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２０１７年は
サトコ
探せ

ちゃんを

ユンケル黄帝液
滋養強壮 ・肉体疲労時、
発熱性消耗性疾患時の
栄養補給に。

お肌を気にする
女性の疲れに。

ユンケルローヤルC 

飲みすぎのだるさや
体力消耗時の疲れに。

ユンケルローヤルV

WANTED
佐
藤

製
薬
サトコちゃんを探せ
7月7日号から7月28日号まで
毎週PPWのどこかに
隠れているぞ！

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。

今週の特集記事格 技闘 特集
を見開き2ページでご紹介！

詳しくは6・7ページを
ご覧ください



香港

一度見たら忘れられない！ 世界最高のシャボン玉ショー
　各国で数々のパフォーマンスを行ってきた、世界で最も有名なバブルアーティストたちが手が
ける幻想的なガジリアン・バブルショー。ニューヨークのオフブロードウェイで通年にわたって公
演されている人気ショー。ギネス保持者のパフォーマーによる驚くべきパフォーマンスは、これま
でに何度もテレビで取り上げられている程有名だ。レーザー照明を使った演出をはじめとしたま
ばゆい豪華なステージは、まるで魔法にかかったような気分にさせられ、一度見たら忘れること
はできない。子供から大人まで、どの世代でも楽しめる内容だ。じっと座っているだけでなく、今ま
でに体験したことのない興奮が味わえる75分間。今すぐチケットを申し込もう！

住所：Hong Kong City Hall Concert Hall, 5 Edinburgh Place, Central
　　  Tseun Wan Town Hall Auditorium, 72 Tai Ho Rd., Tsuen Wan
時間：Hong Kong City Hall Concert Hal  26日19:30、27日15:00/19:30
　　  Tseun Wan Town Hall Auditorium  29日15:00/19:30、30日15:00/19:30
ウェブ：gazillionbubbleshow.com
料金：HKD140～HKD320

ニューヨーク発
ガジリアン・バブルショー

香港

今週の香港ピックアップ ホンハムの人気マンション
ラグナヴェルデ・海逸豪園オープンルーム開催！

7月16日（日）

毎回好評を博している三宝不動産のオープンルームが、7月16日（日）に開催される
　今回は日本人が多く住む九龍サイドの紅磡（ホンハム）エリアの大型マンション「ラグナヴェ

ルデ・海逸豪園」。昨年に開通したMTR黄埔駅まで徒歩5分、AEONにも近接、海辺の立地で

ハーバービューの眺望も良好。屋外・屋内温水プールなど多種多様なレクレーション施設が充

実した大型クラブハウスも完備。マンション内のバスターミナルからは尖沙咀への始発バスも

運行している。日本人学校（小・中）バス停留所もあり、日本人にとって大変便利な立地環境だ。

当日は同社スタッフが部屋で待機しているので、マンション玄関のインターホンから呼び出す

か、スタッフ（鶴見）の携帯(852)9866-3397まで。近い内にお引越しを検討している方、まだまだ

未定の方、冷やかしでもどんな方でも物件内覧に興味があれば、気軽に足を運んでみよう。

日時：7月16日（日）10時～16時

間取り：3LDK　建築1,121 sqf / 実用827 sqf

物件：ラグナヴェルデ・海逸豪園 Tower 23A 2階 A室

デリケートな肌をやさしく守る、赤ちゃんのためのボディケア
　世界中で愛されているスキンケアブランド「セタフィル」の赤ちゃんの

ための新シリーズ。乾燥や敏感肌に対して、やさしく洗ってしっかり保湿

し、健やかな肌へと導く役割を持つ。3ヶ月以上の乳児から大人まで使

用可。Manning各店で販売中。

セタフィルベビー
レストラダームシリーズ

発売中

902-903C, 9/F., Time Square, CWB

www.italiantomato.com.hk
白桃チーズクリームケーキHKD198(10cm)、HKD400(21cm) ※完全予約制
白桃ヨーグルトはちみつレモンケーキHKD36/ピース、HKD360/ホール
白桃ムースケーキHKD34/ピース、HKD340/ホール

Rm1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
(852)9866-3397担当：鶴見　　   　 www.san-pou.co.jp/hk

