
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を募集。
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/
小売・流通 香港/香港島 RGF 香港22K～26K

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 30K～35K

ハンドヘルド機器および販売代理店の世界的
ブランドの企業にて事業開発エグゼクティブを
募集。日本市場での販売とマーケティング。オン
ライン家庭用電化製品またはモバイルアクセサ
リー業界で3～5年の営業経験がある方。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

外資系ゲームサイト運営会社が日本マーケット
担当のテクニカルコンテンツライターを募集。
日本マーケットのオンラインゲームサイトの
運営。Webサイト上のコンテンツ作成。Web
業界、モバイルゲーム業界経験者歓迎。

日系不動産企業にて営業担当者を募集。新規
顧客の開拓、既存顧客のフォロー。不動産情報
の提供、物件下見・同行、クロージングまでの
一連の業務。香港での就業経験もしくは営業
職経験者。英語で業務上対応可能な方。

RGF 香港香港/香港島 15K～19K営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/香港島 50K～75K

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・北京語ビジネスレベル。

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファンド
にてコンプライアンス・リスク管理担当者を募集。
5年以上の金融業界におけるコンプライアン
スオフィサーの経験のある方。当局対応経験
のある方歓迎。日・英バイリンガル。

RGF 香港香港/香港島 60K～100K企画・広報・経営管理系/
金融・保険

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/
コンサルタント

香港/香港島 10K～15K

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。

香港/香港島 RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～21K

日系ITシステム会社にてプログラマーを募集。既存Web
サイトの管理、提携先顧客のシステム管理、データベース
開発等。同業界で3年以上の経験がある方。IBM DB2/ 
DB2 iSeries, C#.NET, Java J2EE and MS 
Accessの知識のある方優遇。英語ビジネスレベル。

香港/九龍 RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～28K

日系アパレル商社にて営業マネージャーを募集。
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 40K～45K

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
を募集。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～45K RGF 香港香港/九龍

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を募集。
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/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。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 35K～50K

日系Eコマース企業にてEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。マーケティン
グ業務や新規顧客獲得の企画。5年以上の
オンラインマーケティング関連業務経験者。

香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～48K

日系の電子部品商社にて、営業担当者を募集。
深圳・香港のセールス、FAE、コーディネー
ターのチームの監督と華南地区および上海
中心の販売活動。電子分野での営業経験もし
くは管理やスーパーバイザーの経験のある方。

香港/新界

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

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。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 30K～45K

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

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
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インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 香港/新界 25K～30K

物流業界よりアシスタントマネージャーを募集！
日系アカウント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
業務経験者（3年以上）、英語必須、北京語あれ
ば尚可。

香港 30K～60K
日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験。

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

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 20K～24K香港/香港島

美容業界よりアイラッシュ施術担当者を募集！
未経験可。美容やアイラッシュ（まつげ）にご興味
のある方。新規ビザサポート込のフルタイム、
ビザ所有者は時間相談可。★英語ができれば
尚可（日本語のみも検討可）。

インテリジェンス
香港

30K～50K
経験により
応相談

香港/香港島

金融業界より法人営業職（日本語スピーカー）
を募集！ 営業として顧客対応と関係づくり、
金融商品のプロモーションなど。★証券業界
にて日系営業経験、最低3年以上、日本語・英語
ビジネスレベル以上。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港20K～25K香港/九龍

旅行業界よりウェブコンサルタントを募集！日本
からHK＆マカオへのインバウンドビジネスの
管理。エージェント・ホテルとの関係構築、日本
への出張など。★最低3年のセールスマーケ
ティング経験。

営業・コンサルタント/
旅行・レジャー・観光

インテリジェンス
香港

20K～28K
経験により
応相談

香港/香港島

金融サービス企業より営業職を募集！ 日本の
個人事業主や投資に興味のある顧客向けに
セミナーを香港で開催し、金融商品を提案して
いく日本人顧客担当業務。★金融業界における
日本顧客の営業経験が望ましい。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

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）

香港/新界 18K～25K 

食品・卸企業より営業職を募集！日本食取扱い
飲食店（ホテル含む）などへ向けた営業活動、
飲食店とのリレーションシップ、食品の受注、
納品など。★営業に自信のある方、語学不問！
（英語できる方は優遇）。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～30K香港/新界

車アクセサリー、パーツ業界より経理会計
マネージャ/アシスタントマネージャーを募集！
グループ連結決算に関しての、日本本社との
やり取り。★フルセット経理対応可能な方。

インテリジェンス
香港香港/九龍

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

35K～45K
経験により

日系最大手流通グループManager/GMを
募集！生産管理チーム(経験により食品、衣料品、
家電のいずれか)の管理職。★業界経験あり
（貿易、食品メーカー、小売業など）。

インテリジェンス
香港

香港/九龍会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 16K～20K 

電子業界より総務、経理を募集！帳簿付け、
本社経理と連携しての作業、雑務。★未経験者
も可だが、会社の方針に沿って安定したパフォー
マンスをしていただける方、マルチ業務に対応
できる方。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K～20K 香港/九龍

【香港在住の台湾語話者大募集】ゲーム業界
より翻訳者。商品の開発/広報/販促に伴う
各種翻訳業務（日→中文・繁体字） 、商品発売
イベント準備。★繁体字（香港・台湾表記）/
日本語に精通している方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～30K香港/九龍

