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深圳

　今回のコラムでも、今月クライアントから問い合わせ
のあった興味深い問題について、ご紹介させていただ
きます。弊所のクライアントは、製品の組立加工を行
い、その完成品を中国大陸で内販していますが、サプラ
イヤーの事情でどうしても一部の部品を保税輸入で購
買しなければならず、そのために直接に中国国内で販
売することができないという問題が生じています。今回
は、この問題の解決方法について、みなさんと共有した
いと思います。

一、背景
•Ａ社は、進料加工のスキームにて材料を輸入し、完成
品に組み立てる。この製品に使用される材料の70％は
保税で輸入されたものである。その他の30％の材料
は中国国内で購買したものである。
•この完成品の販売先は中国大陸内の顧客であるため、
どのような商流で当該完成品を中国大陸内の顧客に引
き渡すことができるか、適法な方法を検討中である。

二、分析意見
　Ａ社のビジネスモデルにおいて、完成品を中国国内
で販売するためには、次の４つの方法を検討すること
ができます。
•一般貿易により材料を輸入する方法
•保税輸入材料の関税及び増値税を追納する方法
•完成品を一度輸出して、再輸入した後に販売する方法
•保税区を利用し輸出、再輸入した後に販売する方法

2.1一般貿易により材料を輸入するスキーム
　このスキームにおいては、進料加工で保税輸入して
いた材料を一般貿易での輸入に変更することになりま
す。つまり、材料を輸入するとき、一般貿易として申告し
関税と増値税を納付するということです。この場合、組
立完了後、直接に国内で販売をすることができ、当然な
がら完成品を輸出して再輸入する必要はありません。

　このスキームの前提は、材料を一般貿易で輸入する
ことです。当職らの経験によりますと、多くの加工貿易ス
キームにおいて、サプライヤーが来料加工又は進料加
工により、材料を保税輸入しているため、サプライヤー
の都合により一般貿易に変更することが難しいケース
があります。
　
2.2保税材料の輸入関税を追納し、中国国内で完成品
を販売するスキーム
　このスキームは、材料を進料加工により保税で輸入
しますが、保税輸入材料について関税及び増値税を追
納することによって、一般貿易輸入と実質的に同等なも
のへと変更するということです。この場合、税関の管理
監督が解除され、完成品を直接に中国国内で販売する
ことができます。
　このスキームは理論上は実行可能ですが、材料を保
税輸入した後に輸入関税及び増値税を追納すること
は、税関の人員が現場調査をしたり、税関の審査認可
が必要となり、税関のマンパワーが必要になるため、実
行可能性が疑問視されています。また、担当の税関担
当者の不作為などにより、税関の審査に長い時間がか
かる、どのくらいの期間を要するかが不明確であるとい
うデメリットがあります。したがいまして、販売周期が短
い場合、顧客の求める納期が短期間である場合など
は、このスキームの実行は難しいと考えます。

2.3輸出後再輸入するスキーム
　このスキームにおいては、材料は進料加工で輸入す
るため保税となり、税関の管理監督を受けることになり
ます。現行の税関の規定によりますと、保税材料を使用
した製品は生産完了後、必ず輸出し、かつ、税関手冊の
核銷をしなければなります。輸出時には完成品に使用
された保税材料の数量が合わなければなりません。つ
まり、このスキームを使用する場合には、完成品は必ず
輸出して、再度一般貿易で完成品を輸入して、その後で

中国国内で販売をすることとなります。

2.4保税区を利用して輸出、再輸入するスキーム
　このスキームにおいても、材料は進料加工で輸入す
るため保税となり、税関の管理監督を受ける事になり
ます。現行の税関の規定によりますと、保税材料を使用
した製品が完成した後、手続き上は輸出、再輸入をしな
ければならないものの、製品は保税区に保管しておく
ことにより、税関手冊の核銷をすることができます。この
スキームにおいては、製品は実際には国外に輸送する
必要はなく、保税区を利用して輸出、再輸入と同じ効果
を実現することができます。