Manning
ボディウォッシュ295ml/HKD269.9
ボディモイスチャライザー295ml/HKD269.9

盛夏のスイーツ、新発売！
　香港で気軽に日本のカフェを楽しめ

るイタリアントマトでは、今が旬の白桃

を使った新作ケーキを発売中。甘くて

ジューシーな日本産の白桃とクリーム

チーズやヨーグルトを合わせた全3種。

手土産としても喜ばれること間違いな

し！ぜひ店頭へ足を運ぼう。

イタリアントマト
日本産白桃ケーキ

発売中

劇場版プリパラが7月20日に上映！
　「太陽系の惑星をめぐって、プリパラの素晴らしさを広めよう。」という

任務を受けた主人公のらぁら一行はピュスカバリー号に乗って、各惑星

をめぐっている途中、妙なぷちゅうじんと

出会った。どの惑星に行くとしでも、任務

を完成するのは簡単ではない。はたし

て、らぁら一行は任務を完成させ、ぷちゅ

うじんにプリパラの素晴らしさを伝えら

れるか？

劇場版プリパラみ～んなでかがやけ！
キラリン☆スターライブ！

7月20日上映

レゴ香港2号店
タイムズスクエアにオープン

7月上旬

量り売りからプレイエリアまで、レゴの全てが集結
　LEGO（レゴ）の専門店が銅鑼湾タイムズスクエアの9階にオープン。正

規店としてはランガムプレイスについで2店舗目。旺角（モンコック）店

には香港の街並を再

現した作品が展示さ

れているが、今回は

どんな作品が飾られ

るだろうか。子供はも

ちろん、大人もレゴの

世界にハマってしま

うかも。

原作：タカラトミーアーツ／シンソフィア
監督：森脇真琴、大久保政雄

家賃：HKD33,000（管理費・税金込み）
室内：家具・家電完備 / 海景

香港ピックアップ
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広東 香港

香港

香港ローカルニュース
  ミス香港2017　アジア系以外の女性も多数
　中華圏最大級のミスコン「ミス香港2017」の候
補者131名の写真が一部公開され、香港で話題と
なっています。ミス香港は、香港の主要テレビ局
TVBにより毎年7月に開催されており、数多くのス
ターを輩出してきた注目のコンテストです。
　候補者にはアジア系ではない女性も含まれて
おり、香港の国際色の豊かさが伝わってきます。
中でも注目を集めているのは、ギリシャ人の父親
とオーストラリア人の母親を持つPerrieさん（写真左）、12歳の時に香港に移住し8年間生活している
そうです。
　ミス香港の応募条件は、17～27歳の未婚の女性で、「香港IDおよび香港パスポート保持者」となっ
ており、過去の上位入賞者の中には香港生まれのカナダ人、欧米人と中国人のハーフ、中国本土生ま
れの香港人など、様々なバックグラウンドを持つ女性が活躍してきました。
　インターネット上では、ここ数年のミス香港について「香港や広東には美人が少ない」、「最近は中
国本土出身の女性がミスコンでも幅を利かせている」、「香港人参加者はどこからその自信が出てくる
のかわからない」などの厳しい意見が飛び交っています。
　2017年はどのような顔ぶれがファイナリストに選出されるのかが見所です。2016年度のミス香港
では、10名のファイナリストが九州で水着や浴衣姿を着用して写真撮影をおこなったことでも話題と
なりました。

  香港政府統計局が人口調査を発表
　香港政府統計局が2016年の人口調査を発表。男女別人口では男性3,388,800人、女性3,986,100
人。未婚率が上昇。一人暮らしの割合増加。中国人男性と結婚をする香港人女性の増加。インドやネ
パール移民の増加。日本と同様に少子高齢化の問題を抱えているという点が特徴的でした。

　男女の年代別人口でみてみると、「10代 男性：
303,600、女性：286,400」、「20代 男性：443,800、女性：
499,700」、「30代 男性：461,700、女性：692,100」、「40代 
男性：475,400、女性：668,300」、「50代 男性：594,800、女
性：667,600」となっており、10代以外では女性の数が男
性の数を圧倒的に上回っています。お隣の中国において
は男性の数が女性を大きく上回っていることが社会問題

となっていますが、このような背景もあるのか、2016年に中国人男性と結婚をした香港人女性の割合
は、3人に1人という興味深い結果が出ています。
　なお、日本の政府統計で男女別人口を見ると、香港とは違って10代～50代まではすべて男性の方
が多くなっていました。ただし、60歳以上では女性の方が圧倒的に多くなり、全体では女性のほうが
多くなっています。（2016年9月の確定値）

  香港にいる海外赴任者の年収は2,000万円
　世界45ヶ国（地域含む）を対象にHSBC銀行が
「海外赴任者の実態調査2016」を発表しました。
　このデータを基に香港企業である東方日報が
「海外赴任者の平均年収」を分析したところ、1位が
スイス（約2,200万円）、2位は香港（約2,000万円）、
3位はインド（約1,700万円）、4位はシンガポール
（約1,620万円）、5位は中国（約1,570万円）となり、
日本は8位で1,220万円という結果となりました。
　このような結果の背景には、海外赴任者の生活
水準を保つために与えられる手当が大きく関係していると考えられます。スイスや香港は物価が高い
ため手当が高く、インドにおいては生活負荷（肉体・精神的負担）が高いため高額な「ハードシップ手
当」などが与えられることが多いと言えます。その他にも中東、アフリカなどでは危険を伴うリスクがあ
るため、「危険地手当」などがつくのが一般的です。
　年収に注目をすると羨ましくも思える海外赴任者ですが、高い物価のなかでの生活の難しさや、慣
れない環境でのストレス、母国に残してきた家族などのことを考えると、年収においては妥当といえる
のかもしれません。