電子部品企業にて経理を募集！経理業務全般、
香港人部下の管理、中国工場との連絡業務あり
（経理関連）。★会計業務経験者、広東語および
英語スキル（英語のみ可の方も、スキルによっ
て考慮可）。

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

15K～20K 香港/香港島
保険業界より営業職を募集！日系企業の営業
担当者として保険販売を担当、企業向けの保険
の契約更新や見直しなど。★英語or北京語
コミュニケーションレベル。

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！

インテリジェンス
香港

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

香港/新界 20K
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）
を募集。★英語・北京語or広東語できる方。

香港/香港島 30K～50K Reeracoen企画・宣伝・広報/
コンサルタント

大手ビジネスコンサル企業で、営業コーディ
ネーター業務の担当。営業担当と会計士の間に
入ってコミュニケーションを取り、最適な方法
を提案し業務をスムーズにすることが重要。

香港/香港島 30K～50K Reeracoen営業・販売系/
コンサルタント

大手コンサル企業で、コンサルティング営業
業務の担当。会計・法務に関する資格や経験
よりも、主体的にコミュニケーションを取り、
真のニーズを汲み取れる傾聴力が最重要。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～40K

香港にある日系証券会社にて機関投資家や
個人投資家向けの新規開拓営業を担当。主に
日本株や投資信託の販売が中心になり、入社後
は英語にて香港の証券取扱者資格の試験を
受ける必要有り。

香港/香港島

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～23K香港/香港島

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会計経理・経営管理/
外食・フード 香港/香港島 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業務。

ビジネス（香港・広東共通）
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！
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香港/香港島 ～30K Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

アートを取り扱う企業での経理を募集。香港
でのフルセット会計のほか、日本オフィスの
経理も管理。日本での経理・税務業務の経験
がある方優遇。英語ビジネスレベル。

香港/九龍 ～15K Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

電子部品製造業の営業担当として、日系既存
顧客のフォロー・現地系新規顧客の開拓。電子
部品商社での営業経験者（3年以上）優遇。
未経験者検討可（要相談）。要英語・北京語。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～30K
日系投資会社のリーガル・経理スタッフのアシ
スタントとして事務回りを担当。秘書またはアシ
スタント業務の経験があり、細かい業務を正確
に行える方。英語ビジネスレベル。

香港/香港島

Reeracoen23K～30K香港/九龍
EMS部門の営業職を募集。入社後は、最低
メインの既存企業を1社担当、新規顧客獲得
の営業担当。 

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

Reeracoen20K～23K香港/新界

日本のお客様及び海外オフィスからの問合せ
対応、見積作成やプレゼンテーション作成。
テンダービジネス(入札ビジネス)、事業開発
対応。新規事業開発のためのマーケットリ
サーチ、データ分析。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 20K～25K
日系医療業務企業で、カスタマーサポートの
マネージャーを募集。事故治療のレポート作成、
病院への同行、日本人顧客向けセミナーの開催、
医療機関への営業など、多岐に渡る業務。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

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

20K～26K香港/九龍
大手日系アパレルメーカーで、営業マネー
ジャーを募集。主に、欧米企業への営業を担当、
既存顧客フォロー、新規開拓。

Reeracoen20K～30K香港/新界
日系の繊維メーカーの香港支社にて営業や
マーケティング業務を担当。主に香港や中国系
企業への高機能素材の製品の新規開拓。

営業・販売系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

Reeracoen
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）

20K～23K
香港企業の日系食品会社で、MDの秘書担当
を募集。飛行機、ホテルの手配、資料作成、電話
応対、スケジュール管理、日本からのVIP対応
業務。

香港/新界

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

香港国際空港にて、チケットカンター及びボー
ディングゲートでの業務全般を担当。日系企業
での勤務。

香港/九龍
～30K
(経験により
応相談)

Pasona Asia営業・販売系/商社

深圳・香港でのセールスマネジメント、既存顧客
とのビジネス拡大や新規顧客の開拓と営業
チーム・部下の指導。電子部品商社での営業
経験、管理職・スーパーバイザーの経験がある方。
要英語・北京語。

25K～30K
(経験により
応相談)

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/商社

電子部品商社のセールスエンジニアとして日系
顧客企業と日本本社・中国工場との間に立ち、
技術的な問題の解決、顧客の工場アテンドを
担当。3年以上の業界経験、要英語・北京語。

Pasona Asia香港/九龍

Reeracoenサービス系/外食・フード 時給HKD
50～80香港/香港島

日系レストランで店舗ホールスタッフを募集。
料理の提供、ワインのサーブ、香港人スタッフに
日本のサービスの指導【正社員も検討可能】。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 40K～60K

「日本基準の安心」と「世界トップ水準の商品
サービス」を提供する資産運用サービス専門
銀行での業務。一般～ウェルスマネジメント層
の個人顧客に対し、RMとして従事。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 20K～25K
日本食材の輸入、卸売り業務（香港内）および
再輸出。東南アジア•オセアニア諸国および
欧米諸国の食材の輸入、卸売り。日系企業を
中心とした既存ルート営業。

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

時給HKD
70～120進出コンサル企業でのパートタイム業務。香港/香港島

広州 20～30
万円

華南WORKSサービス系/外食・フード 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

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/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を募集。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。

20K～40K
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

会計コンサルタントまたは顧客窓口。 香港WORKS香港/香港島
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香港 香港

香港

Q1：余総経理が深圳に来てからこれまで、ご自身が感じている、
深圳の一番の変化とは何でしょうか。
余氏：2004年末に、正銘ビジネスコンサルティングに入社する
までは、旅行で深圳に来たことがあった程度でした。今の仕事
を始めて、約13年生活して特に感じるのは「国際化」です。ただ、