三、結論
　Ａ社にとって、前述のスキームはどれも検討すること
ができますが、関税及び増値税の追納の実務対応が難
しいことに鑑みて、中国国内の保税区を利用して、輸出
及び再輸入をすることが、物流コストや納期の面からも
適当であると考えます。もっとも、材料の購買を保税取
引から一般貿易に変更できるのであれば、完成品を保
税区を使用して輸出、再輸入する手続きを省けるため、
より簡便であると考えます。

保税輸入材料を用いた製品を中国国内で販売する場合の商流について
中
国
法
律
コ
ラ
ム 19

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格 
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート 
Tel: (86)755-8328-3652 
E-mail: odake@yamatolaw.com

ビジネス（香港・広東共通）
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アロンアルフア実験！ 指紋はとれるかな？
　シアノアクリレートの性質を利用した指紋検出は、「シアノ法」と呼ばれ、世界中の
科学捜査で採用されている、日本で開発された技術。触れたものに指紋が付着する
のは、指先にある汗腺のため。つまり、指先が触れて指紋の跡がつくのは、簡単に言
うと汗の跡なのだ。水を含ませたティッシュにアロンアルフアを塗布すると化学反
応が起き発熱するため、シアノアクリレートが蒸発し、コップの中に広がる。すると、
指先で触れた部分の水分と反応して固まるため、その形が浮かび上がるそうだ。
　これはやってみなければ！ ということで、ぽけっとページで実験してみた。

用意するもの：
 • アロンアルフア（All Purpose）
 • テーブルに敷く厚紙や敷物
 • 水で湿らせたティッシュかトイレットペーパー
 • 透明のコップや使い捨てプラコップ

 なんで「アロンアルフア」？ 名前の由来と歴史
　日本での家庭用瞬間接着剤は、今から約半世紀ほ
ど前に東亞合成社が一般用アロンアルフアを上市し
て、世に送り出したときが最初と言われている。
　ここで気になるのは、「アロンアルフア」という名
前の由来。東亞合成株式会社の創業当時の社名、
「矢作工業」の「矢」を取り、英語で「Allow（アロー）」、
ナイロンやテフロンなどの「-lon（ロン）」、そして、瞬
間接着剤の化学名である「アルファシアノアクリレー
ト」の「alpha（アルフア）」をあわせたものなのだと
か。「アルフア」は、ギリシャ語で「最初」という意味が
あるので、日本での瞬間接着剤製造のパイオニアで
あるという意味も込められているそう。
　一般向け製品の販売開始後、ユニークなもの同士
を接着させるインパクトのあるTVCMをうち、認知度
を高めることに成功した。ちなみに、香港では1975年
に販売を開始し、「AA超能膠」の商品名で親しまれて
いる。香港でも1980～2000年初頭までTVCMが放映
されており、認知度も日本と同様にかなり高いという。

 瞬間接着剤はどうしてくっつくの？ 
　瞬間接着剤の接着力のすごさはテレビ番組や
CMなどからも明らかであり、読者の皆様もよくご存
じだろう。では、なぜ一般のノリと比べて高い接着力
があるのか？
　通常のノリは空気に触れて乾燥するが、瞬間接着
剤は全く違う接着の仕方をするそう。
　瞬間接着剤がくっつくのは「分子間力」という力の
おかげ。どんなすべすべした物質であっても、その
表面には必ず凹凸があり、その凹凸の部分に接着
剤の分子とくっつける物質との間に分子間力という
力が働いている。
　現在の家庭用瞬間接着剤の主成分は、シアノアク
リレートという化合物。このシアノアクリレートは水
分に触れると瞬間的に分子どうしが連結し高分子化
して固まる性質を持つ。
　一見水分などないように見えるものでも、たいが
いの物質は水分が含まれていて、シアノアクリレート
はその僅かな水分で対象物同士を接着させること
が出来るのだそう。