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

ローカルニュース
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ルーツは何千年以上も昔にあり
　白髪まじりの長い頭髪を後ろでひとつに結わえた李宝能
先生は、山奥の秘境から下界に舞い降りてきた仙人のよう。
その風貌からは想像もつかないが、日本への留学経験があ
り、日本語が堪能だ。そうした縁で、日本人に太極拳の文化を
伝えるために、20年間以上、講室を開催しているという。
　太極拳は、1600年代頃に中国で始められた格闘術といわ
れているが、現在は呼吸法を組み合わせた健康術として親し
まれている。李先生は太極拳について、「その源ができたの
は、何千年も前の古い古い時代。道家思想や東洋医学、陰陽
思想などに基づき、武術を身につけ、健康な心身を培い、時
代を生き抜くための『和』のお稽古事として行われてきた。
『和』とは平和、調和（バランス）、協和を学ぶもの。それが中国
の陳村に伝わり、村の武術なども取り入れて形作られて、『太
極拳』と名付けられた。その後、楊式や呉式などたくさんの流
派が生まれている」と語る。一言で説明するのは難しいが、道
家思想とは、自然や先人から学んできたものを活かし、命を
慈しむ考え方で、陰陽思想とは、あらゆる事象を様々な観点
から2つのカテゴリーに分類する考え方をいう。
　また、「スローモーションのような動きが太極拳と思ってい
る人も多いが、それは誤解」と李先生。太極拳の特徴は足の
動きを手の指先につなげて、バラバラな体の動きをひとつに
まとめていくことにある。さらに、太極拳は、ゆるやかな動きと
速い動き、やわらかい動きと硬い動き、緊張と弛緩など、陰陽
の動きを組み合わせている。それは臨床心理学では心身を
統合するため自律訓練と呼ばれているものだ。
　陰陽の組み合わせは「平和」の武術としても不可欠だとい
う。たとえば、相手に向かって振りかざした拳。速い動きだけ
だと相手を殴ってしまう。でも、太極拳では、そこに遅い動き
を組み合わせることで、その拳を引き戻すことができる。そう
でなければ、ピストルと同じになってしまう。
　こうした理論をベースとする李先生の講室は、形より内容

を重視するため、受講者のニーズに合わせて、ビクトリアパー
クなどを経て、現在は九龍公園で開催されている。

九龍公園の青空教室、短い棒を使った武術を習う
　明るい陽が降り注ぐ日曜の朝。「少しでも緑の息吹が感じら
れるように」と李先生が選んだ公園の一角で教室はスタート。
この日の参加者は子どもを含めて6人。日本人が中心だ。剣を
使った武術太極拳の大会で金賞を受賞した人や、龍門太極
拳に魅せられて中国の家元に入門した人もいるという。
　今回は太極拳の基本を踏まえた、短い棒を使った武術を
習った。武器は友達で、硬い武器はやわらかく、やわらかい武
器は硬くと、体のバランスで変えていくのがポイントだという。
最初は先生の動きを見ながら一通り型を行う。次に動作の意
味を確認しながら、「ここで足を払われないように、棒で防御の
体制をとる」など重心の移し方や身のかわし方等を学ぶ。先生
やみなさんのシャープな動き、真摯なまなざしに見とれる。
　最後に太極拳の型のひとつ、18式で心と体を整えた。周辺
の緑を取り込むような穏やかな動きだが、この中にも速い動
きが組み合わされているという。約1時間半のお稽古だった。

子どもと一緒にライフワークとして取り組む人も
　受講者のアナさんは健康のために習い始めて3年。受講歴
2年の谷川さんは「武術が好きで始めた。空手やテコンドー
は力が中心だけど、太極拳は、3割で体を強め、7割でゆるめ
て、全身の調整を行うところがおもしろい」。吉田さんは受講
歴6年で、二人のお子さんと通う。「道家思想をもとにした先
生の太極拳は、心身のバランスを整え、体の一体化を目指す
もの。子どもの心身の健康づくりにもつながると思い、わが家
のライフワークとして取り組んでいる」と語る。中学3年生の小

俣くんは太極拳を始めて1カ月。「太極拳をすると気持ちがい
い。ほかのことを忘れて打ち込める」と話す。
　李先生の講室は、数人のメンバーを集めてお願いすれば、
随時開校してくれる。1人の場合は、九龍公園の教室に参加
し、徐々にスキルアップを図っていくことになる。
　さて、以前、李先生は旺角で行われたイベント「魚農美食
カーニバル」で武術連盟の方たちとパフォーマンスを行っ
た。「今の武術が段々ダンスや体操になってしまっていること
に、武術連盟の先生方が危惧し、武道としての文化的な内容
を伝えるために初めて力を合わせて行った。意味が大きい」
と説明する。アニメのキャラクターに扮した若者がナビゲート
する1時間のパフォーマンスに、大人だけでなく、小さな子ど
もたちも、ときに笑い、ときに真剣に見入っていた。

を習う太極拳
道医養生の思想のもとで

陰陽の動きの組み合わせで心身の
バランスを整える「和」のお稽古事
香港に住んでいるのだから、中国の伝統文化に触れられるお稽古事をしてみたいと思う人も多いのでは？
そこで、今回は、道教で僧侶が修行のために学んだ龍門太極拳を伝承する李宝能先生の教室を取材させていただいた。

イベントで武術連盟の先生方と協力してパフォーマンスを行った。
李先生は正装して龍門太極拳を披露

李宝能　先生
全真龍門派古伝道家原始太極拳　
香港地区代表・国際道林太学代表
香港の師範学校で体育の教師を務めたあと、私費留学
生第一号として、新潟大学・大学院で行動科学を学ぶ。東
洋思想と行動科学に基づき、心身の統合を図るためのオ
リエンタルライフカウンセリングを手がける。風水学者で
もあり、生年月日時をもとに命運を占う四柱推命も教えて
いる。企業に招かれて日本で講演を行うことも多い。
問い合わせ先：life@netvigator.com

格格 技技闘闘 特特集集格格 技技闘闘 特特集集格格格 技技技闘闘闘 特特特集集集格格格 技技技闘闘闘 特特特集集集格格格 技技技闘闘闘 特特特集集集格格格 技技技闘闘闘 特特特集集集
香港の暑い夏！
エキサイティングに