街で外国人をよく見かけるように
なったというわけでなく、それに
伴って深圳という都市自体の民度
が向上したと思います。特に中国
の他都市に比べると、上海のよう
な大都市であっても、やはり深圳

は違うと感じてしまうほどです。15年程前に、東京に少し滞在し
ていたことがあって、そのときは人々の考え方、サービス、マ
ナー、街並みに感動したのを覚えています。今でも東京のそう
いった部分は素晴らしいと思いますが、深圳は、シンガポール
や香港のようなアジアを代表する都市と大差がなくなってきた
と個人的には感じています。たった数年で差を縮めることが出
来るのが、深圳なのです。

Q2：では、経済面での変化はいかがでしょう。また、御社はその
変化にどのように取り組んでいますか。
余氏：設立時は、ちょうど、中国経済が急成長する兆しが見えて
きた頃で、日本の中小企業の中国進出や新規企業の立ち上げ
などが盛んな時代でした。日系大手企業は、すでに中国進進出
を果たしているところが多かったのです。あらゆる日系企業を
サポートする13年の間、日中両国の政策などで華南地域の経
済には様々な変化がありました。3つのターニングポイントをご
紹介しましょう。
①2007年頃まで多
かったのは、いわゆる
来料加工工廠です。
中国に現地法人を置
くよりも税制の面でメ
リットがあったためで
すが、中国に税金の

恩恵が少ないため、政府が独資企業化を推し進め
たのです。そのタイミングで独資企業への切り替
えサポート依頼が増えたことで、わが社が急発展
しました。
②アベノミクスで円安が進んだことで、在中日系企
業はとても苦しくなりました。そのときは、コスト削
減法の提案が中心となり、人員削減と東南アジア地
域への進出サポートが主でした。
③その後は、外資企業に中国国内に留まって欲しい
と政府が税制改革をし、ただ税金がかかるだけの営
業税から、控除や還付を受けることの出来る増値税
へと切り替えました。円安が進んだり、税制が変わっ
て、どのように深圳で生き残っていくかと考えたと
き、13億人の巨大マーケットである中国国内販売へ
目を向ける企業も増えてきたことで、それに伴った
サービスを、我々も提供するようになったのです。

Q3：深圳は「若者が多い街」だそうですが、これから
深圳を担う彼らに大切なものは何でしょうか。
　深圳は、中国特有の、人間関係の“しがらみ”のようなものが
少ないのです。全土から人々が集まっているので、家族や親戚
など関係なく、誰もが同じスタートラインに立つことが出来る。
努力をすれば、それに合った報酬を得ることが出来るという、開
放的で国際的なところが特徴です。それは、外国人であっても
同様です。そのため、深圳で生き残るには向上心があって努力
が出来ることは前提として、責任感や忍耐力もある若者でない
と成功できないと感じます。本気で深圳ドリームを掴もうとする
チャレンジ精神は大切ですね。

　変わり続けていく中国では、サポートする企業のニーズも当
然のように変わっていく。そのため、さらに細かく、深くまで関
わったコンサルティングが必要になるのだそう。例えば、進出が
多かった時代は加工貿易一元化サポートが多かったとしても、
それぞれの企業がノウハウを得れば、そのニーズは減るため、
必然的に別サービスの提案や依頼が増す。

　現在、深圳正銘ビジネスコンサルティング有限公司では、労
務・法務セミナーを行ったり、国内販売・債権回収サポートなど
にも力を入れている。常に新たなサービスを提供しようと企業
努力は惜しまない。
　今回、余氏に話を伺ってみて、深圳では、人も企業も変化する
ことを恐れないものが、勝ち残っていくのだと感じた。めまぐる
しく発展していく「深圳」の変化を、あらゆる角度から見つめて
みよう。

2004年に設立後、13年に渡り日系企業をサポートし続ける「深圳正銘ビジネスコンサルティング」。経済的・
文化的にも著しい発展を遂げる深圳を見つめ続けるのは、同社深圳オフィスの総経理を努める余新華氏だ。
今回は、外から見ているだけではわからない深圳の進化について伺うべく、余総経理にインタビューを実施！

深圳正銘ビジネスコンサルティング有限公司
（Syomei Business Consulting LTD）
住所：深圳市福田区深南大道与香蜜湖路交界西北
  　　陽光高尔夫大厦1808-1809号室
電話：(86)755-2652-5005/5285（代表）
メール：syomei@stakach.com
ウェブ：www.stakachi.com
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余新華　総経理
中国・陝西省出身。西北大学卒業後、
上海財経大学MBAを取得。大学でも
学んだ日本語を活かして日系企業に
勤める。2004年に正銘ビジネスコンサ
ルティングに入社し通関・財務・外資決
算分野を10年以上のキャリアを積み
現在に至る。
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！ 香港一アットホームなサッ
カーチームです！
活動内容は、毎週末の試合、練習、海外
遠征、飲み会、レクリエーションと幅広く
年間通じて活動しています！
サッカー経験問わず、チームの一員と
なり一緒に楽しく盛り上げてくれる方大
募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
専修大学  OB会  香港、華南支部
開催日時：2017年11月24日（金）
場所：香港　
専修大学、石巻専修大学、専修大学付
属高等学校、専修大学松戸、北上、玉名
高等学校をご卒業の方または関係者の
皆様でご興味のある方はお気軽にご連
絡下さい。
メール：nishi0205@gmail.com(担当：西)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホリスティック オラール&歯科医療センター
ホリスティック オラール&歯科医療セン
ターではフルタイムカスタマーサービ
スアシスタントの日本人スタッフを募
集。一週間で5日間勤務。勤務時間は朝
9時から夜6時まで。英語堪能な万。
連絡先：3100-7068 Ms. Vivian Tse (English)
vivian.tse@drgordonchiu.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
当センターでは、日本人の受付事務ス
タッフを募集しています。勤務内容は生
徒さん対応、電話やメールのやり取りな
ど。PCできれば尚可、長期勤務可能な方。
勤務時間：月、火 18：00～22：00 
ご興味があればお気軽にご連絡下さい。
委細面談。
電話：(852)3520-2329　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。まず履歴書をファックス
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。）