 アロンアルフアの豆知識集。これであなたも
 アロンアルフアマスター！
たくさんつけすぎは、逆効果！
　「多くつければ速くつくかな」「いっぱいつければ

強力につくかな」と思って
しまいがちだが、実際はそ
の逆！接着剤の量が多い
と化学反応に時間がか
かってしまうため、かえっ
てなかなかつかないとい
うことになる。

　実は、物質の中にある水分は少なく、そのため多
く瞬間接着剤をつけても反応できる水分が十分で
ないため、接着力が劣ってしまうのだとか。この原理
を理解すると大量に塗ってしまうのが逆効果という
ことがよくわかる。
　瞬間接着剤を瞬間で接着するコツは接着剤の量
を多くしないということなのだ。

あのイライラを解消！
アロンアルフアが固まらない保存方法

　いざ使おうと思い、引き出しの奥で見つけた使い
かけのアロンアルフアの蓋を開けてみると、カチカ
チに固まっていて使えず、そのため、結局新しいもの
を買いなおして使い捨てのように消費してしまうと
いう経験、使用したことのある人なら、誰もがあるの
ではないだろうか。
　ここでは、そんなイライラを解消できる正しい保存
方法をご紹介。それは、アロンアルフアを乾燥剤と一
緒にジップロックや台所用の完全密封容器に入れる
というものだ。アロンアルフアは空気中の水分と反応
して固くなるため、湿気から守ることが保存のコツ。
湿気を防ぐ観点から冷蔵庫保管も効果的だそう。
　ただし冷蔵庫から出してすぐにキャップを開け
ると、温度差で膨張して溢れ出すといった問題があ
るため、冷蔵庫で保存した場合は、室温に戻してか
ら開封することが大切だ。ちなみに乾燥剤は定期
的に電子レンジにかけて水分を飛ばすと2、3年は
固まらない。

東亞合成（珠海）
住所：広東省珠海市前山梅華西路2372号
　　  香洲科技工業区2号厂房２、３楼
電話：(86)756-8508810

東亞合成（香港）
住所：香港九龍觀塘鴻圖道1號6樓607-9室
電話：(852)2763-1086

誰もが一度は使ったことのある瞬間接着剤「アロンアルフア」について、
歴史や雑学を解説すると共に、ちょっぴり面白い実験もしてみたのでご紹介。

の

言いたくなる話

　お子さんでも楽しめる実験なので、夏休みの自由研究にいかがだろう
か。ただし、子どもだけで行うのは避けて保護者と一緒に行うようにし、風
通しの良いところで換気をしながら行なうようにしよう。

❶ぽけっとページでは、このような
2つのコップを用意

❷2つのコップに指紋がつくよう
にギュッと握る

❸ティシュかトイレットペーパーを
丸めて水で濡らし、アロンアル
ファを10滴程度垂らしたら、そ
の上からコップを被せる

❹使い捨てのプラコップなら数
分、ぽけっとページで使用した
ようなコップだと7～8分を目安
に待つ

大成功！
❺浮かび上がってきた！

実は警察でも
使用されて
いるとか
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日本国内に25店舗、海外に6店舗を展開している「東京メガネ」。香港店は1968年にオープンし、50年近く日本と変わ
らないサービスを提供し続けている。もちろん日本語での接客も可能だ。認定眼鏡士の資格保有者が在籍しており、視
力測定のみならず、目的やライフスタイルに合わせてフレームを選び、自分に最適なメガネを作ることができるのが同
店の強みだ。また、購入後のアフターフォローは日本国内店、海外店と同様なのも嬉しい。店舗に一度足を踏み入れる
と、ワクワクするほどたくさんのアイテムがお出迎え。取り扱いブランドは、なんと60種だそう。もちろん、コンタクトレンズ
の取り扱いもあり。今回は、「東京メガネ」の多彩なラインナップから厳選し、注目すべき4つのブランドをピックアップ。

東京メガネ
住所：11/F, SOGO Causeway bay, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2833-8271 、 (852)2895-3348
ウェブ：www.tokyomegane.co.jp/company/eng  

