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◆活気ある街市◆ 
　香港には「街市（がいし）」と呼ばれる公設市場が76ヶ所ありま
す。香港人の胃袋を満たす生鮮食料品だけでなく、パン屋あり、
テーブルウエアあり、そして最近は日本の果物や調味料なども
販売されています。街角にはワンタン麺屋やレストラン並みの
食事を出すところもあり、街市は食のパラダイス。多くの人で賑
わい、常に活気であふれています。
　さて、香港で店舗を借りる場合は家賃が高く、希望通りの場所
を見つけられないことが多いかもしれません。お店も路面店と
は限らず商業ビルの一角を借りることも多いですが、そのビル
が良いロケーションでなければ集客はできません。どのような
立地にお店を構えるかは、今更ながらですが大事な条件です。

◆水は上から下に流れる◆　　　　　 　　　 　　 
　風水は目に見える条件のみならず目には見えない「エネル
ギー」を扱うため、説明を受けないと納得いかないこともあるこ

とでしょう。重なる修行と専門的な知識によって風水師が判断し
アドバイスすることは人々に理解されにくいものです。
　そんな中、立地を選ぶ際に風水師でなくてもできる方法が
いくつかあります。その一つが「雨降りに場所選びをすること」
です。
　山や坂道が多く道路の水はけの良くない香港では、雨が降る
と道路脇に水が流れるのを見ることがよくあります。場合によっ
ては小川のようになるところもあります。それがどこからどこにど
のように流れて行くかを目で追って行くのです。
　香港の街市に共通しているのは土地の低いエリアにある、と
いうことです。英語で街市のことを”Wet market”と呼ぶゆえん
です。
　水は高いところから低いところに流れるという原理は商売を
する上ではとても大事なポイントです。

◆孟意堂風水的水の法則を生かす奥義◆
　水法。これは風水で店舗を繁盛させるための奥義の一つです。
　この方法は、あの世の人たちが住むお墓などの陰宅を見るた
めのものでしたが、21世紀の現代では店舗や事務所などに使わ
れるようにもなりました。
　この手法にはリアルな水が必要になります。よって、この場合
も高い場所から低い場所への原理を活用します。
　言い換えれば、その場所に活気をもたらせるためにはリアル
な水がどのように流れるのかを創意工夫する必要があります。
魚市場であろうとマルシェであろうとこの原理は世界共通です。
水が勢いよく店の玄関を右から左へと通り過ぎるような坂道に
お店を構えてしまうと、収入に恵まれることでしょうが出て行く
のも早い店になりかねません。その反面、運良く水が溜まる場所
に店を構えれば、集客の助けになること間違いありません。
　そして、その流れをどうやって店内に引き寄せるのかも重要

です。向こう三軒両隣に並ぶ店舗の中、自分の店舗にどう引き寄
せせるのかの工夫が必要です。
　水法を扱う上でもう一つ大切なことがあります。
　それは扱う水が清らかかどうか、という点です。水が濁ってい
るといくら集客できてもどこか邪（よこしま）な商売になってしま
い、ひいてはトラブルが生じたり、商売が長続きできなくなりま
す。利益のみを優先し周囲の人々に喜ばれない商売では、風水
は味方してくれないのです。
　香港には、かつて地元の人に愛され地名のように呼ばれた百
貨店や、船の形がシンボルのスーパーマーケットがあります。ど
うせやるなら街のシンボルになろうじゃありませんか。風水はそ
ういう人たちの背中を押し応援する存在だと思っています。

風水の奥義を行く！ 第65回  街のシンボルになる、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。
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彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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　在香港日本国総領事館によると、日本へのワーキングホリ
デー（以下、ワーホリ）を申請する香港の若者は減少しており、
2014年以来の低水準となっている。申請者数が減少したことに
より、申請者のほぼ全員が認可を得ることが出来たという。
　今年4月に開始された1回目の募集では352人が応募し、わず
か5人が審査に不合格。ワーホリ申請の応募件数としては、
2014年４月に279件だった時以来の人数となった。
　当館は申請者数の減少については言及しなかったが「今年2
回目の申請では、より多くの香港の若者達が日本へのワーキン
グホリデービザを申請してくれることを願っています。二国間の
若者の交流を促進して双方の異文化社会への理解を深めるこ
とで、日本と香港の関係をさらによりよくすることができるで
しょう。」と述べた。
　二国間のワーホリ制度は2010年に開始、毎年4月と10月の2
回に実施されている。当初は年間定員250名だったが、定員数
は次第に増加し、昨年は2回の申請で定員875名に対して合計
917件の申請書が受理された。ちなみに競争倍率が一番高かっ
たのは、申請応募者の3分の1以下のみが認可を得た2015年10
月と2016年4月だった。

　ワーホリ制度は、18歳から30歳までの香港在住者が申請可
能。申請受理後は日本に1年以上滞在し、短期雇用や短期留学
を経験することが可能。その場合は8月31日までに北角（ノース
ポイント）にある日本ビザ申請センターでビザ交付を受けるこ
とになる。
　今年2回目の申請は10月3日～31日まで受付予定、申請結果
は同年12月に発表されることになっている。
　日本は香港の人々にとって人気の旅行先だ。2015年、訪日観
光客は約150万人を達成し、昨年は一昨年を上回る約184万人
が訪日、全アジアでは訪日観光客総数の内、約10％を占めた。
　2001年以来、香港は11カ国との相互ワーホリ制度を確立し
ており、昨年末までに75,000人以上の香港人がド同制度を利用
した。今年から新たにワーホリ先として選択肢に加わったハン
ガリーへの申請は、7月1日に開始予定だという。