夏を過ごす秘訣は

ここにあり！

エキサイティングに夏を過ごす秘訣はここにあり！

日曜の朝、九龍公園にはそこここに太極拳や
ダンスなどに興じている人たちがいた
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　いま、香港で流
行っているタイボク
シング。男性だけで
なく女性も習ってい
るという。タイボク
シングの歴史は古

く、タイでは伝統あるスポーツとして
国技にもなっている。激しいパンチ、
肘打ち、キック、芸術的なフェイントな
どを特徴とし、立ち技世界最強格闘技
とも呼ばれている。
　銅鑼湾（コーズウェイベイ）にあるタ
イボクシングを教えてくれるスクール
「Greatest Thaiboxing and Martial Arts 
Fitness」を紹介しよう。このスクールは
BENNYさんが2006年に設立。BENNY
さんは中国伝統武術でチャンピオン

になったこともあり、2002
年からタイボクシングを広
める活動を展開してきた。
「タイボクシングは都市に
暮らす人に合うスポーツだ
と思う」とBENNYさんは語
る。その理由は、ストレスが

発散できるし、全身運動で健康にもよ
いし、ダイエットにも効果的で、自衛
術としても役立つから。トレーニング
は、試合のためだけのものではない
そうだ。
　「タイボクシング
は運動量も多い上、
技術も求められる
ため、きちんとした
先生の指導のもと
でやるほうがいい」とBENNYさん。こ
ちらのプライベートレッスンでは、個
人の性格、体質に合わせてレッスン
内容をアレンジしてくれる。妊娠・出
産後のボディメイクにもぴったり！
医師の許可が得られれば、自然分娩
の場合は産後8週間後、無痛分娩の
場合は産後12週間後から始めること
ができる。
　ダイエットに一番効果的なのは、1時
間で800カロリーを燃焼できるレッスン
を、毎週2～3回続けること。心臓と肺の
機能が向上し、筋肉も鍛えられる。体脂
肪率も下げることができるそうだ。
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Greatest Thaiboxing and Martial Arts Fitness
住所：Rm. 4C, Po Foo Bldg., 84-94 Percival St., CWB
電話：(852)2893-3617
メール：greatsttm@hotmail.com
ウェブ：www.greatesttm.com

　香港の夏は真っ盛り。暑い夏はまだ
まだ続く。体力がなくて暑さに負けて
すぐダウンしてしまうという方や、夏後
半戦に向けてシェイプアップしたいと
いう方は、サーキットトレーニングで体
づくりをしてみては？ 湾仔（ワンチャ
イ）にあるスポーツジム「Action Sports 
Academy」では、ボディメイク＆ダイ
エット専門トレーナーのBenさんのプ
ライベートレッスンでサーキットトレー
ニングを受けることができる。
　サーキットトレーニングは、有酸素
運動と無酸素運動を組み合わせて、休
憩なしで続けるフィットネスプログラ
ム。運動量が多く大量のカロリーが消
費できるため、筋力を鍛え、持久力を
向上させる体力づくりをはじめ、ぽっ

こりおなかや太
ももなどの気に
なる部分の引き
締め、そして、ダイエットに効果抜群。
ボディメイクの結果もすぐにわかる。
そのため、サーキットトレーニングは、
最近、香港では女性を中心に人気を
集めているという。
　トレーナーのBenさんは香港警察特
殊部隊経験者。1990年より著名なス
ポーツクラブのパーソナルトレーナー
として活躍。日本への留学経験もあり、
日本語が堪能なので、日本語で指導し
てもらえるのもうれしい。日本では剛
柔流空手も経験したそうだ。Benさん
は「私はトレーニングを通じて、カラダ
だけでなく精神を鍛えることを目指し
ている」とにっこり。指導中もBenさん
のすてきな笑顔は変わらないが、ト
レーニングはかなりハード。でも、カラ
ダが変わっていきそうな予感…！
　この夏、違う自分に出会うために、
まずはサーキットトレーニングから始
めてみては？
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Action Sports Academy
住所：21/F, 83 Wan Chai Rd., Wan Chai 
電話：(852)3188-1053、(852)9615-3676（LINE、Whatsapp）※日本語可
メール：ben.shiu@gmail.com
ウェブ：www.actionsportshk.com

Action Sports Academy

　ブルース・リーの師匠である、詠春
拳の武術家・葉問の半生を描いた香
港のカンフー映画が大ヒット。香港で
本場のカンフーを習ってみたいと思
う人もいるのでは？そこで、日本語で
詠春拳を教えてくれるGary Lam先生
のクラスを紹介しよう。
　そもそも詠春拳って何？ Gary先生
に伺うと…。詠春拳は、中国武術
「カンフー」の一流派で、中国武術の
中でも少ない力を利用して最大のパ
ワーを作り出す、実用性に富んだ自衛
術だという。女性が作り出した、力に
頼らない武術で、ほかの拳法と違って
飛び跳ねるなどの派手さもない。しか
し、地味な手技を特徴とした、ムダな
動きを排除した動きは、現在の格闘
家の見本にもされている。
　詠春拳は護身術にもなり得るが、ト
レーニングを通じて足腰の筋力を鍛
え、集中力や瞬発力、バランス感覚を
養うことができる。運動不足やストレ
ス解消、シェイプアップ、身体能力の
アップにも効果的なので、最近では、
子ども、女性、男性、年配の方にも人
気の武術となっている。Gary先生は
「クラスでは心身ともに強くなっても

