げてくれるだろう。
　｢Auberge Discovery Bay Hong 
Kong｣のあるディスカバリーベイは
セントラルからフェリーでたった25
分でいけるランタオ島の海辺のパ
ラダイス。西洋人も多く好んで住ん
でいるので香港にいながらリゾー
ト感も味わえる。最大100人まで収
容できる｢The White Chapel｣は沿

岸のビーチを見渡せるパノラマ
ビューで光輝く海や周りの山々、
ビーチなどの景色を楽しむことが
できる。また、東シナ海に面してい
る全面ガラス張りのチャペルには
自然光がたっぷり降り注ぎ神秘的
な雰囲気さえも醸し出している。忘
れられないウェディングになること
間違いなし。その他、｢Auberge 
Discovery Bay Hong Kong｣では忘
れられない思い出に残る最高の
ウェディングの演出を完全サポー
ト。パッケージのオプションには洗
練されたヨーロッパの大型帆船｢
The Bounty｣やエレガントな馬車な
どもあり内容豊富。あなたのご要望
にあわせてアレンジもしてくれるの
でまずはお問い合わせてみては？

　「6月に結婚した花嫁は幸せになれる」はヨーロッパか
らの伝承だ。その由来は諸説あり、（1）6月すなわち『June』
という月名がローマ神話の結婚をつかさどる女神である
『ジューノ"Juno"』=ギリシア神話では“ヘラ”もしくは“ヘー
ラー”（日本語で「女神」を指す）からきているため、婚姻と

女性の権利を守護する女神の月に結婚すれば、
きっと花嫁は幸せになるだろうとする説。（2）そ
の昔、ヨーロッパでは、3・4・5月の3ヵ月間は結
婚することが禁止されていて6月は結婚が解
禁になる月だったため、6月になっていっせ

いにカップルたちが結婚したとする説。
（3）ヨーロッパの6月は1年中で最も

雨が少なく過ごしやすい天気が続
くため、季節的環境がベストな月
であり、加えて復活祭も行われ
る時期であることから、ヨーロッ
パ全体が祝福ムードで溢れ、６
月の花嫁は幸せになれるとする説
などがある。香港でも結婚式を様
様な場所で上げることが出来るが、

今回はちょっと変わった志向の
結婚式をご紹介してみよう。

　香港マクドナルドでは『マク
ドナルド・ウエディング・パー

ティー』というサービスを提供している。デコ
レーションされた2時間の会場レンタル、パーティー中の
MCやゲストへの特製ギフト、HKD3,000以内の飲食代が含
まれてHKD9,999。「彼とは良くマックで待ち合わせしたりし、
学生の時は宿題もいっしょにしたなぁ～。」なんてまさに「愛
を育んだ場所がマクドナルド！」という方にはぴったりのプ
ラン？お手頃な価格も若い人を中心に注目を浴びている。

　時間に追われる生活の中でふっとノスタルジックな時
間と空間を味わえるスター
フェリー。ビクトリア湾を横
断するレトロな遊覧船は、
いつの時代も人気がある。
実は、そのスターフェリーを
プライベートパーティーと

して貸し切ることが可能なの
だ。280人までの乗船が可
能。平日はHKD5,600/1時
間、土日祝日はHKD7,200/1
時間となっている。貸し切り
には3時間以上の予約が必

要 で 、ケ ー タリング は 別 途 自 己 手 配とな る が 、
CD/VCD/DVDやマイク、テーブル、料理用テーブルなど基
本的な備品は準備可能。遊覧ルートもいくつかあり、予め
希望を伝えればアレンジ可能の場合もある（要相談）。摩
天楼がそびえ立つ大都会香港の景色を、贅沢にプライ
ベートパティーで独り占めしてみてはどうだろうか？

　香港の観光地を駆け抜けるオー
プントップバス。このバスに乗る
「The Big Bus」は、初めて香港を訪
れる旅行者は必ず乗るといわれる
ほどの名物ツアーになっている。こ
の世界でも有名な「Big Bus」だが、
実は結婚式のお手伝いもしてくれ