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。
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英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京語
/広東語/韓国語/フランス語/スペイン語
などを学びませんか!日本語が話せる講
師が発音や文法を丁寧に教えます。マン
ツーマンまたは2～5人の少人数制で講
師の指名も可能なので、自分のペースで
語学をマスターできます。ただ今、英語/
北京語/広東語の30分間の無料授業が体
験できます。詳しい内容については、日本
語でお気軽にお問い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部

東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントを
やっておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！

URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生およ
び関係者の皆様は、お気軽にご連絡くだ
さい。日本国内および海外にある校友会
支部の紹介も可能ですので、青学OBの
ネットワーク作りにお役立てください。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！ 毎月1回、平日の19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料など
いっさいかかりません。ユニークなメン
バーが多い、楽しいサークルです。
奈津子携帯：(852)9722-0012
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽の
好きな方、ぜひ一緒に演奏しませんか。
<募集楽器>フルート、オーボエ各若干
名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバス)大募集中！月2回ほど日曜
午後3時間練習しています。見学のお問
い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務・電話対応スタッフ募集
日本や中国・香港のクライアント様の
WEB制作・運用代行、カスタマーサポー
トをご提供しています。新規事業スタート
にともない、上海及び香港エリアにて、事

務や電話対応、リサーチ業務を担当して
いただくスタッフを募集しております。日
本語ネイティブの方であれば他言語能
力は問いません。勤務時間や休暇等はご
希望をお伺いしながら柔軟に対応させ
ていただきます。（パート、アルバイトも
可）ぜひお気軽にご応募くださいませ。
募集職種：事務・電話対応スタッフ
勤務地：上海or香港
勤務時間：実働8時間程度（応相談）
給与：10,000元～（応相談・パート、ア
ルバイト除く）
必要言語：日本語ネイティブ
応募条件：年齢・性別・職務経験等は
問いません。<次のような方からのご
応募歓迎です。>
上海または香港に在住の方 ・好奇心
のある未経験の方
ご興味のある方は、メールにて簡単な
履歴書をお送りくださいませ。
悠傑（上海）網絡科技有限公司
担当者：内山
電話：(86)136-8179-7318
メール：uchiyama@abcrowd.com.cn
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

輸入コスメ販売員募集
仕事終わりや週末など、すきま時間に輸
入コスメの販売をしてくれる女性を募
集します。深圳のOfficeに商材と資料を
用意しており、最初と不定期に研修に来
ていただける方。ご自身で試して、お客
様にプレゼン・販売していただきます。
詳細は土井までお問合せください。
電話：(86)139-2280-9717
メール：kazuki_0425@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳さん募集
英語または広東語で通訳できる日本人
の方を募集しています。看護師など医
療資格をお持ちの方はもちろんのこと、
資格はなくても医療通訳に興味がある
方の応募をお待ちしております。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断に関連する事務作業なども
行っていただきます。
詳細につきましては、メディポートの堀
までお問い合わせください。
電話：2577-1568
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、
たくさんの日系企業様ともお取引をさ
せて頂いております。そんな当社では、
一日の限られた時間でもハッピーバ
レーのオフィスに出社してくださる主
婦パートさんを募集中です。英語・広
東語・北京語が話せる方で、日本語が
ネイティブな方であれば、未経験者も
大歓迎です。時給+歩合給もあります。
お気軽にお問合せください。
電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両方
を募集中です。アルバイトは週２日から
の出勤も可能です。女性のお客様が１
人でも来れる明るい雰囲気を目指して
いるお店です。ご興味がある方はこちら
までメールで簡単な履歴書をお送りく
ださい。追ってご連絡をいたします。
メール：sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！

尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com     
　　　  （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応

募をお待ちしております。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／英語の教師募集

北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはＥメールで送りください。詳細は
お電話にてお問い合わせいただけます。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店とん
勝は、日本語堪能、接客好きな方を募集
中!希望シフト制でプライベートも充実♪
TST駅N1出口から徒歩2分、通勤ラクラク
☆日本人店長で日本人のお客様が多い
から現地の言葉が出来なくても働ける!興
味があれば、まず応募してください!分か
らない事や不安な事をなんでも質問して
下さい。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)

★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Eva
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇

（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇

（スタイリストはサロン経験5年必須）

☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送付く
ださい。パートタイム希望の方はメールで
勤務可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きませんか？
履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）のダイニン
グバー(Sowelu)ではスタッフを募集し
ています。勤務時間・曜日は応相談で
す。詳しくは中村まで。
電話：(852)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新築マンション入居者募集！
旺角(Mong Kok)の駅近に完成した新築
マンションSkypark
単身者向きスタジオタイプ315sqf

（日本で言うワンルーム）
家賃HKD19,500（管・税込み）
マンションの最上階には、充実したクラ
ブハウスもあります。部屋の鍵あります
ので、いつでも内覧案内可。
お問合せは三宝不動産まで。
Tel: 2566-0155
info@sanpou.com.hk
http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

私の家は父はサラリーマン、母は専業主婦の、多分と
ても普通の一般的な家族でした。
愛されて育ったと思いますし、
大きなトラウマもありません。

ってずっと思ってました。
 
心理学や、家族病理学、コーチングを勉強する中で
色んなワークを体験しました。
そんなある日、地下鉄に乗っていたら突然、

「私、お父さんが大好きだった。
お父さんにひどいことしたー」と涙が溢れて止まらなく
なりました。

高度経済成長を支えるサラリーマンだった父は、仕事
一筋の人で、いきなり部下を家に呼んだり、
土日はゴルフで不在。
よくある家庭でしたが、

母は多分満たされなかったのでしょう。父の愚痴を聞
かされて育ちました。

すると、長女である私は母を守ろうとします。
家族の平和のために、父を諭したり、母に変わって文句
を言ったりするわけです。

脳梗塞で倒れたときに病院をみつけ、その後施設に入
れたのも全て母を守るため、母に楽をしてもらいたい
から。

母は「施設に入れるなんて」と泣いてましたが、その頃
北京行きが決まっていた私は、それが母のためだと
思ってました。
結果、母の負担は減り、母には大変感謝されたので
すが、
今になって、「お父さんにひどいことをした。ひどい娘
だった。」と封印していた気持ちが出てきたのです。