らうことを目指し
ている」と語る。
　Gary先生は日
本語も堪能なので、教室では広東語、
英語、日本語の3カ国語を駆使して指
導に当たる。習っている人の年齢は
20～50代。前半の1時間は、ストレッ
チでカラダをほぐしたあと、基本の型
などを学ぶ。その段階で、Gary先生を
はじめ、生徒の額には汗が光りだす。
パンチングの練習もする。普段から肩
周辺の筋力を使って柔軟性を高めて
おかないと、いざというときにパンチ
を繰り出すことができないそうだ。後
半の1時間は、二人ずつ向かいあい
ながら、相手の攻撃から身を守る組
み手の技を学ぶ。Gary先生のクラス
は、一回無料で体験ができるので、興
味のある人は訪ねてみては？

・月曜 12：00～13：30（プリンスエドワード） 
  月謝HKD550
・木曜 19：30～21：30（プリンスエドワード） 
  月謝HKD600
・日曜 17：00～19：00（プリンスエドワード） 
  月謝HKD650

■Gary Lam 林祥平先生　
　15歳から空手を始め
る。1988年に日本で全日
本空手道連盟系東流初
段黒帯取得、同年第11回

朝霞市空手道選手権大会に
参加し、個人戦組手部門で優勝、優秀選手
賞に選ばれる。他の武術大会でも賞を獲
得。詠春拳の師範、袁炎強に師事し、2007
年に詠春体育会の詠春拳術認定コーチに
なる。師範より直々、詠春拳門外不出の八
斬刀法を伝授される。
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念一詠春拳カンフー教室
電話：（852）6088-6238（Gary Lam）
メール：garylam@onemindvingtsun.com
ウェブ：www.onemindvingtsun.com

国際詠春総会 International Wing Tsun Association
住所：2/F., 438 Nathan Rd., Kowloon　　　電話：(852)2385-7115、(852)2771-2048
ファックス：(852)2780-8181　　　　　　　時間：10:30～18：30
ウェブ：www.leungting.com　　　　　　  メール：iwtahk@gmail.com

念一詠春拳カンフー教室

Greatest Thaiboxing and Martial Arts Fitness

　詠春拳は世界的に最も
ポピュラーな中国功夫のひ
とつである。梁挺師匠により
1968年に国際詠春総会並び香港総
部を創立させ、1970年代より梁挺師
匠はドイツを始め、ヨーロッパおよび
北アメリカに詠春拳を普及させた。現
在は既に64ヶ国で支部を設立させて
いる。国際詠春拳總会の総会員数は
100万以上にも及び、現在に至るまで
全世界最大の武術組織にまで発展し
た。国家の軍隊や特殊部隊にも取り
入れられており、香港の警察学校及
び廉政公署訓練で行われる武術訓
練、また自衛術の指導にも詠春拳の
要素を導入している。その他、一部の
航空業における航空サービス員やセ
キュリティーガードなどにも詠春拳の
技巧が取り入れられている。
　詠春拳は手技に特徴があり、香港
映画や、最近ではハリウッド映画など

にもそのアクションの中
でその手技が見られるこ
とが多い。根本的に飛ん
だり跳ねたりということを
一切しないで、実用を重

視した地味な拳法体系である。ブ
ルースリーによって葉問派詠春拳が
世界的に有名になってからは、世界
各地に伝えられ最も多く練習される
中国武術の一つになった。葉問派詠
春拳の極端にコンパクトで直截性を
強調した動作は、古伝の詠春拳を意
図的に整理、近代化したものである。
中国伝統武術についてまわる陰陽、
五行、八卦などの東洋哲学から脱却
し、練習者に科学的論理性と徹底し
た理解を求める教授スタイルで知ら
れ、合理的・実戦的であると言われて
いる。また他の中国武術のような内
功、外功といった概念を持たず、呼吸
法も自然呼吸である。
　基本から段階を踏み、練習を積み
重ねることにより、やればやるほど興
味も増してくるのが詠春拳だ。一般的
な訓練は長期的なひとつの身体を鍛
える運動としても活用できる。
　初心者の方も今年は詠春拳に挑戦
してみてはいかがだろうか？
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国際詠春総会



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

営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 RGF 香港18K～25K

日系特許事務所にて日本語ネイティブのスタッフ
を募集。日本のお客様の特許取得に関わる書類
の作成、確認。日本のお客様からの電話応対。
コミュニケーション能力が高く、正確な作業が
出来る方。就労可能なビザをお持ちの方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 RGF 香港18K～20K

日系大手電気・プリンターメーカーにてセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

EMS事業を行う日系商社にて会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告。香港
もしくは海外法人での会計実務経験者。

香港/九龍 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 30K～45K

企業クライアントへの情報通信技術（ICT）
ソリューションの推進。営業リードの開拓と
顧客要求の特定。日本の法人顧客との良好な関
係確立。市場シェアと企業収益の向上。英文文
書作成および英会話堪能な方。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K

RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～21K

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証と結果
英文レポート作成。リリース商品の市場反応の
モニタリングや複数のソーシャルメディア内で
のフィードバックを収集。英語堪能な方。

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System I（AS / 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。システム開発と
RPGプログラム開発担当のシステムアナリスト
のチームの管理。英語・中国語ビジネスレベル。