「東京メガネ」で聞きました

メガネブランド4選！
今、注目すべき

Dun (デュアン)
創業94年を迎える老舗・三工光学が手掛けるメガネブランド。”世界で最も
優れた掛け心地の追求”を使命とし、こだわった末に辿り着いた素材、
「GUMMETAL（ゴムメタル）」は弾力と耐久性があり、それを最大限に活かし
ながら作られたフレームは、長時間つけていても圧迫感が少ないのが特徴
だ。シンプル且つ清潔感のあるデザインで、シーンや人を選ばない。

1
SUGIMOTO KEI
（杉本圭）
アイウェアデザイナーの
杉本圭彦氏が手掛けるハンドメイドブラン
ド。キレイな発色にこだわったり、アジア人に合
うように横幅を広げたりと、お客の要望や特徴
により、工夫して様々なデザインを編み出す。それらを忠実に再現する高い技術力で、1人ひと
りにしっかりとフィットする一品を生みだしている。※写真の赤い木のモデルは、生産限定品。

2

FLEYE
アイウェア業界で確かな地位を確立した3人にて創
設された、デンマーク発の人気ブランド。ユニーク
でデザイン性が高いだけでなく、機能性も兼ね備
えたデザインが人気。日本でも、優れたアイウェア
デザインに贈られる「アイウェア・オブ・ザ・イヤー」
で部門賞を数多く受賞している。※写真は、光の乱
反射を減らす「Polarized」というレンズを用いた人
気のサングラス。

4
Face Fonts
メガネ作りのインスピレーションを和菓子作りから得たというのも納得で
きるような、色彩豊かで上品、そして繊細なデザインが女性に人気のブラン
ド。メガネは表情を彩るうえで、とても大切なパーツと捉え、自分自身をどの
ように見せたいか、またはその日の気分によってメガネを変えることもある
女性のニーズにフィットする製品作りを行っている。

3

日本屈指のメガネ産地
「福井県・鯖江市」発の
ブランド3選

日本
で大
人気
！

要注
目の

海外
ブラ
ンド
はコ
コ
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伝統スリッパ「バブーシュ」が400個並べられたエントランス

モロッカンタイルが敷き詰められた雰囲気抜群のテラス席

フルーティーな味とすっきりした味わいが
女性に人気の「Majorelle」

27種のモロッコのスパイスを
ブレンドした「Oriental Fashion」

　タジン鍋に、アルガンオイル、かわいい雑貨、ダイ
ナミックなサハラ砂漠まで。旅好きだけでなく、日本
でも人気があるものばかりのモロッコ！
　アフリカとはいえ、地中海に面し、古くからヨーロッ
パとの交流が盛んに行われてきたアラビアンの国
は、ぜひ一度行ってみたい旅行先としても注目度の
ある魅力満載の国。そんなエキゾチックなモロッコス
タイルのラウンジバー「LILYA Moroccan Lounge 
and Bar」が夜の街、中環（セントラル）のWyndham St 
(ウィンハム ストリート)にオープンした。
　エスカレーターで2階へ上がり、ドアが開くと壁一
面に並べられたカラフルなモロッコの伝統スリッパ
「バブーシュ」がお出迎え。照明を落とし神秘的な雰
囲気を醸し出している。更に奥へ進むと床一面に置
かれたキャンドルが魅惑のアラビアンナイトに導い
てくれる。店内は、赤を基調にモロッコ一色のインテ
リア。テーブル、壁、椅子などあちこちにモロッコの幸
運のシンボルである「ファティマ」、「サブラ」などが飾
られ、エキゾチックかつエレガントで魅惑のオトナ空
間を演出している。バランス良く配置されたソファー
席、そしてモロッカンタイルが敷き詰められたテラス