どんな家族でも、家族の中は偏りがあり、それぞれの役
割を演じています。
子供に一番影響を与えるのはお母さん。
そのお母さんが満たされていないとその偏りが大きく
なる。
娘や息子が親に変わって家を守ったり、逆にただただ
従順にいうことを聞く役割を演じたりします。

それぞれ素質が違うので、補い合い、助け合えればい
いのですが、

子供時代はただ、無償に愛されて育つ子供の役割を生
きることができるのが一番望ましいと思うのです。

大人の都合で、自分の素質とは違う合わない役割を演
じる子供が
生まれませんように。

それが私の願いです。

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。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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第35回 家族の中の役割

ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港

　現代では、老若男女を問わずに楽しめる様々なパズルが存在する。ジグソーパ
ズルや知恵の輪、コンピューターで遊べるパズルゲームなど、無数に存在するパズ
ルたちは、我々の知的好奇心をくすぐってくれる。そんなパズルの中で、計算式の
中で伏せられた数を推理する「虫食い算」。小学生向けの中学受験算数の問題とし
て取り上げられることの多い虫食い算の歴史は、江戸時代までさかのぼる。最も古
い問題は、18世紀の有名な和算書「竿頭算法（かんとうさんぽう）」にあるというの
だから、いかに日本人が昔からパズル好きだったかがわかるというものじゃ。今回
の挑戦状は、虫食い算の中でも「覆面算」という、数が別の記号や文字に置き換え
られている問題にチャレンジしてみよう。

　まず攻略キーポイントの1つ目は、条件を確実に把握しておくこと。筆算が成り立
つような４ケタの整数が「最も小さくなる」場合を考えているということは意識して
おこう。そうすると、4ケタの最も小さい数であれば、A=1で決まりじゃな。また、Bも
できるだけ小さい方が良いということ、A,B,C,Dは異なる1ケタの整数を表している
ということから、B=2も決まってしまうだろう。このように、まずは問題を正確に読
み、与えられている条件をしっかりと理解することが大切じゃ。
　そうなってくると、C・Dに当てはめられる数も限られてくるが、虫食い算ではときど
き確信を持って数を決めることができなくなる瞬間がある。そんなときは失敗を恐
れず数を当てはめてみよう。間違えた数を当てはめたら、「その数は間違っている」と
いう一つの結果が得られるのだから、それだけでも十分な成果なのじゃ！ 間違いを
恐れず、やってみる、「トライ＆エラー」を繰り返す姿勢
は、攻略キーポイントの２つ目と言えるじゃろう。恐
れるものは何もないぞ！ さあ計算、計算！

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。オヌシはこの問題を解けるかな？

e

e

難攻不落の
算数城攻略！

忍者エピス丸

〈九龍教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall,
　　  8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
電話：(852)2362-0221
ファクス：(852)2362-1181

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

【攻略キーポイント】

〈わかば深圳教室〉
住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
　　  花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(86)755-2667-8117

解答はコチラから！

epis　学習塾
episのHPからもご覧いただけます。

オヌシなら、まず何をする？　健闘を祈る！

次の筆算が成り立つような４ケタの整数ABCDを考えます。４ケタの整数ABCD
が最も小さくなるのは、A=□, B=□, C=□, D=□のときです。ただし、A,B,C,D
は異なる１ケタの整数を表しているものとし、■は、筆算の中の１ケタの整数を塗り
つぶしたものです。

2017年度 慶應義塾中等部　入試問題

A B C D
AB C D
B C D■

+

香港スクール香港スクール
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香港発
いよいよスタート！

eNWB
1万円から始める本格資産運用

Nippon Wealth Limitedは香港で設立されたウェルスマネジメント
専門の金融機関。香港だけでなく帰任または転勤された日本人を
力強くサポート。今回は同行が今年7月より新サービスを開始した
「eNWB」について同行の吉岡氏に話を伺った。

新サービス「eNWB」を開始することになった経緯について教えてください。
　従来のサービスでは、10万米ドル以上の資産をお預けいただくお客様を対象に銀行
サービス、資産運用業務および保険・年金業務を行ってきましたが近年、10万米ドル未
満でも投資できないか、というお客様からの強いご要望がありました。当行は、お客様
のニーズにできる限りお応えしたいということで今回、1万円からでも投資可能な新サ
ービスを開始することに致しました。どなたでも投資できるサービスということで、
everyoneの頭文字「e」をとって新サービスの名称を「eNWB」と名付けました。香港を拠
点として銀行・証券・保険の3種を包括的に資産運用サービスとして、日本語で提供する
金融機関は他になく、当行はone and only（唯一）ではないかと考えています。さらにこ
のような新サービスをより多くの皆様にご利用頂く事で、個人のお客様の香港における
資産運用の「切り札」となることを期待しております。