　ビットコインは最近、初めて2,500ドルを突破した。中国からの需要の増加、 
ICOs (initial coin offerings)の活発化により直近の価格の上昇を招く可能性が高
まっている。このマイルストーンが登場したことで、私は比較的馴染み深い2つの
技術、ユニファイドコミュニケーション（UC:通信手段を1つのシステム上で統合し
て利用できるようにする技術や仕組み)とブロックチェーンを繋ぐアプリケー
ションについて再考を試みた。
　ブロックチェーンとは、多くの技術的な詳細が不要、本質的、永続的に検証さ
れ記録される、トランザクション(ユーザー間でやり取りした決済情報などの取
引)のリストのことだ。新しいブロックはそれぞれ、前のブロックに時系列順に
リンクされ、チェーンを形成する。ブロックチェーンは、パブリック分散型データ
ベースに格納されることが一般的で、誰が何を所有し、遡及的な変更から効果的
に免除されているかを明確に記録するので、ビットコインなどの暗号化通信で
使用される。
　では、ユニファイドコミュニケーションにはどのようにブロックチェーンを適用

できるのか？ 収束のポイントは次の3つだ。
❶アイデンティティ：ブロックチェーンにより、
人々はコミュニケーションの相手を確認する
ことができるが、アイデンティティ管理の面に
おいても、特に今日の匿名のデジタル文化に
おいて、非常に強く作用する。たとえば「Jive 
Communications」では、誰が他の回線にいる
のかを確実に知ることで多くのノイズを排除
し、ユーザーにプライバシーを提供している。
❷秩序化：ブロックチェーンにより、人々は通

信がいつ発生するかを確かめることができる。各トランザクション、またはブロッ
クは、一般的に普遍的なプロトコルで記録され、特定のイベントや通信ストリー
ムにおける秩序を確立・検証し、記録されるので、たとえば法律事務所で、弁護士
が電子メール、チャット、テキスト、電話、さらには物理的な地域の順番を明確に
証明できるようになれば、曖昧さの軽減と、明確な請求書作りにも役立つだろう。
　またコンセンサスなコミュニケーションの秩序を確立することは、商標や特許
など知的財産の世界にも大きな影響を与える可能性がある。本質的にブロック
チェーンは、高い価値を扱い、混乱とあいまいさが存在するあらゆる分野に秩序
をもたらすのに役立つ。
❸オートメーション：ブロックチェーンにより、より迅速且つ安全で信頼性の高い
自動通信が可能になる。特にあらかじめ構築されたアルゴリズムに基づく電子
メール、システムアラート、通話通知、ビジネスSMSなどの自動通信やデジタル通
信はなど一部では既に広まりつつある。
　簡単な例を挙げれば、一般的な自動車販売代理店には、車の発注、出荷の確
認、請求書の支払いなどがあるが、ブロックチェーンを利用すれば、ディーラーは
注文プロセスを最初から最後まで自動化することができる。ただしこのタイプの
自動化されたシステムが普及していくには、アルゴリズム間の通信や金融取引
の明確で、時系列に沿った確実な履歴が不可欠になる。

　アイデンティティと秩序についての確実性、オートメーションへの関心の高ま
りから、ブロックチェーンとユニファイドコミュニケーション技術は最終的に収束
する可能性が高い。まだ未知数な部分はあるが、これらの2つのテクノロジーは
合理的に開発されているため、ノイズが少なく確実で、より効率的なコミュニ
ケーションが可能な未来はそう遠くはないだろう。

ブロックチェーンが
ユニファイドコミュニケーションに
およぼす作用とは
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　5年ほど前、働くためのスペースを探し求める中国のフリーランサーや起業家達は電
源コードを使えるカフェを追い出され、同じような志を持つ仲間と安く小さなアパートを
借りたりしていた。 各々散らばった彼らに、コミュニティの感覚はほとんど無かった。
　しかし深圳や北京、上海成都、広州などで新興企業達のスタートアップの動きは加
速し、中国国内でコワーキングスペースは急速に広がった。そしてそれは欧米とは若干
異なった様相を呈している。
　コワーキングスペース事業を展開する大手、WeWorkの時価総額はいまや約180億米
ドル。15カ国140カ所以上にスペースを持ち、中国には上海に2箇所を開業した後、5月に
北京でも2箇所を開設した。早ければ2018年頃には深圳にも進出するという。
　そしてWeWork最大の中国のライバル、UrWorkは最近新規のスペースに投資する
ために5,800万米ドルを調達したと発表した。現在20都市に数十のスペースを有し、深
圳および他の地域でも展開を図っている。
　これら2社ともに共通して、広報は口が堅い。これは中国でコワーキングスペースの業
界が競争力の高い市場であることを物語っている。そして同業界の各企業は、コワー
キングスペースよりも、“コミュニティ”と呼ばれることを好む。