日本人向けフリーペーパー出版社にて営業を
募集。日本人向け情報誌の広告営業。顧客営業、
サービス内容の説明、広告企画の打ち合わせ。
取材や日程調整。月刊誌のコンテンツ企画。
提案営業経験をお持ちの方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 10K

日系会計事務所にて会計コンサルタントのアシ
スタント（パートタイム）を募集。日本語ホット
ラインの対応や庶務および一般事務。1年以上
の経理経験者優遇。ビジネスマナーのある電話
対応ができる方。在宅勤務。

RGF 香港香港/香港島 15K～17K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/
金融・保険

RGF 香港30K～40K香港/香港島

フランス資本企業の高級寿司店にて接客業務
担当者の募集。顧客は欧米人や香港人富裕層。
丁寧な接客が出来る方。飲食やホテル業界で
の接客経験がある方歓迎。 英語日常会話。

RGF 香港香港/香港島技術系（IT・通信）/
金融・保険 50K～75K

外資系ヘッジファンド運用会社にてエグゼク
ティブアシスタントの募集。社内役員および
投資家などのCレベルコミュニケーション業務
や出張手配など。3年以上の法務・金融業界の
エグゼクティブレベルの秘書業務経験者。

RGF 香港サービス系/外食・フード 香港/香港島 22K～25K

教育機関にて香港と中国の日本人顧客開拓
担当者を募集。新規訴求方法の提案やオンラ
イン・面談などで顧客とコンタクト。イベントや
セミナーの実施とその付随ツール等の作成
など。英語ビジネスレベル。

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系
企業クライアント営業、受発注業務、生産/物流/
納品管理。繊維業界、アパレル業界の経験者歓迎。
東京、華南地区、バングラデシュ、ミャンマーへの
出張有り。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K RGF 香港香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/商社 35K～40K香港/九龍

日系アパレル系商社にて出荷マネジャーの募集。
貿易部門の管理。日本及び米地域への生活関連
用品等の輸出管理、コスト交渉など。10年程度
の商社勤務経験者。SAP経験者優遇。北京語、
英語ビジネスレベル。日本出張有り。

日本
JPY
250K～
350K

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

SNS＆ITソリューションサービス企業にて日本・
福岡で採用担当者の募集。Q次・年次採用計画
立案、採用指針・目標の設定。採用プロセス改善
ATS・各種承認フローやツールなどの効率化
実施。人事・採用実務経験などの経験者歓迎。

日本 45K～52K RGF 香港
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

大手テレコム企業にて日本勤務の営業担当者を
募集。新規事業開拓と市場認知度の向上。サー
ビス状況の精査、契約更新交渉、アフターサ
ポートなど。5年以上のテレコム市場および法人/
卸売業/通信事業の業界での営業経験者。

その他アジア USD
1.5K～2K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

日系物流会社にてミャンマー（ヤンゴン）勤務
の営業の募集。既存顧客フォローと新規顧客
開拓。営業戦略立案、報告書・企画書の作成。
5年以上の営業経験のある方。コミュニケー
ション能力が高くタフで誠実に働ける方。

日本 45K～60K RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

大手テレコム企業にて日本勤務の経理マネ
ジャーを募集。予算管理、銀行決済日の請求書
一覧、法定報告書などの文書作成。5年以上の会計
または財務の経験者。IFRSの知識と日本の公認
会計士の資格を有する方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K

日系精密部品会社にて工場長の募集。40名規模
の工場管理業務。コンサルティング業務全般、
生産日程管理、数値計画、経費計画、問題点の
改善。採用、教育、労務管理など工場の人事全般。
日本、中国、マレーシアへの出張有り。

その他アジア

RGF 香港
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

25K～35K

大手半導体/LED産業向けアセンブリ/包装機サ
プライヤ企業にてオプティクス・コンサルタント
の募集。2D/3Dマシンビジョン用光学・照明シス
テムの研究開発。テレセントリックレンズやTVレ
ンズなど高精度幾何光学システム設計経験者。

香港/新界

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシスタ
ントマネジャーを募集。既存企業のフォロー
および一部新規開拓。サービスの提案、受発注、
見積書作成。物流会社での業務経験者。英語
ビジネスレベル。北京語できる方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/新界 28K～30K

08 Pocket Page Weekly 07 July 2017 No. 599
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港香港＆深圳

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

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
を募集。当社の営業はノルマはなく、コミッ
ション制でもないため、安定した働き方が可能。

インテリジェンス
香港時給HKD128香港/香港島

金融系情報ベンダーにて、パートタイマー募集！
セミナー開催に伴う、インビテーション送付、
Cold call等。[勤務時間]月～金8:30am～
2:30pm（内昼休憩1h)。★英語上級レベルで、
イベントサポートが出来る方。

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 20K～25K
証券企業の営業アシスタント。ミドル・バック
業務。スタッフ/アシスタントレベル。顧客との
メール・電話、口座開設、KYCなど。★金融業界
経験者、KYC経験者尚可。資格所持者歓迎。

インテリジェンス
香港

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 20K～35K
日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
業務。顧客の依頼に合わせて、日々の入出荷の
オーダー管理や在庫管理、納期管理などを担当。

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

日系電子部品商社の営業スーパーバイザー
募集。顧客は日系企業となり、電子部品の納期
管理、既存顧客のフォローが中心となる。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
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/
金融・保険・投資顧問

16K～香港/香港島
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。

香港/九龍 16K～22K
ITインフラ企業の営業コーディネータ。エンジ
ニアアサイメント作業、ベンダーとの仕入交渉、
見積書・請求書の発行、その他総務業務。★最低
5年の営業コーディネータ経験、ITに詳しい方。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