どのようなお客様へ向けて新サービス「eNWB」を提供したいですか？
　主に駐在員の方が中心になってくるとは思いますが、当行がご相談を受ける個人の
皆さまの中にも、香港での投資に興味はあるが、10万米ドルは今手持ちにない、例えば
数万米ドルなら資産運用に向けられるという方を数多くお見受けします。このような方
が先ずは最初にご利用頂けるのではと考えております。また、海外駐在期間中は、日本
の証券会社での投資は常任代理人を置く必要があり、実務的には難しいが、海外にお
いてもしっかりと日本同様に毎月積立で資産形成をしていきたいという方にもご利用頂
けるのではと思っています。更には、予算的にはUS10万ドル以上あり香港での投資に
興味はあるが、香港での投資の仕方が良くわからないので、まずは、少額でお試し投資
をしたい方にもご利用いただけるものと考えています。当行としましては運用を望まれ
るお客様への間口を広くして、当行のご提供している商品サービスをより多くの皆様に
ご利用頂き、香港での資産運用の魅力を皆様に実体験して頂きたいと思っています。
　新サービスでは少額からの資産運用が可能になりましたので、これまで当行で10万
米ドル以上の資産を運用されていらっしゃるお客様、保険および個人年金サービスの
みをご利用いただいているお客様についても更にお気軽にご利用いただける非常に
魅力的なサービスになるのではないかと思います。

香港ならではの資産運用の魅力について
　当行が提供している商品の大きな強みは、
当行が厳しい基準で選んだ商品しかお客様に
ご提供しないという事であります。系列を持た
ない私共は、プロの目線から個人のお客様の
投資にふさわしい商品のみを厳選してご提供
している事です。例えば、個別の投資信託につ
いても、一定以上の資産運用残高があるもの、
そして一定期間しっかりとした運用実績のあるファンドを選んでおります。一方、10年を
超える超長期の資産運用となる「個人年金保険」では、格付けでは米国債と同等の高い
信用格付けを有するマスミューチュアル社の代理店として商品を提供しており、年金保
険は、現行積立利率4.5％、最低保証利率3％（毎月複利運用コース＊2017年1月時点）
という魅力ある設定で、日本国外に居住しているときにのみ購入できる商品となってい
ます。
　今回、当行が提供する新サービス「eNWB」の大きな魅力は、前述の様にプロの目で
しっかりと厳選した世界基準の商品を、日本語で説明を受けた上で、少額から投資が可
能になったことです。
　先ほど申し上げました投資信託について、日本で購入する投資信託との比較でもう少
しご説明致します。基本的に中長期での運用実績をしっかりと積み上げてきた投資信託
は、多くの投資家の関心が寄せられ、結果的に残高も積み上がっていきます。それぞれ
の投資信託の運用期間が長いため、過去の運用履歴を参照することができます。

　日本国内における投資信託
の運用経過年数を見ていきま
すと、41％が3年未満、11％が3
～5年、25％が5～10年で運用
されています。新たな商品が頻
繁に出てくるため、長期運用さ
れないのが日本国内で購入可能な投資信託の残念な特徴でもあります。しかしながら、
当行が厳選して提供している投資信託は9.95年と長めの運用年数となっていますので、
トラックレコードがしっかり把握されており、十分な運用残高がありますので、当行も安
心してお客様にご提案できる投資信託といえます。無論、運用実績とか残高だけでなく、
日本にはない特徴を持った魅力的な商品を香港で購入できるという点も資産運用する
際の大きな決め手になるかと思います。

「香港の金融制度」について教えてください。
　日本には「銀証分離」という制度がありまして、お客様が株式や債券、投資信託を購入
したい時は証券会社で購入します。そして現金預金や給与振込の場合には銀行を利用
します。このように銀行と証券が明確に分かれているというのが日本の制度になります。
　香港では銀行業と証券業を一体（銀証兼営）として運営することが認められています。
私どもはNIPPON WEALTH LIMITEDという社名にリストリクテッド・ライセンス・バンク
という名称をつけておりますが、これは香港における金融機関の免許の一分類になりま
す。また、同時に証券当局からも証券ライセンスを取得して営業しております。このよう
な銀証兼営制度のメリットとしましては、お客様にとってワンストップで短期の預金から
超長期の投資までサポートが可能になるという事で飛躍的に利便性が向上するのが、
大きなメリットなのではないかと思います。
　お客様の金融資産を一つの金融機関で管理できるということが一番大きな強みかな
と思います。サービスを提供する当行の目から見ても、私も十年以上この仕事に従事し
てきまして、お客様の全体像を把握せずに理想的な提案はできません。全体でこれくら
いの資産をお持ちなので、これだけの割合をこの資産に投資して、運用しましょうという
のが理想的なご提案になるかと思います。銀行と証券会社で分離してしまっていると、
銀行側としてはお客様の預金しか把握できない、証券会社側としては社債とか投資信
託とかお客様の有価証券しか把握することができません。銀行と証券が一体化すること
で、お客様の全体の資産を理解し、適切なアドバイスが出来る事は大きなメリットだと
考えます。

香港での投資は帰任後も運用可能なのでしょうか？
　決して香港で貯められた資金だけを当行にて投資していただくということではなくて、
日本から香港へいらっしゃって日本でこれまで運用されてきた資金の海外での投資先を
検討されているという方々にも当サービスをご利用いただくことも可能です。駐在員の
方々も滞在期間に関わらず、ご帰任後も同様の資産運用サービスをご利用することが可
能です。特に駐在員の方に多く見受けられるのが、「香港で資産運用を始めた後、香港を
離れる際にはすべてを解約しないといけないのではないか」と考えている方も中にはい
らっしゃいますが、ご帰任後も解約する必要は一切ありません。その後も引き続き、当行
のサービスを継続利用していただくことが可能です。また、追加投資をしたいという方も
引き続き、日本から通話料無料で投資相談を受ける等、当サービスをご利用いただけま
す。また、保険に関しても、加入に際して日本非居住者であることが要件ですので、海外
駐在期間中にご加入が必要ですが、帰任時に解約する必要はございません。そのまま継
続保有可能です。

