
13Pocket Page Weekly 04 August 2017 No. 603
B

海外生活をキャッシュレスで快適にしてくれるクレジットカードは
買い物から旅行シーンまであらゆる場所で大活躍！

特典満載のイオンカードとイオンカードJAL。あなたはどちら派？

海外生活をキャッシュレスで快適にしてくれるクレジットカードは
買い物から旅行シーンまであらゆる場所で大活躍！

特典満載のイオンカードとイオンカードJAL。あなたはどちら派？

香港人のAEON CARD LIFE

ニコル・ロウさん

料理長のAEON CARD LIFE

銅羅湾（コーズウェイベイ）にあ
る日本料理店で料理長を務めて
います。香港人スタッフとのコ
ミュニケーションには広東語を
話していますが、普段の生活で
は言葉に苦労しています。

イオンカードの日本語サイトが
あると聞いて、カードを作りまし
た。今までは日本のカードを
使ってたけど、香港ドルで決済
できるカードが一番得だし、
サービスも充実しているので重
宝しています。

ネットメンバーに登録してから
は、Web明細で利用した内容を
確認できるし、電気代などの公共
料金をネットで振込めるから便
利です。今は、貯まったポイント
を何に交換するか考えています。

時には店のスタッフに翻訳して
もらって、メールマガジンも
チェック。お得なキャンペーン情
報が届くので、これからも賢く
カードを使いたいですね。

香港でも日本を楽しんでいます。
イオンカードのウェブサイトのレ
ストランページを見て、日本食レ
ストランの割引情報をゲット。香
港にいても、ホンモノの日本食を
お得に食べられてラッキーです。

日本が大好きで、年に数回は日本
に行ってます。イオンカードJALは
ポイントの代わりにJALマイルが貯
まるんです(最大6香港ドルで1マイ
ル)。他にもメリットがたくさん！

私、JALファミリークラブにも入って
るんですが、家族のマイル分も合算
できるんですよ。日本往復航空券と
交換できる20,000マイルも、もうす
ぐ貯まります！ 次の日本旅行も楽
しみです。

主婦のAEON CARD LIFE

香港在住7年目の2児の母。
子供のプレスクールのママ
仲間に勧められ、前から気
になっていたイオンカード
の申込みに来ました。専業
主婦でも作れるみたい！

香港IDを提示してイオンカー
ドを申請。数十分後にはもう
発行され、その場でアクティ
ベート(有効化)してもらいま
した！気になる年会費もこの
カードならずっと無料、気軽
に利用できそうです。

銀行口座引落しとオクトパス
自動チャージも申請。自動
チャージは、残高がなくなっ
たら、250香港ドルがカード
からチャージされて便利そ
う！これからは、MTRやバスで
も残高を気にしなくていい♪

イオンカードを受取った後
は買い物へ。この日はお客様
感謝デー（毎月2日と20日）。
今晩の食材も、カードで払っ
たら5％オフになりました。
お得で嬉しい！

金澤寿美枝さん

❶ ❷ ❸ ❹

❶ ❷ ❸

❶❷❸❹

私のAEON CARD LIFE私のAEON CARD LIFE

小山雄史さん

イオンカード  www.aeon.com.hk/jp　　　        イオンカードJAL  www.aeon.com.hk/jpjal　　　JAL（日本航空）  www.hk.jal.com/hkl/ja
当記事についての詳細は各ホームページでご確認ください。





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

海外Eコマース事業のコンサルティングを行う
IT企業にて経理・総務スーパーバイザーの募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。香港
の事業会社にてバックオフィスの就業経験の
ある方。英語ビジネスレベル。

企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港22K～26K

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。

香港/香港島 RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

30K～40K

日系アパレル商社にて営業マネージャーの募集。
家庭用品や雑貨を中国から輸入、北米向けに
販売。日系、北米企業クライアントを担当し、新規
顧客開拓、既存顧客対応。受発注業務、生産、
物流、納品管理。10年以上の営業経験者。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/商社 40KRGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 16K～20K

京都の骨董品販売ビジネスを拡大している日系
企業にてセールスアシスタントの募集。催事の
企画、京都の骨董品の認知度を高める香港で
の営業活動。デパート内店舗にて商品説明。
広東語ビジネスレベル。