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

15K香港/九龍
ITコミュニケーション企業よりカスタマーサー
ビス募集。日本の顧客からの注文を電話で受け、
パソコンで簡単なデータ入力業務。★基本的な
PCの操作やエクセルができる方。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（機械・電気・電子）

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。

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。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港22K～30K香港/九龍

カスタマーサポート（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。看護師免許所持者
尚歓迎！

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
会計・監査・経理 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。

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/
金融・保険・投資顧問

18K～23K香港/九龍
金融アウトソーシングのカスタマーサービスス
ペシャリスト。顧客からの電話対応、未回収の
請求書に関する対応。★（半数以上欧米系顧客
のため）英語ビジネスレベル。

15K～23Kサービス系/
旅行・レジャー・観光

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の業務。
シフトでの業務となるが、空港で働きたい方、
旅行や空港での業務経験のある方大歓迎。

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

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。★事務の経験者
ベスト、明るい方で、仕事に対して真摯な人を
希望。

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）

18K～20K香港/新界
機械メーカーよりメンテナンス事務募集！内勤
にて見積もり・請求書作成、本社とのやりとり、
仕入れ先との交渉、修理進捗確認等。★事務
経験者、ビザホルダー。

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

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
深圳

その他
華南地域

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

業務部長。顧客窓口全般(日本人対応)、資材
関連業務、業務部門全体の業務及び管理。
★製造業にて営業、営業管理、日系企業の窓口
業務などの経験者。北京語：初級会話レベル。

インテリジェンス
広州広州会計・監査・経理/

メーカー（機械・電気・電子）
RMB

12～20K 

日系製造会社で財務部長として、本社への
月次・年次決算報告、資金繰り表、支払伝票作成
など製造現場での経理・財務全般の業務。
★【歓迎】中国での経理・財務経験のある方。

Reeracoen香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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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・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 キングスウェイ～25K

日系物流会社のカスタマーサービス。日系顧客
対応、日本本社との連絡、メールや書類の翻訳、
顧客訪問など。英語または北京語で業務遂行
可能な方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 キングスウェイ～25K

日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系
既存顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士と
の調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮。

アジア拠点 キングスウェイ

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

応相談

投資顧問会社での顧客開発マネジャーを募集。
仕事上で英語使える方。

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

電機メーカーの営業担当。見積作成や納期
管理、既存の日系顧客対応中心。顧客訪問時
のアテンド、日本への出張など。中国本土への
居住、中国語(北京話)で業務遂行可能な方。
中国ビザサポート可。

その他
華南地域 キングスウェイ営業・販売系/

メーカー（機械・電気・電子） ～20K

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

日本 30K～50K
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。

翻訳サービスの手配業務。翻訳者の選定、プロ
ジェクトのスケジュール管理。日本本社とのやり
取り。マイクロソフトオフィス運用スキル要。ビジ
ネスレベルの英語。ビザスポンサーチェンジ可。

投資顧問会社のカスタマーサポート。口座開設
業務、出入金サポート、その他支払管理などの
システムオペレーション。外国語不問。就業可能
なビザをお持ちの方。

Reeracoen
会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本 20K～40K
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つを担当。Jsoxに基づいた監査
を行う。年に4回海外出張あり。

キングスウェイ香港/九龍 ～18K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 キングスウェイ～20K香港/九龍

医療関連サービス会社のカスタマーサービス。
カルテ作成、問い合わせ対応など。看護師資格
もしくは医療関連知識のある方。書類読解可能
な英語力要。ビザサポート検討可。

キングスウェイ香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

～20K

日本本社や店舗と共同で、自社ブランド構築
および広告作成。マーケティング経験ある方
歓迎。ビジネスレベルの英語。香港で就業可能
なビザをお持ちの方

キングスウェイ
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 ～25K

日系液晶メーカー営業担当。日系顧客のフォ
ロー、日系顧客および中国顧客対応、製品販売。
中国語(北京話)ビジネスレベル要、ビザサポート
検討可。

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

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

広州または
北京 RMB２８K AOBA専門職/

営業兼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。

香港 応相談 AOBA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。

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

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

10 Pocket Page Weekly 07 July 2017 No. 599
B

ビジネス（香港・広東共通）



広州

香港&広東

香港&広東

香港

11Pocket Page Weekly 07 July 2017 No. 599
B



大阪府出身。大学卒業後にHawaii Pacific University
のビジネススクールで3年就学。1978年同社に入社し、
1985年よりA-1 Bakery香港の立ち上げに尽力し現
在に至る。
A-1 BAKERY
ウェブ：http://www.a-1bakery.com.hk

A-1 BAKERY CO., (HK) LTD.
Managing Director

楊井 元伸（やない もとのぶ）氏

PPW：昨年香港創業30周年を迎え、今年新たな挑戦として、
シャトレーゼ社とのダブルブランド店の出店に踏み切った経緯
を教えてください。
楊井氏：経済成長減速の煽りを受ける中、香港市場で30年以上
リテールベーカリー店舗を展開する弊社は、“商品価値”強化に
着手する事が次のステップに進む為の課題でした。そんな中、
良きご縁があり、ケーキリテールの最大手シャトレーゼ社の齊
藤社長と出会う機会に恵まれました。その際に、シャトレーゼ
社の原材料の並々ならぬこだわり、最新鋭の技術による品質
の安定、向上に感銘を受け、香港市場での成功を確信し、弊社
の得意分野であるパンの製造は弊社が、ケーキ、アイスクリー
ム、洋・和菓子はシャトレーゼ社が行う、両社にとって初となる
“ダブルブランド”店舗の展開をお互いに決断いたしました。