　「コミュニティはキーワードです。」西欧企業に中国の電子商取引について教える深圳
の新興企業、GlobalFromAsiaの創設者であるMichael Michelini氏は語る。「成功者はま
ず、場所を作るよりも先にコミュニティを構築するのです。」彼は2012年に共同作業ス
ペースを提供するビジネスを興したが半年で立ち行かなくなった。だが今や同ビジネス
業界は順調に拡大し、適切な時期に事業が展開されていることを物語っている。
　大手が国際的な顧客と個人のイノベーターにスペースを供給する一方、深圳では
SimplyWorkやUrWork、WeDo、CoWorkといった各企業は個人の起業家はもちろん、
よりローカルな新興企業やハードウェアテックのベンチャーなどにアプローチし、着実
に業務を拡大させている。
　SimplyWorkの担当者は「コーワークスペースビジネスは始まったばかりのビジネス
なので、競争の激化についてはあまり心配がないように思う。一企業だけでマーケット
全体の需要を満たすことはできないし、若い世代が労働力に加わるにつれて、中国に
はさらに多くのフリーランサーが出現するだろう。中国の他の世代と比較して、彼らは
楽しい環境で好きなことをしたい、面白い人と出会い、コラボレーションしたい、と喜ん
で働きたいと思う傾向が強い。」 と語る。
　多くのスペースは、コミュニティの意識を高める週1回のグループ活動や来訪者の講
演を開催し、施設内にあるジムや瞑想室、サウナ、スペースに流れるお洒落な音楽などの
いわゆる魅力的な“オマケ”の設備は、安定した仕事に執着しない若者達を引きつける。 
　コワーキングスペースの成長の一部はイノベーション主導の経済を求める習近平
国家主席率いる政府が意図したものであり、地方政府もその奨励のために財源を割
いている。
　Michelini氏は、「政府はブルーカラーのイノベーションへの移行を懸念していると思
います。政府は間接的、または直接的に資金を調達しており、市場はすでにコーワーキン
グスペースに対応する準備ができ
ていると言えます。」と語る。
　政府による絶え間ないイノベー
ションの呼び鈴は、若者が親達に
新興市場に携わっている旨を伝え
ることを容易にし、中国でのコー
ワーキングスペースの可能性を高
めている。

中国のコワーキングスペースはなぜ、
若きイノベーター達を呼び込めるのか
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　映画版『舟を編む』は香港で4
年前、異例の大ヒットを記録し
て関係者を驚かせました。２ス
クリーンのみの限定公開で始
まったものの、じわじわ人気を
上げて４か月を超えるロング
ラン上映。４か月といえば、スク
リーンの数こそ違いますが『君
の名は。』と同じ長さです。観客
動員４万人、つまり人口比から

すると、70万人動員の日本に匹敵する割合の人たちが映画館
に足を運んだことになります。香港ではかつて『NANA』が若
者に人気で、あの映画に出ていた松田龍平と宮﨑あおいが
お目当てでは、とも考えましたけどね。『深夜食堂』の小林薫と
オダギリジョーも出ています。それにしても、こつこつと辞書
を編纂する地味な話が香港で人気というのは確かに異例。
　『舟を編む』の香港での題名は『字裡人間』。この「人間」は
日本語と違って「人の暮らす世の中、世間」といった意味であ
ることは以前書いた通り。日本で使用頻度の高いこの語は「日
本っぽい」と認識されているようで、究極、攻略、爆笑、物語、
幽霊、殺人事件、などと同じく日本アイテムの翻訳タイトルな
どによく付けられます。『字裡人間』の小説版は『啟航吧！ 編
舟計畫』、これもおさらいですが「計劃」（計画）を「計畫」と書
くのは台湾。台湾で翻訳されたこの本が香港の最寄りの書店
に並んだその翌日、全て売り切れました。『啟航吧！ 編舟計
畫』が『字裡人間』だと知っている熱烈なファンが目ざとく見
つけて買ったのですね。参考までに現在香港の書店で目にす
る「人間」は、太宰治『人間失格』、江戸川乱歩『人間椅子』、バ
ルザック『人間喜劇』（日本でつけられた訳題、中華圏でこの
まま使われています）。

　「辞書に間違いがあったらどうします？」「辞書を信用しなく
なります」。こういう会話が映画版『舟を編む』に出てきますが、
日本の辞書がまともになってきたのはつい最近のこと。かつて
は、笑いと驚きと怒りと呆れ…なしでは見られないひどい代物
で（かの『広●苑』も含めて、と言いたいですね）、そういう辞書
が高度成長期の出版好景気の時代に量産されていたのです。
辞書の初版は出版記念と称して割引きセール、しかしこれは、
初版には間違いが多いので安く売りさばいてしまえ、という魂
胆。間違いを見つけてはがきに書いて送ると粗品がもらえた
ので、辞書のアラ探しの達人、粗品稼ぎのハガキ職人（？）とい
うやからもいました（わたしくは、違いますよ）。また、既存の辞
書からの孫引きも常態化で、これは現在も、例えば、千ページ
を超える中国語辞典のうち実に８種類において、「可愛」（かわ
いい。愛すべき）のところに判で押したように「可愛的祖国」（愛
すべき祖国）という例文が載っています。
　「花」の意味を「植物の生殖器官」とするのがなぜよくない
かというと、まず、これでは植物学の「定義」であって言葉の
「意味」ではありません。そして、例えば「つぼみ」との違いは何
なのでしょう。同じく「生殖器官」でいいじゃないか、って？　
ならば、そう言う人は来年のお花見のときに、ぜひ、桜がまだ
つぼみのうちに「生殖器官」をめでに行っていただきたい。徹
夜の場所取りは絶対必要ないことを保証します。多くの人が
見たいのは「つぼみ」とは違う「花」なのですから。また、中国
のレストランで、水がほしいので筆談で「水」と書いて見せると
「お湯」が出てくる、という苦情をよく聞きます。中国語の「水」
や英語の「water」は日本語と違って温度の違いを区別せず、
すなわち「みず・ゆ」の両方にあたるので、ただ「水」としか書
いてない辞書は言葉の意味を正しく説明していないことにな
ります。日本のカボチャは「パンプキン」ではない、ということ
は最近知られるようになってきました。ハロウィンのおかげか