日系食品商社にて購買担当の募集。日本から
香港への仕入・調達業務。船積用コンテナの
積載管理。香港内倉庫から各拠点への配送
管理。仕入先や納入先との納期調整や管理。
仕入・調達業務の経験のある方。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K営業・販売系/商社

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

RGF 香港23K～25K香港/香港島

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/香港島 21K～25K

イギリスのハイブランド企業がカスタマーサー
ビス担当者を募集。電話やメール、SNSによる
顧客へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、
商品改善に貢献する。カスタマーサービスの経
験者や、顧客対応に長けた方。

アートギャラリーにて会計スタッフを募集。東京
のアートギャリーの売上・経費計算など経理
業務一般。香港会計スタッフ・日本オフィスと
の調整、その他事務関連業務。2年以上の日本
での会計経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/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～30K

日系のクラウドソーシング出版・印刷サービス
企業にてプロジェクトコーディネーターを
募集。翻訳サービスのプロジェクトマネジ
メント。フリーランスの翻訳家への業務割り
振り、スケジュールマネジメントなど。

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。

香港/香港島 RGF 香港技術系（IT・通信)/
金融・保険

50K～75K

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港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
を英文レポート作成。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。

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
の募集。品質保証管理、新規仕入先開拓。・品質
保証経験（10年程度）または仕入先指導の経験
がある方。出張訪問で仕入先工場の良否を判定
できる知識がある方。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/商社 40K RGF 香港香港/九龍

RGF 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

16K～18K香港/九龍

【急募】独立系ITシステム企業にてカスタマーサ
ポート＆システムオペレーターの募集。取引シ
ステムのカスタマーサポート業務全般、日本人
顧客の出入金管理・トレーディングサポート。
英語日常会話レベル。即入社可能の方歓迎。

香港/新界 28K～30K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシス
タントマネージャーを募集。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。

香港/新界 15K～20K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

大手日系航空会社にて日本語スタッフの募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。
グランド業務のチェックなど。3～5年以上の
航空業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/九龍 30K～45K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社

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/新界 20K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系大手物流会社の空輸事業部にて、セール
スコーディネーター（内勤）の募集。営業サ
ポート業務、見積もり書作成補助、インボイス
発行、書類準備、デリバリースケジュール調整
など。営業、営業事務、貿易事務などの経験者。

RGF 香港
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル)

20K

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系企業
へのクライアント営業、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。

香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

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

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
文書作成および英語堪能な方。

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

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港＆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

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/香港島 ～25K
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。英語
ビジネスレベル。ビザスポンサーチェンジ可。

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

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。

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

香港
時給ＨＫＤ
50～70

（経験により
応相談）

食品・飲料業界よりパートタイムの商品開発
募集！新商品のメニュー開発や、商品に関す
る棚卸し（在庫確認など含む）。★週３日勤務
9：00～18：00⇒応相談可能！

インテリジェンス
香港

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～28K

食品商社にて営業マネージャー募集。既存顧客
の維持と新規開拓、受注および納期管理、営業
チームの指導と育成、プロモーション活動、売上
データ分析など。英語ビジネスレベル。ビザス
ポンサーチェンジ可。

キングスウェイ営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン ～25K香港/香港島

日系通信社にて営業職募集。新規購読者開拓、
既存顧客フォロー(顧客は主に日系企業)、顧客
訪問、マーケティング活動など。英語ビジネス
レベル。ビザサポート検討可。

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

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード

50K香港/香港島
投資運用企業よりIR担当募集。Global(アメ
リカ・ヨーロッパ・HK・Singapore)のお客様
対応。ヘッジファンドの運用・説明。★投資関連
のご経験、英語ビジネスレベル。

香港/香港島 20K～22K
日系企業に対して紙媒体や情報サイトの営業。
出張なし、休日出勤なし、残業ほぼなしでプライ
ベートとの両立を図りやすい仕事。★ビザ取得
基準を満たす方。

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/
旅行・レジャー・観光

16K香港/新界
フレンドリーな雰囲気で愛される4つ星ホテル
での日本人のお客様専任のゲストリレー
ション職。ビザサポートあり。★接客業経験、
英語コミュニケーションレベル以上。

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

時給HKD90香港/九龍

システムを通して入ってきた予約情報を、香港
ディズニーランドに伝える業務、事務サポート
など。【勤務時間】10:00～16:00、週3日程度
(曜日は応相談)。★英語もしくは広東語が
コミュニケーションレベル以上。