セミナーのお申し込みは、お電話またはE-Mailにて受け付けております。
Tel : (852)3958-8828（日本語対応）
E-mail : info@nipponwealth.com
Address：Unit 1101-02 & 13B, 11/F, One Harbourfront,
18 Tak Fung Street,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
＜受付時間＞月曜～土曜　香港時間9時～17時　日・香港祝日を除く
＜URL＞hkj.www.nipponwealth.com

編集部の視点から吉岡 甲子郎
NWBディレクター兼共同営業部長
京都市出身。2007年野村證券に入社し、東京の
支店で個人営業を経験。企業派遣の北京留学にて
北京語を学習し、帰国後は本店ウェルス・マネジメン
ト部で主に上場企業オーナーを対象にプライベート
バンカーを務める。2014年NWBに参画。

香港ならではの資産運用の魅力
①香港にお住まいの方は、税金がかからない
金融商品にかかる利息、配当、譲渡益は香港では非課税！

②個人年金保険の強み
◆ リターンが良い。現行積立利率4.50％、最低保証利率3％*
◆ 生きている限り年金が受け取れる「終身年金」で、「長生き

リスク」に対応。
◆ 「増額」、「一部引き出し」が可能。
*毎月複利運用コース｜2017年1月時点。上記の積立利率は、保証さ
れているものではありません。最低保証利率は、15年以内の解約・引
き出し・年金開始には適用されません。

③共同名義口座
日本で口座を開く場合は、個人でしか口座を開くことが出来
ないのに対して、香港では、夫婦、もしくは家族間での共同名
義の口座を開設することができ、家族で運用に参加すること
が可能！

終身年金保険

積極運用型年金保険 ・
先進国債券

新興国債券・高利回り債券

先進国株式

マルチ・アセット（株式+債券）ファンド

新興国株式

リスク 大きい

大
き
い

リ
タ

ン

リスクとリターンのイメージ
eNWBファンドリスト

商品カテゴリー 投資対象資産クラス詳細

アジア債券
その他債券（優先証券）
グローバル債券
新興国債券
米ドル建債券
米国株式
インド株式
中国株式
アジア株式
新興国株式
その他債券（優先証券）
日本株式
アジア株式+債券
グローバル株式+債券

チョイス

(右のリストから選択)

JPY（円建ファンド）

マルチ・アセット

香港
日本の公募株式投信の7割は純資産
総額が50億円未満*。
*参考：金融庁作成資料2017年3月

例えば、NWB取り扱い予定ファンドの
1ファンドあたりの平均運用残高は約
1500億円。

日本

④投資信託運用残高

香港
日本の公募株式投信を経過年齢別
にみると半分が5年未満*。
*参考：金融庁作成資料2017年3月

例えば、NWBの取り扱い予定ファンド
の1ファンドあたりの平均経過年数は、
9.95年と長めの運用年数

日本

⑤投資信託運用経過年数

◆ポイント◆
一般的には運用残高が多い方が管理コストの比率が低く効率的な運用が可能となる。 

◆ポイント◆
経過年数が長いほうが安定した長期運用が期待できる。 

確かに香港での資産運用は、
良さそうだけど、
自分でできるか心配…

海外での投資運用の4大悩みを解決
1.投資についての知識がないから不安
①“英語の資料しかなかったらどうしよう” などの不安にも日本語でしっかりサポート。
②残高や経験年数などの基準を満たすファンドを、あらかじめ厳選しているので、初心者でも安心。
③NWBが3か月ごとにマーケット見通しを発表。日本語で市場の状況を資産クラス別に解説し、皆様の投資をお手伝い。

2.手持ち資金があまりない
①積立投資は月々USD100から始められ、無理なく長く続けられるプランをご提供
②“最初から大きな金額はちょっと不安”“試しにやってみたい！”という方にも気軽に少額から始められる。

3.途中でお金が必要になったら？
①一部解約等についての柔軟性や、流動性（換金性）に優れた商品を取り揃えています。
②将来のお子様の教育資金等のニーズ等、ご遠慮なくご相談ください。

4.日本帰国後の運用が心配
①日本に帰国したあとでも日本語でのサービスを受けられるので、安心して継続できる。
②香港在住の間しか購入できない保険商品も、帰国後も問題なく保有可能。

【ご注意事項】
Nippon Wealth Limitedは、読者の助言者及び受託者ではありません。本広告に記載されている情報は、投資助言ではありません。投資商品の購入や販売の公募・勧誘、投資にかかる戦略の提供や勧誘を意図するものではなく、そのように解釈されるべきものでもありません。投
資にはリスクが伴います。過去のパフォーマンスは未来のパフォーマンスを示唆するものではありません。本広告記載の情報のみをもとに、投資判断を下さないようお願いいたします。投資家のみなさまにおかれましては、投資判断を下す前に、各金融商品に関わる契約締結前交付
書面または目論見書に記載された諸条件、とりわけ、投資方針、リスク要因、直近の財務実績情報をよくお読みください。また、お客様の判断で専門家からの助言を受けることを推奨いたします。ファンドは投資商品です。投資の決定につきましては、本広告の内容をご確認の上、ご自
身でご判断ください。投資商品が持つリスクについて十分に理解すると共に、ご自身の投資目的やリスク許容度も吟味ください。NWBの提供するサービスや金融商品は香港法による規制をうけます。当広告は日本国内に在る者を対象としたものではありません。セミナーにご参加い
ただくには予約が必要です。主催者の判断によりセミナー会場への入場をお断りする場合があります。保険募集人、保険仲立人、ファイナンシャルプランナー等の財産コンサルティング関連のプロフェッショナルの皆様につきましては、ご参加をお断りしておりますので、あらかじめご
了承ください。 