るらしい!?この結婚式のための貸
切では、全部オープントップになっ
たバスか、半分オープントップに
なったバスのどちからを選ぶこと
ができる。風船やバルーンなどで
多少の装飾をすることも可。走りた
い路線も事前に予約することがで
きる。二人の出会いの場所や思い
出の場所を巡ることもできるかも
…？値段等、詳細の問い合わせは、
まずはメールで。オープントップバ
スで活気の溢れる香港の街を走り
回り、ここしかできない結婚式を味
わおう！途中下車はもちろん禁止
♥それは、これからさらなる愛を
育んでいく、二人の結婚生活を暗
示しているのかも…！
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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
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

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本 Reeracoen20K～40K

IR作成業務。IR作成にあたり、各投資家との折衝
業務。株主総会等の社内で必要な書類の作成。

企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本 Reeracoen40K～60K

投資顧問会社での顧客開発マネジャーを募集。
英語ビジネスレベル。

香港/香港島 香港WORKS
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

25K～30K+
コミッション

Sushiバーレストランでのホールスタッフ。香港/香港島 香港WORKSサービス系/外食・フード 20K～25K

SNS（TwitterやFacebook）の管理。海外の
製品展示会や、イベントの出席。ニュースレ
ターやプレスリリースの管理。自社ウェブサイト
の運営。PR戦略の会議などへの参加。

日本 Reeracoen
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

30K～50K

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～40K

日系証券会社にて、機関投資家向けの営業を
募集。日本や香港での証券業界での経験者の
応募大歓迎。

日系電子部品商社で、営業スーパーバイザー
業務。クライアントは日系企業となり、電子部品
の納期管理、既存顧客のフォローが中心。

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応業務。
シフト制。空港で働きたい方、旅行や空港での
業務経験のある方歓迎。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～30K

日系金融企業にて、法人向け保険商品の営業。
ノルマがなく、コミッション制でもないため、
安定した働き方が可能。

Reeracoen香港/新界 15K～23Kサービス系/
旅行・レジャー・観光

営業・販売系/物流・倉庫 Reeracoen20K～35K香港/新界

1、仕入業務２、調理業務３、接客業務４、売上
げ及び台湾人スタッフ労務管理５、宣伝業務
６、採用業務。

Reeracoen香港/九龍営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～45K

日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
担当。クライアントの依頼に合わせた、日々の
入出荷のオーダー管理や在庫管理、納期管理
など。

Reeracoenサービス系/外食・フード 台湾 12K～15K

海外全拠点の内部監査業務。IT監査、業務監査、
会計監査の3つを行う。また、Jsoxに基づいた
監査を行う。念に4回海外出張があり。

寿司板前。サービス系/外食・フード 30K～45K 香港WORKS香港/香港島

香港WORKSクリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～22K香港/九龍 DTP制作オペレーション&営業補助。

香港/香港島 25K～30K 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

印刷業界よりVicePresident募集。主に日本
本社からのIPO企画サポート。香港やシンガ
ポールの顧客とのやり取り、英文資料のチェッ
クなど。★3年以上の翻訳経験者、語学に長け、
管理能力のある方。

香港 12K～15K 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

会計会社へ提出するレポート作成（未経験者
OK）。店舗から問い合わせ（備品などの）対応。
★営業事務経験者、機転が利く方。

香港/九龍 25K～30K 香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

セールス経験。英語でコミュニケーション出来
る方。電子企業経験者優遇。

深圳 RMB
25K～30K

華南WORKS生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

外資系美容家電メーカー/技術部長（品質管理・
保証マネジャー）。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB
25K～40K1:成型技術者2:購買3:営業。深圳

香港WORKS
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～30Kセールス＆プロダクトコントロール担当：アパ
レル業界必須。

香港/九龍

旅行・広告・イベント企画のサポート業務。香港
系旅行会社やり取りあるため広東語必須。

香港WORKS
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/九龍 20K～22K
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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 紹介会社

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） 深圳 RMB～23K

営業。日系OA機器メーカー、自動車部品
（Tier1,Tier2を中心とした既存顧客のフォ
ロー及び新規開拓。★三角法の図面が読める
こと、営業経験不問。北京語：初級。日本採用。

インテリジェンス
香港22K～30K香港/九龍

カスタマサポート（香港医療サービスへの問い
合わせ対応）、カルテ作成、契約書更新作業、
緊急対応サポート。★医療業界経験者。英語コ
ミュニケーションレベル。看護師免許お持ちの
方尚歓迎！