もしれません。原産地であるアメリカの英語で「pumpkin」は
皮がオレンジ色のものだけ。緑のカボチャは「squash」。この
違いは辞書によって書いてあったり書いてなかったりします。
植物学的にどうであれ、アメリカ人にとっては別物。言葉と
は、そういうものなのです。
　『舟を編む』の原作小説では、「痔」に、「ぢ」というルビがつ
いています。仮名遣いに無頓着な作家は多いです。でもこの
字に作者が振り仮名を振ったとは考えにくく、かといって大手
出版社がこういう「誤字」をするというのもうなずけません。
わざと、なのでしょうか。辞書では、「ぢ」と引いても「痔」は見
つかりません。キーボードで「ぢ」と打っても変換しません。
「痔」は、「じ」が正しいからです。「ぢ」だと思ってる人が多いの
は、痔の薬を江戸時代から売っているという、かの有名な製
薬会社の看板の影響。「ぢ」は旧仮名遣いです。誤用でも社会
一般に広く定着しているものは載せるべき、という新しい時
代の辞書の精神を「ぢ」にも適用すべきかどうか、難しいとこ
ろですね。かつては香港にもビクトリアハーバーの夜景の中
に赤々と輝く横10メートル縦12メートルの巨大な「ぢ」のネ
オンがあって、10年以上の永きにわたって日本人観光客の目
に強烈な印象を焼き付けていました。
　辞書と「字」の話のオチが「痔」になってしまって、すみま
せん。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

語 

言

言
葉
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 124＜辞書の話＞
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　はじめまして、香港在住3年目の宇都宮です！ 
　今回、私はランゲージワールド（以下、LW校）の英
語クラスを体験受講することになりました！私が受
講した英語クラスはすでに英語コースが始まって
いたため、途中入学で他の生徒さんと一緒に授
業を受けました。
　普段から英語学習をしているわけではありま
せんでしたが、以前より映画を英語字幕で観るよう
に意識しながらリスニング力を向上したいと考えて

いました。今回は体験受講を通じて英語学習のモチ
ベーションアップに繋がればと思い、受講前からとてもわく

わくしています！

　1回目の授業は生徒全員が簡単な自己紹介をした後、LW校で使用し
ている教材を使用した主にリスニングとスピーキングが中心の授業で
した。教材の各章がテーマ別に分かれているので内容も非常に分かり
やすく、スピーキング
では日常生活で使用
する英単語やフレー
ズを学習しました。リ
スニングでは、“状態”
を示す“ing”形をテー
マにした、病院で問診
する際に使用するフ

住所：Units C & D, 10/F., (ITC Bldg.) Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458<荒木>
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk

レーズを学習した後、実際に
医者と患者にパートを分け
てロールプレイングも行い
ました。
　1回目の授業を終えて、語
彙力やリスニング力はまだま
だ足りないなと痛感しまし

た。また、ネイティブスピーカーが話すニュアンスは学習だけではなかな
か身に付かないことも大変参考になりました。教材にある英会話も完全
には聞き取れることができませんでした。スピーキングでは先生からの
質問に対して自分の考えを表現する際に稚拙な表現しか出来なかった
ことも今回の授業で痛感しました。“Should”の用法についてもこれまで
自分は比較的強い要求だと理解していましたが、実際はあくまでアドバ
イス程度の弱い表現だと知ることもできました。何よりも生徒の皆さんが
温かく迎えてくれたことが嬉しかったです。
　来週の英語クラスも引き続き、頑張ります！来週の英語挑戦記も楽し
みにしていてください！

3回の授業で生活がどこまで変わる？
もっと自由に英語を話すことができたら、香港のプライベートライフがより楽しくなると
思いながら、なかなか英語学習の時間が取れずにいつの間にか時間だけが経ってし
まっていた…そんな方も多いのではないだろうか。今回、ランゲージワールドが提供し
ている英語クラスに挑戦するのは電機メーカーに勤務している香港在住3年目の駐在

員、宇都宮弦一郎さん。今週より3回連載で英語クラスを受講した宇
都宮さんの生の声を紹介する。

第1回（全3回）

体験入学受講者：宇都宮弦一郎
香港在住3年目。香港人に負けない食欲
と機内でも真っ先に広東語で話しかけ
られる見た目とを併せ持つ香港人の素
質ありの日本人。一方、広東語、北京語、
英語、時折日本語と高い言語能力を
持った香港人に甘えて、なかなか自身の
語学力向上が儘ならない今日この頃。