席、そしてブルーを基調にした15名収容できるプラ
イベートルームがあり、目的に応じて様々な方法で利
用することができる。
　外の喧騒を忘れてゆっくりと落ち着いた雰囲気の中
ドリンクやフードを楽しむことができる穴場のお店。
　そんな同店のバーを仕切るのは、数々の賞の受賞
経験を持つモロッコ出身のミクソロジストのYounes 
Ateyah氏。モロッコの材料を使用した他では味わえ
ないカクテルをお店オリジナルのグラスまたはモ
ロッコの伝統ポットで提供する。
　お店のオススメカクテルをいくつか紹介しよう。
オールドファッションをアレンジした27種のモロッコ
のスパイスをブレンドした「Oriental Fashion」とス
モークを効かせたカクテルでアラジンの魔法のラン
プからアイディアを得た「Ali Baba」はエキゾチックな
気分を倍増してくれる。甘いカクテルが好みの人にオ
ススメは「Majorelle」。マラケシュ市内にある観光地
のマジョレ庭園を一般に公開したイブサンローラへ
捧げるカクテル。
　メインはラウンジバーだが、お酒とともに楽しめ
るモロッコ出身のシェフが腕を振るう小皿料理をは
じめとした伝統料理も提供している。しっかりとした
ディナーには不向きだがちょこっとつまみたい、また
は、フードのラストオーダーが24時までなので、お
酒を飲んだあとに小腹がすいたというときにはちょ
うどよい量。
　さあ、さっそく魅惑のアラビアンナイトを楽しみに
足を運ぼう！

LILYA Moroccan Lounge and Bar
住所：2/F., 77 Wyndham St., Central
電話：(852) 2526 2578
時間：18:00～深夜 フードのラストオーダー、
　　  月～木 12:00、金～日 1:00
ウェブ：www.diningconcepts.com/restaurants/Lilya

異国情緒あふれる魅惑の
アラビアンナイトに乾杯
異国情緒あふれる魅惑の
アラビアンナイトに乾杯

爽やかな味わいの「Moroccan Mohito」
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ケニーの香港ダラダラ日記より

～香港での生活を徒然なるままに～

http://kennys-journal.com

2017.04.28

二日連続となりますがｗ 今日も灣仔のロー
カルレストラン【新釗記】で食べた一品をご
紹介したいと思います(‘ω’)ノ
ふと、目に留まったのが店内に貼ってあった
「厨師推介」のメニュー。つまり、「シェフのお
すすめ」ってことですねｗ

で、この中より、ピンと来たのが、「公仔麺」。
これはいわゆる「インスタントラーメン」の
麺を使った料理ですね(*´ω｀*)
日本ではまずないと思いますが、香港のロー
カルレストランでは麺のセレクトにインス
タントラーメンが普通にあります（笑）
ということで、たまにジャンキーなものが食
べたくなってしまう衝動にかられｗ

千炒牛肉公仔麺　$62

をオーダーしてみました(*‘ω‘ *)
料理のお供は、いつものこちらｗ　レモンスライス3枚に細
かい氷多め！ 程よい甘さです♪

試しに、オーダーした「千炒牛肉公仔麺」は手元のメニューにも
載っていたので、最近使い始めたGoogle翻訳先生でチェック！

うん～、ちゃんとインスタントラーメンと訳されてますね！前半の
「千炒牛肉」は、「揚げ牛肉」となってますが。。。。果たして・・・ｗ
待つこと暫し。。。

来ましたー！ こちらが、「千炒牛肉
公仔麺」。うん～、「揚げた肉」ではな
いですねｗ　普通に炒めたお肉で
した(*‘ω‘ *)
量は、ペヤング超大盛なみ！たぶん
インスタントラーメン2個分だと思い
ます。大量です！！

お味は、ソース焼きそばって感じで
すね。単に麺がインスタントラーメン
になっている感じです。もやしとニラがお気持ち程度入ってます（笑）ちょうどよい味加
減で、ジャンキーですが、美味しく頂きました(*´▽｀*) ただ量が半端ない。。。