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

香港/香港島 16K～
広告会社より日本語スピーカーの営業募集！
★広告業界に興味があり、フレキシブルな方
日本語・英語必須。

インテリジェンス
香港

AOBA専門職/営業兼
プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB２８K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネス、英語読み書き以上。

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・
内装・住宅関連

20K～40K広州
建設工事の現場監督として工事全体の管理
業務。★【歓迎】建築業界での施工管理経験者
で業界経験10年以上お持ちの方。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

16K～20K香港/香港島
通信業界よりシニアマネジャーを募集。ソフト
ウェアのローカル版のテストなど。★通信機器
（携帯電話、タブレットなど）に強く、英語ビジ
ネスレベル。

香港/九龍 25K～45K
香港法人経理業務全般および一部人事・総務
業務・年次監査対応、日本本社への定期報告
など・★香港現地法人での会計処理業務（実務・
管理）。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
会計・監査・経理

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 20K～28K香港/新界

伝票起票から月次決算程度までの内容を担当。
会計書類確認、日本本社とのやりとりなど。
★経理経験重視。会計資格お持ちの方尚可。

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

20K～
（応相談）香港/新界

食品卸系企業より、会長秘書募集（スケジュー
ル・出張管理・来客・電話応対・書類作成など）。
★エグゼクティブ秘書業務経験、英語ビジネス
レベル。サポート充実！

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

20K～
（応相談）香港/新界

成長著しいベンチャー企業での新規設立の人
事総務部アシスタントマネジャー（給与・福利
厚生・採用・労務・人材育成）。★人事業務・マネ
ジメント経験、英語ビジネスレベル。飲食業界
での就労経験者、尚歓迎！

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港30K香港/九龍

グローバル物流の企画担当募集！！香港拠点に
おける物流プロセスの改善提案。★物流業界の
フォワーダー、メーカー、商社のサプライ
チェーンマネジメント経験。

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（機械・電気・電子）

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）

20K～22K
繊維試験担当。品質チェック、中国の工場へ
行って過程チェックをすることもあり。★経験者
歓迎！ 英語または広東語コミュニケーションレ
ベル。

香港/九龍

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）

～20K香港/九龍
機器メーカーより営業コーディネータ募集！
フィリピンや華南の工場との連携、顧客からの
問い合わせ対応。★メーカーまたは商社での
2～3年の営業コーディネート経験者は尚可。

応相談専門職/
プロジェクトマネージャー

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
提案・実行。英語ビジネス。会計税務法務業務
経験者、日本国公認会計士、又は税理士免許
保持者歓迎。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 香港/新界 30K

物流業界より倉庫管理。顧客訪問、現場・スタッフ
の管理、指導業務。★最低でも3年以上の物流
業界での倉庫管理経験必須。

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） 20K～25K香港/新界

電子部品商社より営業募集！ ★営業経験
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品を扱っていたらベスト）。30代
で英語または北京語できる方。

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/
物流・倉庫

18K～23K香港/新界
輸送業界よりカスタマーサービス募集！ ★1、
2年の物流業界、メーカー、商社でのサプライ
チェーンに関する業務経験。国際輸送や貿易
の知識。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 25K～30K香港/新界

日系顧客のアウトサイドセールス（営業、海上、
航空、倉庫販売）。★フォワーダー関連業務経験
3年以上、英語ビジネスレベル、北京語できる
方尚可。

インテリジェンス
香港香港/新界

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

21K～22K
営業事務。お客様とのメール/電話での対応
(得意先：病院、クリニックに商品を卸している
業者)、受注処理など。★語学不問、ビザホル
ダー優遇！ 20代後半～30代の方歓迎。

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
商品管理部：スタッフ、アシスタントマネジャー
募集。商品情報・在庫の管理。★事務経験者、
明るい方、仕事に対して真摯な方を希望。

AOBA香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

日経新聞を読み始めて20年以上だそうですね。
　はい。日経新聞を読み始めたのは高校2年生の時でした。
学校までの通学時間が長く、いわゆる「活字中毒」だった私
は、本だけでは飽き足らず、日経新聞に興味を持ち購入した
のがきっかけとなりました。読み始めた頃は書かれている内
容が難しく、言葉の意味も解らなときがありましたが、気づけ
ば20年以上購読しています。