講師：アレン
サンフランシスコ出身。カルフォルニア
大学卒業後、香港にて英語講師としての
キャリアを歩み始め、大手英語学校にて
ネイティブ英語講師、マネージャーとして
の経験も持つ。日本人への指導経験も豊
富で、LanguageWorldにてキッズ、主婦、
ビジネスマンと幅広く指導している。楽し
くユーモアあふれたレッスンが好評。
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 経験者多数！？ 指にアロンアルフアが
 ついてしまったときの対処法
　アロンアルフア使用
中に指にくっついてし
まい、なかなかとれず
に困った経験はないだ
ろうか。無理にはがそう
とすると皮膚まではが
れてしまう恐れがある
ため、注意が必要だ。
そんなときは、40℃程
度のお湯の中で揉み洗
いすると、汗が出ること
で、はがれやすくなるそう。もしくは、マニキュ
アの除光液を使うと、アロンアルフアが溶けて
はがれるそう。お湯や除光液は、応急処置とし
て効果的だが、アロンアルフアの使用頻度が
高い場合は、専用のはがし剤「AA超能膠 
Debonder」を常備しておくのもおすすめだ。

 注意！ 布に染みこむと発熱するって本当？
　巷では、アロンアル
フアでストッキングの
伝線が広がるのを止
める応急処置方法が
あるのをご存知だろう
か。ストッキングに穴
が空いてしまったら、
その部分をつまんでア
ロンアルフアを少量塗
布し、接着するのを待
つと、それ以上広がら

ないという。ただし、瞬間接着剤は布などの繊
維状のものに染みこむと、繊維内の水分で急
激に化学反応が促進され、硬化が進むと場合
によっては白煙をあげて発熱することもあり、
火傷の危険性もあるのだとか。そのため、ス
トッキングに使用する際は、ストッキングを
摘んで、充分に皮膚から離し接着すること。
　また、綿やポリエステルなどの素材に液状の
瞬間接着剤が染みこむと、100℃前後まで温度
が上昇することが確認されているそう。アロンア
ルフア使用時に、手に付かないようにと手袋を

する場合は、軍手などの染みこみやすい素材は
非常に危険なため、ポリエチレン製の手袋を使
用しよう。また、布の接着などに使用する場合
は、染みこみにくいゼリー状タイプがおすすめ。
穴の空いたストッキングの応急処置も、有効だ
がくれぐれも注意して試してほしい。

 試してみて！ 速くくっつく裏ワザ集
今回は、接着速度がアップするという
裏ワザを3つ紹介！

①タバコの煙を吹きかけてみよう
　アロンアルフアで接着させた部分に、タ
バコの煙を吹きかけることで接着速度が
アップするそう。タバコの成分であるニ
コチンが、アロンアルフアの主成分であ
るシアノアクリレートと反応して、硬化
のスピードを促進する
といわれている。

②人肌程度にあたためて
　冬場や極度に寒いところでの
使用する際、愛用者の中には接
着が遅いなと感じたことはないだろう
か。接着面の温度が低いと硬化が遅くな
るのだとか。温度がたかくなると硬化反応
が高まるため対策としてはドライヤーを使って
少し温めると良い。ただし温めすぎると被着剤
が溶けてしまったり、火傷してしまうので30℃程
度で行なうよう注意。人肌程度を目安にしよう。

③木材の場合は湿らせるのもアリ
　木材を早く接着させたいとき、接着する片面
を霧吹きなどを使って軽く濡らしてふき取り、
ほんのりと湿らせた状態で、もう片面にアロン
アルフアを付けて両面を合わせるようにする
と、接着速度が上がるのだとか。瞬間接着剤の
主成分シアノアクリレー
トが水分に反応して硬
化する性質を利用し、よ
り水分を含ませることに
よる接着スピードアップ
の裏ワザだ。

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」。
弊紙では6月に、東亞合成社の協力のもと、

「アロンアルフア」の歴史や雑学を紹介し、指紋採取実験をレポートした。
今回は、「アロンアルフア」の豆知識や注意点、

使用時に困ったときの対処法をご紹介すると共に、実験第2弾をお届け。

の

言いたくなる話 Vol.2

アロンアルフアの
はがし液

「AA超能膠 Debonder」

染みこみにくいゼリー状
「AA超能膠Gel Non Drip」

接着力実験！ 「ぽけっとページ電話帳」が何冊持ち上げられるかな？
　アロンアルフアは、500円玉大くらいの接着面で乗用車1台を吊り上げることが出
来るという。これについて、東亞合成社は、「1ｃ㎡の接着面積で、接着後に一昼夜
放置した場合、最高強度は350kgの重さに耐えることができる」と発表している。
この情報を踏まえ、弊社では、接着後10秒ほど置き、1冊182gの「ぽけっとページ
電話帳」が何冊持ち上がるのかを実験してみた！

用意するもの：
 ・アロンアルフア（All Purpose）　　・ドアに引っ掛けて使用するフック
・ぽけっとページ電話帳　　　　　・ぽけっとページ電話帳を束ねる紐（伸縮性のないもの）

　アロンアルフアは、接着力を表現したCMが印象的だが、いざ自分達でやってみると、楽し
め、感動すら覚えた。本当はもっと重たいもので実験したら面白いのだろうが、今回は、人の
手で持ち上げることや、身近な環境で行うことを考慮した方法をとった。読者のみんなも、気
になるもので接着力実験を行ってみてはいかが！？そのときは、くれぐれも、対象物の重さや
周囲に注意して行うようにしよう。