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

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。日本のお客様からのご注文をお電話
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

インテリジェンス
香港20K～30K香港/九龍

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリー
運営、部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～26K
アパレル業界より営業兼マーチャンダイザー
募集！！お客様の問い合わせ対応、折衝、工場へ
の縫製方法の指示出し、生産管理など。★縫製
知識がある方、就労ビザをお持ちの方。

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/
医療関連

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！

～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

薬品､サプリメント取り扱い商社の商品管理。
商品データ入力、社内各部署とのやり取り、上司
への報告、簡単な倉庫内作業など。語学不問。
イラストレーター、フォトショップできる方歓迎。

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/
物流・倉庫

20K香港/新界
ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプラ
イヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

インテリジェンス
香港香港/新界営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K
照明メーカーより既存日系顧客のフォロー営業
がメイン。工場とのやりとりなど。★電子業界、
特に技術・営業経験者。英語/北京語/広東語
のどれかがビジネスレベル。

キングスウェイ香港/香港島営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 ～20K

日系不動産にて営業を募集。日本人および
香港人顧客に対する問い合わせ対応、物件の
紹介、契約およびアフターサービス、各種書類
作成。英語または広東語ビジネスレベル。ビザ
サポート可。

インテリジェンス
深圳

東莞
生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB～25K

製造部長兼生産管理部長。車載向け・携帯向け
のゴム製品の製造部門と生産管理部門のマネ
ジメントを担当。★3年以上の製造（素材系：
部品、化学、原料）現場での経験をお持ちの方。
北京語できれば尚可。

キングスウェイ香港/香港島営業・販売系/
その他・教育・公的機関など ～21K

日系カルチャースクール運営企業にて法人営業
を募集。広告スポンサーの開拓、プレゼンテー
ション、生徒獲得のための活動(体験会の運営)、
レッスンの講師など。英語もしくは広東語できる
方歓迎。

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/
金融・保険・投資顧問

～18K
投資顧問会社でのカスタマーサービス。保険
業界経験者歓迎。契約済顧客の窓口業務、保険
会社との連絡、営業チームのサポートなど。英語
ビジネスレベル。ビザサポートあり。

キングスウェイ香港/九龍
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香港 香港

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

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 応相談
日系食品小売にて店舗マネージャー候補を
募集。店舗のマネジメント全般、トラブル対応、
本社への報告。英語、広東語対応できる方が望
ましい。ビザサポート可。

香港/九龍 18K～22K 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

マネージャーアシスタント。日本側との連絡
業務。旅行会社とのパッケージ旅行商品作成。
山形県や岩手県をPRしてパッケージ旅行商品
を開発する業務。

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。

香港/香港島 時給HKD
70～120 香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

進出コンサル企業でのパートタイム業務。

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

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）/
コンサルタント

20K～40K会計コンサルタントまたは顧客窓口。香港/香港島

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 23K～25K

大手食品チェーン企業で、商品開発管理のお
仕事。既存ブランドの店舗数拡大、新規レスト
ランブランド参入の為、メニュー考案、開発した
商品の原価管理・計算や管理を担当。

香港/九龍

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

アジア拠点 応相談
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。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

その他
華南地域 ～35K

台湾系電機メーカーにて中国駐在プロジェクト
マネージャー(生産管理)募集。日系顧客対応、
プロジェクト日程管理、設計者とのやり取りなど。
北京話ビジネスレベル。中国ビザサポート可。

Reeracoen14K～18K香港/香港島
日系宝石企業で、事務職を募集。一般的な経
理業務、エクセルに金額の入力等を担当。人
物重視の採用、業界経験は問わない。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

香港/香港島 20K～23K
香港にある日系企業へ各種保険の提案。年金、
会社の任意保険、従業員向けの医療保険など
の商品提案。

Reeracoen

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

20K～30K香港/香港島
米系企業で、顧客サービス担当者を募集。香港
で約1年半の研修プログラムを受けた後、将来
は日本で営業職を担当。

香港/香港島 15K～23K
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。

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光

Reeracoen25K～32K香港/香港島
日系担当の部署で、日系法人企業様の営業担
当を募集。日系企業様向けに、駐在員保険、貨
物保険、建設保険など幅広い保険商品のセー
ルスを担当。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 25K～30K