　今回の取材を通じて感じたことは、資産運用について難しく考える必要はなく、苦手な分野では専門の金融
機関へ任せることで安心して無理なく資産を殖やすことができるという点だ。
　筆者は当時より株式投資や投資信託に興味があり、日本に在住していた頃、証券会社の口座を2社開設した
が、その後、海外へ移住することが決まり、日本国内の法律では日本居住者のみ日本国内での取引が可能とい
うことで運用を断念した経緯がある。勿論、日本国内に住民票を残して運用することも可能だが、近年、日本政
府が施行した「マイナンバー制度」により、海外居住者への規制がより厳しくなり、筆者の周りの人でも解約する
という声も聞こえてきたほどだ。
　いまだに投資運用への興味はあるが、香港での運用は法律や言葉も分からず、初めて資産運用を考えてい
る方向けの投資運用もないだろうとあきらめかけていたが、今年7月にNWBがリリースした新サービス「eNWB」
は、香港で初めて資産運用を考えている筆者や今後の資産運用について不安な方や悩んでいる方にとっても
非常に魅力的な商品だと感じた。
　取材に応じてくれたNWBの吉岡さんは素人の筆者の質問に対しても丁寧に対応していただき、海外での資
産運用の魅力についてより深く理解することができた。NWBが主催するセミナーを通じて少しでも多くのPPW
読者に資産運用の良さを知っていただき、わからない点があればぜひ、吉岡さんに聞いてほしい。

第1・3・5 土曜日：10:30～
第2・4 土曜日：14:00～
日本と香港の金融市場を知り尽くした金融スペシャリストが、
香港ならではの保険や運用商品について情報をお届けいたします。

NWB オフィス

運用初心者大歓迎！
eNWBセミナー「1万円から始める本格資産運用」
開催
日時

会場

内容

要予約
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香港

　米国の厳しい貿易政策と不利な通貨条件や先行きの不透明性などの要因により、今
年の工業部門は3～4％下落し、それに伴って奮闘する小売業界も、ここ3年ほどは不調
が見込まれている。
　小売管理連合のトップ、Thomson Cheng Wai-hung氏曰く,「小売部門の今年の見通
しが厳しいというのは皆の共通した認識です。」ここ4年の推移から、Cheng氏は小売売
上高の低下は昨年の8.1パーセントより少し穏やかなものになるが、小売消費額は観
光客の減少により落ち込み、中国元の勢いは弱まる、と予測している。
　Cheng氏は米国の金利引き上げに伴い強さを増す香港ドルと、下落する中国元に
言及し、本土の人々が香港での買い物に積極的でない要因を述べた。米中間で行われ
るであろうより厳しい貿易政策はかなりの規模の取引になり、香港にも影響を及ぼす

ことは必至だ。
　厳しい状況を改善するため、Cheng氏は古典的
な販売形式に慣れた香港の小売業者に国境を越え
た電子商取引プラットホームを利用するよう呼びか

けた。「我々が必要としているのはより多くの顧客層です。小売業者は香港以外の顧客
を獲得する努力をしなければなりません。」と述べた。今年、同連合が推進する重要事
項の1つは、ローカル企業のオンラインスキルを向上させることであり、若い世代の顧
客を引き寄せるため、ローカルブランド企業は国際化競争の波に乗って技術強化に務
めるべきだと述べた。「この10年、本土からの購買層の対応に追われて取り組む余裕が
無かったため、結果として今香港は電子商取引に関して非常に遅れていますが、これ
は今後我々が取り組むべき事業です。」本土で普及しているe-コマースプラットフォー
ムを使えば、需要ある香港のローカルブランドは中国本土でも売上を見込めると
Cheng氏は言う。
　同連合はサウスモーニング・チャイナを傘下に持ち、本土の電子商取引大手である
アリババ・グループと共同で、今年後半にも小売業者のための事業に取り組んでいく。
　停滞気味な経済状況の中、2016年のスーパーマーケットの売上は前年度0.6%増と
健闘。デパート・チェーンのヤタグループは、不景気でも食いしん坊な香港人は美食を
求めるであろう、という楽観的見解から、今年1億5千万香港ドルを投資してスーパー3
店舗をオープンさせることを決め、中でも西環のアウトレットにある200種以上の商品

を揃えた、世界初のハローキティをテーマにしたポップアップスーパーマーケッ
トに注目が集まっている。

YATA（西環）
住所: Hong Kong plaza, 188 Connaught Road West, Sai Wan 
時間：9:00～21:30
電話：(852)2983-8336

小売業界の挑戦

YATA X Hello Kitty

西環にハローキティをテーマにした
世界初のポップアップスーパーがYATAにOPEN
西環にハローキティをテーマにした
世界初のポップアップスーパーがYATAにOPEN
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香港