現在はどのような読み方をされていますか。
　平日は毎朝、出勤する前に携帯で電子版を読みます。2分
くらいですべての見出しにざっと目を通し、時間があればそ
の中から気になる記事を1～2個ピックアップするんです。昼
休みには、朝電子版で気になった見出しの記事を中心に紙
版（国際版）を読むようにしています。紙版でもざっと全ペー
ジ見出しを流し読みをして、電子版にはない記事で気にな
る記事を深く読みます。一方、週末は電子版を中心に読みま
す。家にいるとき、バスや電車など移動時間に携帯で読むこ
とが多いですね。電子版は読みたいと思ったときにいつで
も読めるのがいい点だと思っています。読み方は、全体的に

見出しを見て、気になったもののみ、すべてを読みます。電
子版と紙版を併用するのは時間の効率を考えると非常に有
用ですね。

仕事ではどのような記事が役立ちますか。
　政治・経済欄です。海外で仕事をしていることもあり、日本
の情報よりも国際情勢の方が興味があります。また、株はあま
りしてはいませんが、株式や為替レートもトレンドを把握する
ために確認しますね。仕事柄外せないのが、外食産業やサー
ビス業の新店情報を含めたニュース。企業の決算からトレン
ドを知ることもできます。もちろん香港に関するニュースも読
みます。他の新聞のターゲット層は幅広く、老若男女が楽しめ
ますが、日経新聞のターゲット層はビジネスパーソンのように
感じますね。子どもや、リタイア後の人は読みにくいのではな
いかと、個人的には思っています。そのため、今知りたい情報
が詰まっているんです。情報量が多いのが何よりいい点です。
第三者目線で書かれていることもまた、客観的に読むことが
できるので気に入っています。

仕事以外で特に好きな記事はありますか。
　スポーツ欄の吉田誠一さんのコラムは、地元千葉のサッ
カーチームについてを取り上げていていることもあるので、
必ず読みますね。また、土曜日の朝刊で別紙でついてくる
「NIKKEI プラス1」も好きです。記者独自の切り口で読んで
いて面白いんです。「何でもランキング」や「記者が試してみ
たら」企画を含め、幅広く読んでいます。

貴社の事業についてお聞かせください。
　弊社は、1995年に日本で設立しました。社名・店名の「QB」
はアメリカンフットボールのポジションの一つであるクオー
ターバックに由来します。QUICK BARBER（早い理容室）
&QUICK BEAUTY（早い美容室）の頭文字でもあるんです。通
常一般のサロンで行うシャンプーやブロー・シェービング等、

お客様ご自身で出来ることはサービスに含まず、お客様が出
来ないこと『カット』のみに特化したサービスを提供するヘア
カット専門店になります。お客様のカットに要する時間は、約
10分。“10分間の身だしなみ”ですね。弊社の店舗は国内外
で現在500以上ございます。2005年に香港進出し、現在では
56店舗となり、シェアナンバーワンです。年間200万人の来
店をいただいています。今後も店舗数が増える予定です。実
は、香港だけでなく台湾、シンガポールにも進出しています
が、ここ香港が一番需要があります。人口密度が高く、効率性
を好む傾向が香港人にはあるため、日本と変わらない独自の
便利・簡単なシステムが受け入れられている要因の一つだと
考えています。もしかしたら、日本より混んでいるかもしれま
せんね。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

電子版と紙版を併用し情報収集を効率化
仕事面で役立つ情報だけでなく、

読み物としても面白い

日本経済新聞 国際版・電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

香港・華南地区をはじめ、
海外で活躍する日本企業の方に不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞 国際版・電子版」。

今回はQB HOUSEの齋藤耕二さんに、
日経新聞の日常への取り入れ方と仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

QB HOUSE
シニアマネージャー
齋藤耕二（さいとうこうじ）さん
市場調査会社勤務後、QB HOUSE入社し、2013年に来港。
市場調査会社勤務時に上海在住経験あり。週末は、体力
づくり、リフレッシュ目的でバトミントンで汗を流すとい
う。また、海外旅行も趣味で、今まで30カ国以上渡航経験
がある。ここ最近は、日本の地方都市を巡っているのだそ
う。また、二か月に一回、深圳にマッサージに行くという。

QB HOUSE

住所：Unit No.1121-1122, Floor 11, 
　　  Star House, No.3 Salisbury Rd., TST
電話：(852)2359-3300
メール：recruithk@qbnet.jp
ウエブ： www.qbhouse.com/hk/en

ビジネス（香港・広東共通）
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