量が多いので、若干途中で飽きてくるのですが、、、なのでちょっと
テーブルに置いてあったこちらのラー油っぽいやつを試しにほん
の少しだけかけてみました。。。。

が、超絶辛い！！ほんの少しにしておいてよかったｗ 恐るべし・・・

ローカルレストランで食べた場合、一食だいたい$50（約700円）
前後なイメージですねぇ～(‘ω’)ノ

＜店舗情報＞
Add.: 180 Hennessy Road, Wan Chai
Tel.: 2575-6161
湾仔駅A4出口より徒歩2分

香港のペヤング超大盛的なローカル料理ｗ 
【新釗記】@Hennessy Road 灣仔

人気
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香港

　皆さん、こんにちは！ 営業部のHONGOです！
　今回は新しくチムサーチョイ（尖沙咀）にオー
プンした「稲庭うどん、炉端焼 稲庭養助」さんの
オープニングにお邪魔して来ました。ホンハム（紅
磡）にお住まいの方は既にご存知かもしれません
が、つるっとコシのある本場秋田うどんと鮮度抜群
の魚介が味わえると評判のお店です。

　iSQUAREすぐ横のチムサーチョイ店は、駅か
ら徒歩３分程と好立地で、景色も良く、開放的な
空間。カウンター、テーブル、個室を完備してお

り、まさに「ふらっと、気ままに、日本食」のキャッチ
フレーズがぴったりの使い勝手の良いお店です。

　中でもおすすめしたいのが、風味がたまらない
「ミョウガとオクラのサラダ」や、サクサクした食感
がやみつきになる「メヒカリの唐揚げ」。←これ、
てっぱんです！

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編

編集部だより

メ
ヒ
カ
リ
の
唐
揚
げ

スタッフ HONGO

稲庭養助、尖沙咀に待望の2号店オープン！

稲庭うどん、炉端焼 稲庭養助
尖沙咀店
住所 ：17/F., Prince Tower, 12A Peking Rd., TST
電話 ：(852)2555-6606

紅磡店
住所 ：Shop A1, 27 Man Tai St., Whampoa, Hung Hom
電話 ：(852)2393-8355

ミ
ョ
ウ
ガ
と
オ
ク
ラ
の
サ
ラ
ダ

Pocket Page Weekly 23 June 2017 No. 59720B

香港グルメ



深圳

香港＆広東 香港

深圳
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半島城邦 Peninsula Residences

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） ２LDK １０6㎡（建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、日本人が多い

（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ

（月　額） 12,000元 管理費、税金込み

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路

（間取り） 3LDK １55㎡（建築面積）

（室　内） 家具・家電付き、改装済み

（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

 華润万家スーパー

（備　考） 高層階で眺めがよい

（月　額） 23,000元 管理費、税金込み

富瑞斯国際公寓　Fietser International Residence

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 福田区深南大道6012号
（間取り） １R～３LDK（50㎡～２２０㎡ 実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、マッサージ室、 パットゴルフ、ビリヤード、
 子供ゲーム教室
（備　考） 朝食込み、日本語番組、インターネット、
 24時間セキュリティー、通勤シャトルバスあり
（月　額） 15,600元～

地王信興広場　Diwang Shunxing Square
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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

ライフ（香港・広東共通）
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広東 広州

【時代や環境に合ったサービスを】
　東アジア金融の中心地としてアジア経済を牽引してい
る香港と中国の経済特区として世界でも類を見ないほ
どの経済成長を続ける深圳。そして珠江デルタの北端に
位置する中国第3の商工業・港湾都市である広州。この
華南地区の3都市には、多くの国際企業がオフィスを構
え、ビジネスマンの往来も激しい。
　特に広州 ↔ 深圳は、“ボーダレス”になってきている。華
南地区に拠点を置く多くの企業はこの二つのエリアを重
要な交易のハブとして一体にとらえ、流通に垣根がない。
エイブルでもこの華南地区の3都市で地域の垣根を越え

てボーダレスにサービスを展開。例えば、深圳にオフィス
を構える企業が広州に進出する際にエイブルのネット
ワークを使えば物件探しもスムーズに行える。あるいは、
ビジネスマンが長期出張で広州から深圳に活動拠点を
移動する際にも重宝しそうだ。