PPW：我々素人からすると、両社は競合でバッティングするよ
うな気がしますが、同業者がこのように手を取り合う事がある
のですね。
楊井氏：はい。弊社も確かにケーキやアイスクリームを製造し、
販売をして参りました。これからもその品質の向上は目指して
まいります。以前の香港においては、目新しければ高くても売
れていたものが、ここ数年はお客様の食の国際化が進みより
バリュー価値がある物でないと売れない時代に入ってきまし
た。そのような中、冒頭で申し上げたシャトレーゼ社の海外展
開戦略が弊社の方向性と一致したのです。弊社は、弊社の強
みである焼き立てパンを毎日提供するフレッシュベイクを行
い、シャトレーゼ社は【All Made in Japan】の海外展開戦略か
ら日本製造、香港へ直輸入、販売をおこなう。両方の強みを活
かす戦略が正にダブルブランド店のコンセプトとなります。
PPW：【All Made in Japan】とは文字通り日本で製造だと思いま
すが、香港への輸送費や、品質維持が課題になりそうですね。
楊井氏：皆さまはそう思われるのですが、シャトレーゼ社は日本
各地で販売する商品のほとんどを山梨の工場で一括生産して

おり、上質な原材料でありながら、徹底的なコストダウンを図っ
ております。牛乳は北海道産で昨日絞られた物を、卵は工場周
辺の養鶏場と年間契約をし大量に新鮮な物を仕入れて使用し
いるのです。驚くべきは超最先端の技術による完璧な輸送管理
システムにより、日本全国はもちろん、香港まで直輸入で送られ
てくる商品が日本で販売されている物と全く同じ品質だという
事です。これはかなりの競争力になります。香港の競合他店で売
られているシュークリームは約HKD19ですが、それよりも大きい
サイズのシュークリームを香港まで優れた輸送管理システムで
運んで販売すると、HKD12で販売が可能なのです。これがまた
大変美味しい！是非皆さまにも一度お試し頂きたいと考えてお
ります。また、敢えて補足いたしますが、香港の日本料理店やお
寿司屋さんで食べるお刺身は、九州で朝水揚げされた魚が空輸
でその日の夕方には香港に到着すると言われております。日本
の地方のお寿司屋さんよりも香港の寿司ネタの方が新鮮なん
じゃないかとも言われています。それくらい物流も進んでいる現
代では、香港・日本間はかなり近い距離だと言えますね。

PPW：店舗について教えてください。
楊井氏：商品数は従来の200強から330まで増加し、店舗面積に
限りがある中、両社実績のある厳選された商品ラインナップを
展開するつもりです。弊社は香港の固定費が高騰している中、
IT投資などを進めて店舗には工場へのIT発注システムを導入し

ており、効率化を目指し、その固定費を吸収する努力を行って
います。シャトレーゼ社もそのシステムを使用することにより、
より“商品価値”の高い商品を販売することが可能になります。
店舗の立地ですが、2017年6月14日にElement、Times Square、
City Walkという有名ショッピングモールにて３店舗を同時オー
プンさせまして、今日現在までで、10店舗以上のダブルブランド
を今年中にオープンすることが決定されております。このダブ
ルブランドの素晴らしさをご理解いただいたディベロッパー様
から多くの出店オファーを頂いている事に非常に嬉しく思いま
す。また、ダブルブランド店は、経済発展が著しいフィリピンで
の展開も計画しており、既に複数の現地フランチャイジー候補
と交渉を始めております。

PPW：最後に読者に一言おねがいいたします。
楊井氏：お客様にとって、“商品価値の高い商品を便利で楽しく
お手頃な価格でご購入頂ける店づくり”を目指し、お客様の要
望にあった新商品の投入、店舗展開を継続していく所存です。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

PPW：ありがとうございました。

香港で30年以上の実績があるA-1 Bakery Groupがこの度、日本ケーキ業界の大手であるシャトレーゼ社と提携し、
ダブルネームブランドとして、香港で出店を果たした。その裏側をA-1 Bakery Group楊井元伸（やない もとのぶ）社長に
伺った。

住所 ： Shop 1027, Level 1, Elements, 1 Austin Rd. W
電話 : （852）2780-1611

住所 ： Shop B224A, Basement 2, Times Square, CWB
電話 : （852）2501-0032

住所 ： Shop 26, G/F., Citywalk, Vision City, Tsuen Wan
電話 : （852）2941-0173

が
日本ケーキ業界の大手の
シャトレーゼと

ダブルネームブランド店を
3店舗同時オープン

株式会社シャトレーゼホールディングス代表取締役社長
齋藤寛氏（左）と楊井元伸氏（右）

生クリームのフレッシュなミルク風味と、
カスタード生クリームのバニラの香りが引き立つ、

シンプルで飽きの来ない、
やさしい味わいのダブルシュークリーム。

香料や膨張材といった添加物を一切使用していないにもかかわらず、
しっとりと口溶けのよい食感に仕上げてあるドイツの
伝統的な製法に基づいて作ったバウムクーヘン。

ビジネス（香港・広東共通）
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