中環店へPPWご持参の読者様に限り、

抹茶ソフトクリームが10％OFF！抹茶ソフトクリームが10％OFF！
（プロモーション期間は7月31日まで）

　堂島ロールの名で知られるモンシェールは、金美花社長が2003年に大
阪・堂島で洋菓子店を起業。本店の堂島や近隣の歓楽街北新地を中心に
堂島ロールの名が口コミで広がり、全国メディアへの露出で一躍人気洋
菓子店となったのはご承知の通り。
　現在は北海道から九州まで全国に20店舗以上を展開の他、海外では
2010年に上海万博のレストランスペース出店をきっかけに上海(4店
舗)、南京(1店舗)、韓国(ソウル-6店舗、プサン-1店舗、テグ-2店舗)、そし
て香港では2012年の銅羅湾そごうに開店を皮切りにモンコクのランハ
ムプレイス、ウオンポアのAEONに活発な店舗展開を行っていたが、こ
のほど初めての路面独立店がセントラルで6月30日オープンした。同社
は「直送! 美味しい日本の食材、北海道の生乳を主に使ったクリームを
日本から世界へ、クオリティーを最優先に。」をモットーに堂島ロールを
中心に各種ケーキやクッキーなどの干菓子やフィナンシェなどの半生
菓子を日本と同じ商品を香港で販売している。
　また堂島ロールの“シャンティ（クリーム）”を使った”堂島ソフトクリー
ム”に加えて今回オープンしたセントラル店では京都宇治抹茶の苦みとク
リームのミルキーさが楽しめる抹茶ソフトクリーム、手軽に食べることが
出来る”堂島ハンドロール”やクレームパフェなど、香港オリジナル新商品
が楽しめるのが大きな特徴だ。またセントラルのオフィス街やSOHOに近
いことから、サンドイッチや堂島ロールのクリームを使ったクレープなど
の食事類やコーヒー、紅茶、ジュースなど、更にはアルコール類の店内提
供も視野に入れている。

　香港各店舗展開を取りまとめ
ている金春花（ハルカ)専務取締
役に初の路面店オープンにつ
いて話を伺った。
　「モンシェールは『幸せお届け
産業』を企業理念として挙げて
いますが、その一環としてテー

ラーメイドケーキを紹介させて頂きます。テーラーメイドケーキはお客
様からケーキのデザインのイメージや大きさなどを伺って出来上が
る”見てかわいい・華やか・食べておいしい、そして世界で一つだけ
のケーキ”です。誕生日や様々な記念日、大切な集まりやイベント、
テーラーメイドケーキを是非、ご用命ください。気になるのはお値
段かと思いますがHKD250よりご提供をさせて頂きます。お問い
合わせ先は(852)3590-4143(モンシェール香港オフィス)までお気
軽に日本語でお問い合わせください。
　テイラーメードケーキはもとより、当社商品のデリバリーサービス

展開も考えていますし、セントラル店の周辺には飲食店が多いため、レ
ストランへのパーティー用などのデザートを作っていこうかと計画してい
ます。日本ではそのようなOEMケーキは作っていませんが、香港ならでは

の商品を展開し、新しいスイーツ・デザートの発信源にしていきたいで
す。またパーティーや会合への差し入れなども随時行っていますので、是
非ご相談いただければと思います。
　新店舗内装について少しお話をしたいと思います。今回は路面独立店
設立のため当店のイメージを保ちながらデザインすることが非常に重要
で大切な要素ですが、今回他店オープン準備と同様に尾野デザインさん
(2573-1314)に施工頂きました。限られた工期や様々な設計上の行政規
制について、尾野さんには実に親身に相談させて頂くだけでなく、深夜か
ら朝方の作業でも尾野さんが必ず立ち合っていただくなどとても丁寧な
対応をして頂いたので安心してお店をオープンすることが出来ました。」

　営業時間は現時点では11:00～22:00だが、販売状況によって早朝オー
プンも視野に入れている。また新店舗周辺は香港最後の総督クリス・パッ
テンがお気に入りのだったエッグタルトで有名な「泰昌餅家」本店やポー
クチョップバンの「蘭芳園」茶餐庁など、海外からの観光客や香港在住者
には有名人気スポットだが、今回の堂島ロールの出店でさらにこのエリ
アが注目されるであろう。

Patisserie Mon Cher 中環店
住所：G/F., Lyndhurst Bldg., 25 Lyndhurst Terrace, Central
時間：11：00～22：00
電話：(852)2811-1990
ウェブ：www.mon-cher.com
フェイスブック：MoncherHongKong
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中環店へPPWご持参の読者様に限り、

抹茶ソフトクリームが10％OFF！抹茶ソフトクリームが10％OFF！
（プロモーション期間は7月31日まで）

　堂島ロールの名で知られるモンシェールは、金美花社長が2003年に大
阪・堂島で洋菓子店を起業。本店の堂島や近隣の歓楽街北新地を中心に
堂島ロールの名が口コミで広がり、全国メディアへの露出で一躍人気洋
菓子店となったのはご承知の通り。
　現在は北海道から九州まで全国に20店舗以上を展開の他、海外では
2010年に上海万博のレストランスペース出店をきっかけに上海(4店
舗)、南京(1店舗)、韓国(ソウル-6店舗、プサン-1店舗、テグ-2店舗)、そし
て香港では2012年の銅羅湾そごうに開店を皮切りにモンコクのランハ
ムプレイス、ウオンポアのAEONに活発な店舗展開を行っていたが、こ
のほど初めての路面独立店がセントラルで6月30日オープンした。同社
は「直送! 美味しい日本の食材、北海道の生乳を主に使ったクリームを
日本から世界へ、クオリティーを最優先に。」をモットーに堂島ロールを
中心に各種ケーキやクッキーなどの干菓子やフィナンシェなどの半生
菓子を日本と同じ商品を香港で販売している。
　また堂島ロールの“シャンティ（クリーム）”を使った”堂島ソフトクリー
ム”に加えて今回オープンしたセントラル店では京都宇治抹茶の苦みとク
リームのミルキーさが楽しめる抹茶ソフトクリーム、手軽に食べることが
出来る”堂島ハンドロール”やクレームパフェなど、香港オリジナル新商品
が楽しめるのが大きな特徴だ。またセントラルのオフィス街やSOHOに近
いことから、サンドイッチや堂島ロールのクリームを使ったクレープなど
の食事類やコーヒー、紅茶、ジュースなど、更にはアルコール類の店内提
供も視野に入れている。