【新たな価値観の創造を】
　オフィス探しであれば、複数の物件から自社の物流や
顧客のターゲットを踏まえ迅速に最適な物件を検索す
ることができる。地理的な戦略分析は、経済発展著しい
華南経済圏を“面”でマクロ的な視点で俯瞰することで完
遂される。華南地区に展開
されたロードマップにエイ
ブルのネットワークが加わ
り、新たな企業価値が創造
される。
　居住用として駐在期間
に利用する際は、活動拠点を頭に描きながら最適な住
居を迅速に探すことができる。三都市の街の姿をリアル
タイムで把握しているエイブルネットワークの強みは、
顧客の要望に合ったこだわりの部屋探しをアシストす
る。「深圳～区の雰囲気に近いところは広州ではどの辺
り？」などの気になる情報も問い合わせできそうだ。

【常に満足と信頼】
　エイブルでは日本語堪能、経験豊富なベテランスタッ
フが常駐しており、遠慮なく日本語で相談できる。新生活
への小さな疑問も気兼ねなく質問できるのも嬉しい。
 また、新しい土地での生活にしっかりと馴染んでいける
ようにエイブル深セン店・広州店のスタッフは日本人コ

ミュニティーとの連携を密に取り、各種イベントにも積極
的に参加。時には、自らゴルフコンペや県人会を開催し
て、居住者と地域を繋ぐサポートをしている。華南経済圏
の快適な住環境・仕事環境を信頼で満たすエイブルは
これからも日本人の暮らしを支えていく。

広州店が6月より始動！

【エイブル広州店】
住所：広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室
電話：(86)20-8928-1635、(86)136-3285-3590 (代表 本間)
FAX：(86)20-8928-1425
メール： able-gz@able-sz.com

【エイブル深セン店】
住所：深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室
電話：(86)755-2398-5391、(86)136-3285-3590 (代表 本間)
メール：able@able-sz.com

開業以来30年。
香港で日本人向けの不動産賃貸仲介業者として在住日本人の暮らしを支えてきたエイブル香港店。
そして、昨年オープンしたエイブル深セン店に続き、今月より始動したエイブル広州店。
経済発展著しい華南経済圏を“面”で押さえ、住居・オフィスの紹介を通して、
より快適な住環境・仕事環境を提案する。

ライフ（香港・広東共通）ライフ（香港・広東共通）
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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。

　蒸し暑い季節を迎えると、都会を離れて涼
しい郊外で過ごしたいと切実に考える方も多
いのではないだろうか。熱帯気候の中に高層
建築が高い密度で建つ香港はしばしば、非
開発地域より摂氏12度程度気温が上昇す
る、”アーバン・ヒートアイランド現象”に悩まさ
れてきた。
　空調を使うことはこの都市の夏に対処する
方法として、環境的に優しいとはいえない。根

本的な解決策としては涼しく、スマートな都市を建設することが必要なのだ。
　持続可能な建築デザインを得意とするCL3所属の建築家、William Lim氏
は、それがZero Carbon Building(ZCB)のエコホーム・コンポーネントを通じて
九龍湾プロジェクトでいかに実現されるのか、期待している。
　香港で最初のZCBは、積極的なグリーンテクノロジーと組み合わせたエコデ
ザインがいかに都市の建築物の二酸化炭素排出量を削減し、より快適で健康
的な生活環境を作り出すことができるかを示す、ロールモデルとして作られ
た。香港では建物からの使用が全電力消費の約89％を占めており、電力は都
市の熱排出量の60％以上を占めているため、より環境に配慮した建物の建築
は政府の二酸化炭素削減目標の重要な要素となっている。
　Lim氏曰く、現存する建物の問題点の1つは1960～70年台に盛んに作られ
たガラス張り建築だという。
　「ガラス張りの建物は自然光が入り、一見
省エネのようですが、窓を開けることができ
ないので常に一定の空調が必要で、ガラス
は日光や熱を反射します。エコホームのモデ
ルフラットでは、窓を開けて換気を可能に