有名日系レストランでレストランマネージャー
を募集。スタッフのマネジメント、レストランの
管理、飲食の提供がメインの業務。

香港/香港島

Reeracoen会計経理・経営管理/
物流・倉庫 18K～25K香港/香港島

日系船舶会社で、経理総務担当を募集。将来的
なマネージャー候補として、日本本社への
レポート作成、事業計画の提出、その他総務の
仕事を担当。

香港創業の大手日本飲食店で、店舗マネー
ジャーを募集。マネジメントを担当して頂き、
スタッフおよそ20人を指導。日本人のVIPを
サービスし、レストランの運営を担当。

香港/香港島 Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 30K～45K

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 20K～23K香港/九龍

日系メディア企業で、営業担当を募集。メイン
は日系企業向けの新規開拓。既存顧客のフォ
ロー、契約更新、請求書の発行や、お客様から
の要望・問い合わせに対する対応など、多岐に
渡る。

Reeracoen

営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～30K香港/九龍
大手日系アパレル企業で、営業担当を募集。
既存顧客のフォロー、および新規開拓を担当。
華南地区への出張もあり、部署によっては
英語・広東語が必須となる為、言語力も求む。

Reeracoen

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～32K香港/香港島

日系担当の部署で、日系法人企業様の営業
担当を募集。日系企業向けに、駐在員保険、
貨物保険、建設保険など幅広い保険商品の
セールス担当。

Reeracoen

ビジネス（香港・広東共通）
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香港&広東 香港

■KAGOME  HONG KONGの創業当時と創業理由、そして現在に
至るまでの事業内容を教えて下さい。
　カゴメ香港は元々2014年に香港で設立されましたが、以前よ
り中国で製造された商品を香港へ輸入して販売していましたの
で、香港内で申しますと、2009年より商品販売を行っています。
香港で設立した経緯については、アジア圏の中でも生活水準が
高いこと、もう一点は日本の野菜ブランドとして今後も各国の
方々の健康に貢献したいという想いがありまして、香港で設立す
るに至りました。
　現在、カゴメ香港では香港人向けに改良された商品を日本で
製造、輸入して香港で販売しています。それと同時に香港人の
方々に「野菜の価値」や「野菜飲料を飲む意味」をお伝えするた
めに販促活動や広告などを活用しながら価値のベネフィットを
お伝えしていくことを事業活動の基本としています。

■香港人への御社ブランドの認知度について教えてください。
　2009年より商品販売を行っているということもありまして、現
在、香港でのブランド認知としては約7割程度の方がご存じなの
かなと考えております。私は香港に赴任して4か月が経ちました
が、展示会に足を運んだり、商談に伺いますと、ほとんどの方が
弊社商品を知っているので、赴任当時は香港でのシェアが本当
に7割もあるのかなと思っておりましたが、本当にポピュラーに
なりつつある飲料、カゴメブランドの認知度が総じて高い、とい
うのは肌で感じております。

■御社の新商品について教えてください。
　香港の主力商品は「トマトジュース」
と「フルーツと野菜のミックスジュース」
ですが、今まで「野菜100％ジュース」が
ありませんでした。カゴメ香港としては
設立して3年、商品販売を開始してから
は8年ということで「野菜100％ジュー
ス」を発売するにはベストな時期、そし
てヘビーユーザーの方にも受け入れら
れるのではないかと思いまして、今年5
月に「食事と一緒に飲むサラダ」という
商品を発売開始しました。日本では馴
染みがある「野菜100％ジュース」を自
信をもっておすすめしたいと思っており
ます。

■香港という場所はほかの地域と比べてどうですか？
　他国と比較しますと香港の一人当GDPは高水準にあり、総じ
て多くのメリットを享受できる点だと思います。またアジア圏の
中で香港は日本に最も近い飲料市場だと捉えておりまして、弊
社では香港以外にもシンガポールや台湾等で事業を展開して
おります。 
　野菜飲料は止渇飲料ではなく、習慣性や機能性の高い商品な
のでその価値が評価されないと売れません。その点では既に10
年近く野菜飲料を販売できている事、野菜が大事であるという
事を十分認識し、足りない事も自覚している事、そしていいもの
であれば多少高くても受け入れる素地がある事は、香港の大き
なポイントだと思っております。