　香港各店舗展開を取りまとめ
ている金春花（ハルカ)専務取締
役に初の路面店オープンにつ
いて話を伺った。
　「モンシェールは『幸せお届け
産業』を企業理念として挙げて
いますが、その一環としてテー

ラーメイドケーキを紹介させて頂きます。テーラーメイドケーキはお客
様からケーキのデザインのイメージや大きさなどを伺って出来上が
る”見てかわいい・華やか・食べておいしい、そして世界で一つだけ
のケーキ”です。誕生日や様々な記念日、大切な集まりやイベント、
テーラーメイドケーキを是非、ご用命ください。気になるのはお値
段かと思いますがHKD250よりご提供をさせて頂きます。お問い
合わせ先は(852)3590-4143(モンシェール香港オフィス)までお気
軽に日本語でお問い合わせください。
　テイラーメードケーキはもとより、当社商品のデリバリーサービス

展開も考えていますし、セントラル店の周辺には飲食店が多いため、レ
ストランへのパーティー用などのデザートを作っていこうかと計画してい
ます。日本ではそのようなOEMケーキは作っていませんが、香港ならでは

の商品を展開し、新しいスイーツ・デザートの発信源にしていきたいで
す。またパーティーや会合への差し入れなども随時行っていますので、是
非ご相談いただければと思います。
　新店舗内装について少しお話をしたいと思います。今回は路面独立店
設立のため当店のイメージを保ちながらデザインすることが非常に重要
で大切な要素ですが、今回他店オープン準備と同様に尾野デザインさん
(2573-1314)に施工頂きました。限られた工期や様々な設計上の行政規
制について、尾野さんには実に親身に相談させて頂くだけでなく、深夜か
ら朝方の作業でも尾野さんが必ず立ち合っていただくなどとても丁寧な
対応をして頂いたので安心してお店をオープンすることが出来ました。」

　営業時間は現時点では11:00～22:00だが、販売状況によって早朝オー
プンも視野に入れている。また新店舗周辺は香港最後の総督クリス・パッ
テンがお気に入りのだったエッグタルトで有名な「泰昌餅家」本店やポー
クチョップバンの「蘭芳園」茶餐庁など、海外からの観光客や香港在住者
には有名人気スポットだが、今回の堂島ロールの出店でさらにこのエリ
アが注目されるであろう。

Patisserie Mon Cher 中環店
住所：G/F., Lyndhurst Bldg., 25 Lyndhurst Terrace, Central
時間：11：00～22：00
電話：(852)2811-1990
ウェブ：www.mon-cher.com
フェイスブック：MoncherHongKong
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　100年以上の歴史がある旧海兵隊本部の建物をリノベーションした1881 
Heritage Branchのなかにあるプリンス・レストランでは、歴史的なスタイルと快
適なダイニングエリアに合わせて、インテリアは赤レンガの壁と木製の床を基調
としたデザインを採用。サイドウォークエリアは、ユニークな建築遺産の中で完
成度の高いフードやワインを楽しむのに最適なスペースとなっており、ゲストは
この場所のヒストリーに触れることができる。またこの度、ランチやディナータイ

ムに12～84名を収容可能な個室を配備。装飾を一新
し、調度品を設置したパーティールームは、より快適で
広々と利用できる。ユニークなモールディングと石造り
のインテリアがエレガントで魅力的な会場では、誕生
日、家族会議、卒業式の会食、歓送迎会、ランチ会議ま
たはレセプションにぴったりだ。
　メニューは、顧客のニーズに対応して調整することが

可能。”吉浜産23頭アワビの蒸し煮とフカヒレのスープ”などの高級中華料理の
ほか、食べやすくカットした肉と脂肪のないクリスピーな皮に千切りの野菜やメ
ロンを添えてライスペーパーで巻いた北京ダック”(北京填鴨)“、アーモンドのリッ
チな風味が楽しめる“豚の肺の杏仁スープ(杏汁白肺花膠湯)“、“蒸しロブスター
のクリスピーガーリックソース添え(脆蒜蒸開邊龍蝦)”、“天下一品の豚まん
(天下第一包)”、“スペイン産イベリコ豚の焼豚(黑毛豬叉燒)”、”イタ
リア産黒トリュフの炒飯(意大利黑松露炒飯)”など、幅広
い食材を使った料理を提供している。
　Canton Road沿いの便利なロ
ケーションも魅力。伝統的な雰
囲気の中、エレガントな新感
覚の中華料理を楽しんでみ
てはいかがだろうか。

【1881 Heritage店】
住所: Flat 209, 1881 Heritage, 2A Canton Rd., TST
電話: (852)2366-1308
時間: 11:00～16:00, 18:00～23:00 (月～土)
　　  10:00～16:00, 18:00～23:00 (日・祝日)
席数:140席(店内) 、80席(テラス)

【エレメンツ店】
住所: Shop 1028C, Elements, 1 Austin Rd. West, TST
電話: (852)2577-4888
時間: 11:00～16:00, 18:00～23:00(月～土)
　　  10:00～16:00, 18:00～23:00(日・祝日)
席数: 250席

王子飯店
ウェブ: www.princerestaurant.com.jp
メニュー：http://princerestaurant.com.hk/en/prince-restaurant-menu.pdf
日本語予約（両店舗共通）： (852)9138-4437/Ms.イバ

巻き貝のオーブン焼き
海の幸＆マッシュルーム添え
ポルトガル風味ソース

まるごと吉浜産50頭アワビの
エビ子は入り麺

きぬがさのアスパラ詰め

スペイン産
イベリコ豚の焼豚

1881 Heritageの1881 Heritageの
プリンスレストランに新個室が登場プリンスレストランに新個室が登場

イタリア産黒トリュフの炒飯蒸しロブスターの
クリスピーガーリックソース添え
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