し、サイトの向きを調節する機能を持たせました。」
　2012年の最初の発表以来、ZCBのエコ・ホームは、技術開発に沿って改訂さ
れ、住民が容易に取り入れることができる持続可能な生活様式と、ローカー
ボン住宅のスマートなデザイン哲学がライフ・
クオリティを高めることを実証してきた。
　「LEED※1の基準を満たす、バナナの葉から
作られたキャビネットや竹材の床など、全ての
建設資材は持続可能です。 バスルームには低
流量の蛇口タップ、テラスにはハーブや野菜を
育てられるグリーンハウス、歩くだけでエネル
ギーを生み出すピエゾ発電床、先進の照明シス
テムや節水効果の高い洗濯機など様々な技術
を取り入れ、カスタムメイドの受動冷却システムにより、夏場も室内は快適。多
くの開口窓とシーリングファンがあるほか、暑さで空調を付けた場合、冷気は
部屋全体ではなく効率的にベッドに向けられるように設計しています。」
　現在、エコホームで展示されている製品や技術は全て香港で入手・利用可
能で、ガイドツアーも予約ができる。Lim氏は、LEEDやBEAM※2認証を目指す
開発業者は今後増えると予測している。
　この分野のパイオニアであるCL3はグリーンの要素を取り入れたHotel Icon
を2011年に手掛けたのを始め、完成間近のHenderson Land社のプロジェク
ト、H Queen'sにも最新の環境技術を採用し、LEEDとBEAMのゴールド認証を
受けた。Lim氏はこういった取り組みは環境に配慮する建築家の果たすべき役
割だと考えている。

※1 LEED（Energy and Environmental Design Leadership）
※2 BEAM（Building Environmental Assessment Method）

暑い香港をクールダウン？
最新のエコ・フレンドリー建築とは

ライフ（香港・広東共通）
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香港

先日とある番組で、「虫食」なるものを世界に広めたい
慶応大生を紹介していました。

幼い頃から虫が大好きで、虫の研究に没頭してきた彼。
ご両親はそんな彼を理解し、周りから変人扱いされて
も応援してくださったそうです。

そうして大好きな「虫」をとことん探求するとどうなるか。
生物学、生態学、解剖学などはもちろん、生態系に及ぼ
す影響などは統計学や、累計学などの数学、
世界の虫に興味が及べば、外国語も必要になりますし、
その国の自然や環境なども勉強したくなります。

そう。学問は全て繋がっているのです。
そうして、興味あることを追求した彼は、難関の慶応大
学に入学することができました。

そして、ある日ツイッターで、「虫鍋」なるものを投稿し
たら、名古屋にいた、同じく虫大好き女子の目にとま
り、SNSでやり取りするようになりました。

それが今の彼女です。
彼は、「両親の他に、初めて自分を理解してくれた人で
す。結婚して一緒に虫食を広めていきたい。」と語って
いました。

これこそ、今の時代の生き方だと強く感じました。
まず、彼の根っこにあるのは、ご両親の無条件の受容に
よる自己肯定感。
それさえあれば、自分の感性に従って、魂が喜ぶ道を
進むことができる。

AI(人工知能)の開発が進むと、50年後には、半数の職
業はなくなるといわれています。
検索すれば、なんでも答えが出る時代。
知識偏重の時代は終わりました。
これからはどんどんこれまでの常識が時代遅れになっ
ていきます。

では何を信じればいいのでしょうか？

頼れるものは自分の感性だけ。
ワクワクすること、
ザワザワすること、
チクチクすること、
そんな理論では説明できないことが正しい道を教えて
くれています。

理論で解明されることは新しい理論が出てくると
すぐさま古くなり使えなくなります。

個々人の感性に沿って
自分らしく
生きる時代がきているんだと思います。

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。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。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第32回 感性で生きる

ライフ（香港・広東共通）
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