■乾様が香港に着任されてからどのような変化がありましたか？
　一番大きな変化は「野菜100％ジュース」を発売できたこと、
これが非常に大きな変化かなと思っていまして、今年の6・7月
は新商品のプロモーション期間として様々な施策を行いまし
た。商品売り場の近くに立って通行人を見ていたのですが、3割
ないし４割の方が足を止めて、新商品について質問してくだ
さったことに驚いています。そして、男性の方の野菜ジュースへ
の関心が意外にも高いことに驚きました。新商品の成分をじっ
くりと読んだりするのは日本ではあまり見られない光景でした
ので、私個人としては新たな発見でした。これらの新商品
キャンペーンを通じて香港では新たな顧客開拓もできるのか
なと感じております。

■今後の事業戦略について教えてください。
　野菜ジュースと一言で言ってもいろいろな種類の野菜ジュー
スがあります。特に日本で言われているのは「野菜の色には理由
（ワケ）がある」、例えばトマトのリコピンやニンジンのベータカ
ロチン、ぶどうのアントシアニンやポリフェノールは抗酸化作用
があると言われていますが、香港人の方々にとって野菜はどちら
かというと「緑の葉物野菜」という感覚が強いというイメージが
ありますので、「野菜の色にも価値がある」ということを伝えてい
きたい。
　WHO（世界保健機関）は野菜と果物で一日400グラムを摂取
するよう推奨していますが、実際に生で摂取すると膨大な量に
なってしまいます。弊社としては「野菜ジュース」を飲むことで、簡
単に必要量を摂るサポートができるということもあわせて伝え
ていきたい。
　弊社では様々な商品を取り扱っていますので、今後はペット
ボトル以外の商品で挑戦していきたいなと考えています。カゴメ
商品を通じて皆様の健康に貢献したいのが一番の大きな理念
です。香港で働かれている日本人の方も日々、野菜不足を痛感さ
れているのもあるかと思いますので、ぜひ一度、弊社の商品を役
立てていただいて、野菜不足を解消する、一つの手段として活用
していただければと思います。

教えて！
総経理！
今回は会社紹介シリーズとして、
KAGOME HONG KONG CO., LTDの総経理、乾氏にお話を伺った。

「
野
菜
の
色
に
も
価
値
が
あ
る
」

我
々
の
想
い
を
香
港
の
人
た
ち
に
伝
え
て

食
生
活
に
革
命
を
起
こ
し
た
い

［乾守氏 PROFILE］
千葉大学卒業後、1995年にカゴメ入社。2015年より
約2年間タイに駐在。2017年の4月に来港。現在は
KAGOME香港代表。趣味は新しいコトを体験した
り、美味しい店を探すこと。最近は、海外生活で偏り
がちな食生活に「ベジタブルファースト」を実践する
ことで健康にも気をつけるようにしている。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港&広東

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

広州（香港）龍飛会
プロ野球チーム「中日ドラゴンズ」を応
援する会です。シーズン中は、深圳・広
州・香港で、定期的にテレビ中継観戦
会を開催しております。シーズンオフ
は、普通の飲み会！？ドラゴンズに詳し
くなくても大丈夫！気軽にご連絡くださ
い。楽しく飲んで交流しましょう。
メール：dragons@japanbaseball.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港ソフィア会（上智大学）

香港ソフィア会（上智大学）、上智大学、
上智大学短期大学部、上智社会福祉専
門学校、聖母看護学校にゆかりのある
方はお気軽にご連絡ください。深セン、
広州など広東省在住の方や出張などで
香港お立ち寄りの方も大歓迎です。
メール：sophiakaihk@yahoo.co.jp
　　　 （松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：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
メール：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！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：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。
メール：aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
ウェブ：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
メール：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。
メール：hkdimanche@gmail.com
ウェブ：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
電話：(852)2375-1342  林まで
メール：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(モンコック)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。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：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。）
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香港

マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　多くのバーやレストランが軒を連
ねる中環（セントラル）のウィンダム
ストリート（Wyndham St.）に今年初
旬にオープンしたレストランバー
「Japanese Cocktail Bar Tsuru」。コン
セプトは“Japan”。純和風ではなく
「世界各国の人から見た日本」をコン
セプトにしていて、酒の銘柄や食材、
店内の内装にいたるまで、和の要素
が散りばめられていて粋な大人の空間。場所柄、国際色豊か
な客層で賑わいを見せている。
　同店でカクテルを作るのは、この道26年、数々の有名店に
勤務し、様々な賞を獲得してきたミクソロジストの平川氏。彼
の自慢のカクテルは、昆布茶やダシなど、日本らしい食材を

使用した和のカクテル。他
にはない珍しい和のカクテ
ルが飲めるとオープン当初
から話題の同店が新たに
“夏のカクテル”を紹介する
ため、メディア向けの新カク
テルお披露目パーティーを
開催した。私も招待していた

だき、メディア関係者の方たちと
ともに新カクテルとお店自慢の
フードの数々を一足早く味わって
きた。
　新カクテルのテーマは「エレ
ガント」、「シェアィング」、「遊び
心」。新カクテルをいくつか紹介し
よう。まずは鮮やかなピンクの色
が春らしさとエレガントさを演出
している「桜モヒート」。通常のモ
ヒートとは異なり、ラム酒の代わり
に奄美大島の黒糖焼酎「島のナポレオン」を使用し、豊かな

甘みと芳醇な桜の香りが特徴的な
日本独自の桜のリキュール、そして
すだちをミックス。最後に食用の桜
を飾って完成。イタリアのダイジェス
ティブカクテルで有名なネグロニを
日本風にアレンジした「和 ネグロニ」
は、通常カンパリとベルモットを使用
する代わりに香港ではレアな日本国
産ジンと新潟県の朝日山純米吟醸を
ミックス。

　遊び心のある、お寿司についてくる魚の形をした醤油の
入れ物の形をしたボトルで提供するのは、泡盛仕込みのリ
キュール、そして爽やかなすだち
をミックスした2～3人で楽しめ
る日本産ワインの「シャングリ
ア」。フルーティーであっさりした
飲み口が女性に人気。その他に
も4～5人のグループでシェアし
て楽しめる「酒シャングリア」は
朝日山純米吟醸、梅酒と柑橘果
物を合わせて日本酒を感じなが
らも飲みやすい口当たりになっ
ている。HKD200で海老の天ぷ
ら、カツオのたたき、ネギとろ巻
きの追加も可能。
　香港で数少ない日本ではなく“ジャパン’’な和カクテルを
楽しめるお店。さっそく足を運んでみては。

Japanese Cocktail Bar Tsuru
住所：G/F., Parekh House, 63 Wyndham St., Central
電話：（852）2533-9968
時間：月～日 17:00～翌4:00
フェイスブック：bartsuru

和を堪能できるジャパニーズカクテルが自慢のお店
「Japanese Cocktail Bar Tsuru」 話題のお店を中心にローカル店など数多くのお

店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴8年の日本人女性ライター。

春らしさが満載の
「桜モヒート」
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香港グルメ

ミクソロジストの平川氏

遊び心のあるボトルに
入った「シャングリア」

レアな日本国産の
ジンを使用した
「和 ネグロニ」シックで落ち着いた雰囲気の店内



香港香港

香港

　中環（セントラル）で本格博多長浜ラー
メンが食べられると評判の「ケンコー食品
ラーメン」。夫婦で店を切り盛りする山崎
夫妻の人柄もさることながら、季節を問わ
ず「もつ鍋」（HKD96）や「おでん」（HKD8
～）といった食欲そそられる居酒屋メニュ
が充実しており、さらに焼酎やワインが1
本無料になるお得なポイントカードが大
人気で、週に1、2度の頻度で来店する
ファンも多い愛され店だ。
　そんな同店に8月から、佐賀伊万里から
やってきた新メニュー「手まり寿司」が登
場！ 安全で美味しい日本産米を使用し、
見た目も可愛らしいひとくちサイズで、女
性にも人気が出そうだ。1日20食限定と
なっており、人気の配達弁当メニューにラ
インナップされた（10個入りHKD100）。配
送地域によっては1個からの注文も可能
で、売り切れ御免となっているので、前日
までの予約が好ましい。良心価格でバリ
エーション豊富な弁当自体は、当日午前
10時30分までの注文で時間通りの受け渡
しが可能で、WhatsAppからのオーダーも
受け付けている。

　「手まり寿司」を専属で担当する森山尊
弘（たかひろ）氏は、佐賀伊万里の仕出し屋
にて看板メニューであった「手まり寿司」を
作り続けてきた。2枚看板メニューであった
自慢の「だし巻き玉子」も香港販売に向け
て改良された「手まり寿司」セットに盛り込
まれている。今後は魚や肉が食べられない
方向けにも種類を増やしていく予定で、野
菜のみの「ベジタブルセット」なども構想に
入れている。
　「和菓子」と「寿司」の融合をイメージに掲
げ、見た目も鮮やか、味にもこだわった逸品
は、上品な甘みを醸し出すためにすし酢を
丹念に調合して作られている。文字通り、手
まりのようなふわふわとした食感を保ちな
がらも、米一粒ずつがしっかりと感じられ、
異なったネタとの相性も抜群でぱくぱくと
頬張れてしまう。当日の仕入れ状況によって
は、ディナータイムでも提供される予定で、
うっかり呑み過ぎてしまったビジネスマン
は奥様への良い手土産にもなるのでは？！
　「今後は1日200食が目標！」とはにかむ森
山氏だが、ここ香港でも、ひそかに寿司に次
ぐ「手まり寿司」の人気拡大を狙っている。

ケンコー食品ラーメン
住所：Shop B, C, D, Welly Bldg., 97 Wellington St., Central
電話：(852)2328-6227、
  　　(852)9667-0905（お弁当の注文はこちら）
  　　※WhatsAppでも承ります
時間：11:30～16:00、18:00～22:30 日曜定休

可愛すぎ
て

売り切れ
御免！

ケンコーラーメンに20食限定の
「手まり寿司」が登場
ケンコーラーメンに20食限定の
「手まり寿司」が登場
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都市名園  City Garden

蛇口ペニンシュラ1期

深圳

漾 日 灣 畔

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） 羅湖区濱河路與寶安南路交匯處

（間取り） 2LDK/86㎡

（室　内） 内装綺麗、家電・家具新品、清潔感有り

（環　境） 万象城（専門店街）、スーパー、レストラン、 

ウォルマートはすぐ下に有り

（備　考） 税金と管理費別途

（月　額） 10,000元

（所在地）　南山区蛇口金世紀南路＆望海路
（間取り） 2LDK/86㎡
（室　内） 日本式の内装、畳もあり
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
 華潤万家スーパー、 室外プール、ジム
（備　考） 税金と管理費別途
 日本人学校のバスルートに入っている
（月　額） 12,500元

（所在地） 南山濱海路與后海路交匯處
（間取り）  2LDK/80㎡
（室　内） 木の床、バスタブとウォシュレットが取り付け可能
（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、カルフール、
 天虹、映画館、ホテルジム、プール
（備　考） 税金と管理費別途
 日本人学校のバスルートに入っている
（月　額） 10,000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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　実はこの26位と言う順位、世界ランキングの指標だけ
で言えば、アジアにおいては日本、台湾、韓国、中国、そし
てパキスタン（25位）に次いで6番目である。世界ランキン
グとは、過去4年間のWBSC主催または公認の大会の結
果をポイントとして加算し数値化されたもの。また大会の
大きさ等によっても加算ポイントは変わるようだ。各世代
の大会も対象になり、トップチームだけでなく、U-23、
U-18、U-15、U-12の結果も加算されていく。
　つまり、各世代において安定した結果を残し続ける事
で、野球の世界ランキングの順位は上がっていく。2015年
に私が率い、西アジアカップで2位に入り順位を上げたイ
ラン代表ではあったが、世界ランキングが反映される期
間で大会に参加していなかったため、前回の49位から後
退し今回は52位となっている。アジア4強を除くアジア各
国の現状は、イラン代表のように、トップチームを派遣す
るだけで精一杯なのが状況なのである。
　以上の要素を加味すると、トップチームの結果と世界

ランキングは必ず
しもイコールには
ならないが、その
国々の「野球国力の
指標」といえば公平
に表されていると
私は思う。

　さて話は戻り、世界26位の香港野球の実力を見てみた
い。トップチームは2015年、東アジア大会で準優勝した
インドネシアを倒すもスリランカに敗れて3位になった
が、優勝国フィリピンに対しても1-2と接戦で東の王者を
最も苦しめた。それ以外にも、去年行われたU-18アジア
選手権においても、アジア4強に次いで5位に入るなど、
あと一歩及ばずの悔しい戦いをしてきている。

　この香港野球の強
さは一体どこから来る
のか、私は非常に興味
があった。香港野球関
係者と話し合いを続
けてきて気づいたの

は、香港棒球総会の持つ「組織力」だった。香港棒球総会
は、毎月1回行われる定例会において物事の取り決めを
行い、香港棒球総会のオフィスではスタッフが6人ほど常
駐している。役員は15人からなり、それぞれが違う役職を
持ち、責任を持って活動にあたる。当たり前ではないかと
思う方もいるかもしれないが、私はこれまでイラン、パキ
スタンを自分で目の当たりにし、その他にもアジア各国
で指導に当たる日本人野球関係者から各協会の現状を
見聞きしてきたが、これほどまで各役員の責任の所在を
明確にし、定期的に責務に当たっている国は聞いた事が
なかった。少なくとも、私が関わった国では、肩書きは

あっても結局、事
務局を取りまとめ
る人が全てに深く
関わり、ほとんどの
取り決めを主要幹
部数名で行ってき
ていた。
　この現状が見えてくると、ランキング世界26位、アジア6
位の意味がお分り頂けるのではないのだろうか。香港棒
球総会が待つ組織力は、経済的に発展している地域であ
る事と繋がっていると私は思う。いずれにしても、私は各
国の指導に当たる時、まずは各国の強みを探し出すが、
香港野球の持つ組織力は、野球の現場でも間違いなく強
み（武器）になると確信した。現場の選手たちの話が薄れ
てしまったが、一国の野球が発展に向かう上で、現場を支
える組織の存在はとても大切である。
　現在、香港代表を牽引する選手たちは、私より若い。こ
の若さが世界へ羽ばたく時、この組織力は間違いなく武
器になる。選手たちは当然のこと、香港野球界全体が、
もっと自信を手に入れたら、間違いなく化ける逸材が揃っ
ている。その未来の発展を支える基盤がある香港野球の
組織力は、これからの時代を生き抜く武器になる。

（次号8月18日は「香港野球代表のこれから」）

世界ランキング26位 香港野球の実力

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.2

photo by ©松橋 隆樹

３年前、講座に向かう
上海の地下鉄で
「私、お父さん大好きだったんだ～」と大泣きしました。
中国人もビックリです 笑

63歳で亡くなった父。
脳梗塞から最後認知が出ていた父を老人ホームに入
れたのは私です。

泣き崩れる母の代わりに
葬儀を取り仕切りました。

いつも冷静に、
母のために、
淡 と々、しっかり者の長女を演じました。

ほんとは一番泣きたかった。

どんな家族でも
家族の中に演じている
役割があります。

役割は家族という小さな組織の中で繰り返される。

父は、仕事のストレスをお酒やタバコ、ゴルフで発散さ
せるしかなかった。

母はあのとき、私に愚痴をいうことが必要だった。
そして私は母を助けるために父を攻撃し続けた。

我が家はいたって普通の家族でした。
誰が悪いわけでもありません。

どんな家族でも人は無意識に家族のバランスをとるた
め役割を演じているものです。

大人の満たされない心のはけ口となるのは、いつも弱
い子供だったりします。

お父さんにお母さんが叱られないよう言いつけを守る
子供。
お父さんとお母さんが仲良くできるよう道化者になる
子供。
お父さんとお母さんの関心を引きたくて問題行動を起
こす子供。

経験値の少ない子供は、一生懸命考えます。
「どうしたら家族が幸せに暮らせるのか？」

一番安心できる家族の中で、役割を演じ続ける子供は
自分の気持ちを殺すようになる。
本当の自分が分からなくなる。
うまくいっているうちはいいのですが、押さえつけられ
た心が悲鳴をあげ、やがて不登校や、家出、家庭内労
力などの、問題が起こるようになります。

家族病理といいます。

その役割が子供の権利を奪うものであるならば、本来
の子供として生きられないものであるならば、
繰り返されるパターンを切ってあげる必要があります。

お父さんに怒られないようお母さんが気を遣っている
家庭は、お母さんが強くなり、子供の代わりにお父さん
に言い返してあげる。

夫婦仲が悪く、子供が道化者を装っているときは、家族
で本音を話し合う。

関心をひきたくて問題行動を起こす子供には、関心を
注いであげる。

今とは正反対のことをすることでチェーンは切れます。
そのチェーンを切ってあげるのはあなたです。

家族の中で望まない役割を演じている人はいませんか？
それに気づくと、
深い愛に包まれます。 

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第38回 家族の役割
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