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

　　

❶まずはフック同士を接
着。ちょうどドアに引っ掛
ける部分のコの字型の
部分同士を接着して10
秒ほど放置。

❷手始めに15冊から。紐
でぽけっとページを束
ねて、紐にフック部分を
引っ掛けます。そのまま
ぐっと持ち上げます。余
裕ですね！

❸続いては20冊。こちらも
問題なく持ち上がりま
すね。

❹少し調子に乗り、100冊
入っているこちらの1箱に
チャレンジしてみました！

❺重量は18.2kgになりま
したが、ご覧下さい！ 持
ち上がりました！

❻ちなみに接着面はこん
な感じです。この範囲だ
けで、ぽけっとページ電
話帳を100冊持ち上げ
ました！
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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！

　金鐘(アドミラルティ)にあるショッピングセンター「パシ
フィックプレイス（Pacific Place）。ショッピングはもちろんの
事、数多くのレストランが店を構える話題のグルメスポット
としても注目を集める場所。パシフィックプレイスの1階に
昨年オープンしたイタリアンレストラン「Operetta」がある。
同店は近隣で働くビジネスパーソンからモール内の買い
物客、映画の前後で食事をする人たちで常に賑わってい

る。同店が新たにコンラッドホテルの
人気イタリアンレストラン「Nicolini」
の元エグゼクティブシェフでミシュ
ラン一つ星シェフLuca氏を迎え、メ
ニューを一新。心温まる親しみやす
い空間でイタリアの新鮮な旬の食材
をメインに使用したファミリースタイ
ルの本格イタリア料理を提供する。
　まずはイタリア料理の代表料理の

一つである「Egg Plant Parmigiana」でスタート。たっぷりの
トマトソースと溶ろけるパルメザンチーズになすびでドレ
スアップ。オーストリア産の和牛にグリーンピースと黒ト
リュフソースを添えた「Australian Beef Carpaccio」はさっぱ
りした口当たりで白ワインと一緒に頂きたいメニュー。香港
ではなかなか味わうことのできないカルゾン「Calzone 
Provolone」はシンプルにチーズとハムで同店自慢のピザ
と共にオーダーしたい大人も子供も大好きな味。パスタに
はキャビアからいくら、雲丹とともにカルボナーラに仕立
てた「Spaghetti Fish Roe “Carbonara Style”」は贅沢な味わ
いが魅力。シンプルにオーブンでベイクドした鱸（すずき）を
オリーブやトマト、ジャガイモで合わせた「Oven baked Sea 
Bass」はシェアしていただこう。お肉好きには季節の野菜と
ローズマリーソースを合わせた「Spring Chicken “Diavola” 
Chili」を。柔らかいお肉とシンプルながらも味わい深い味。
　デザートにはイタリアを代表するデザートの「Tiramisu」
を忘れてはいけない。伝統的なティラミスをマスカポーネ
のフォーム、レモンチェロゼリー、コーヒーゼリーで再現。軽

い口当たりで甘さ控えめ
な大人の味。今が旬の新
鮮なピーチが口当たりが
優しい「Lemon Tart」は程
よい甘さ加減でスイート
はあんまりという人でも
楽しむことができる。
　おいしいイタリア料理のお供にはイタリアンワインを。イ
タリア各地方のワインを数多く取り揃えていえるので、メ
ニューに合わせたり、その時の気分に応じて知識豊富なソ
ムリエに気軽に相談してみて。イタリアの各地方のワインを
はじめ種類豊富なワインを取り揃えている。
　平日のランチは2～3コース（HKD178～）やゆっくりと楽

しむ週末のブラン
チもおすすめ。
　さあ、落ち着い
た雰囲気の中で
ゆっくりとおいし
いイタリアンを楽
しみに出かけて
みては。

Operetta 
住所：Shop 112, Pacific Place, 1/F., 88 Queensway, Admiralty
電話：(852)2115-8080
営業時間：11:30～22:30
ウェブ：www.operetta.hk

ミシュラン一つ星の新シェフを迎え新メニューを紹介
イタリアンレストラン「Operetta」

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。

「Spagetti Fish Roe“Carbonara Style”」

エグゼクティブシェフの
Luca氏

シンプルな味付けの「Oven baked Sea Bass」

黒トリュフが決め手の
「Australian Wagyu Carpaccio」 

イタリアの定番デザートで
大人な味の「ティラミス」

洗練してモダンながらも温かみを
感じるインテリア
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味の良いニューヨー
ク・イタリアンのパスタ
などで定評のあるこち
らのレストランだが、
訪れた際はデザートの
ために胃のスペースを
確保しておくことを強
くお勧めしておこう。リッチでクリーミーで味わい深く、絶
品のニューヨーク・チーズケーキは、幸福な食事の最後を
飾るのにぴったりだ。

Carbone
New York Lemon Cheesecake

住所:9/F., 33 Wyndham Street, Central
ウェブ:www.carbone.com.hk

お勧めは実はチーズでは
なく、ギリシャヨーグルト、
”Labneh”を使ったケーキ。
日本でも人気の食材だが、
一般的なクリームチーズ
を使ったものより軽い味わ
いが特徴的だ。蜂蜜やブラ

ウンシュガーを配合したポロポロとクランブリーな
土台と、散りばめられたザクロが絶妙な味わいを醸
し出す。

Maison Libanaise
Labneh Cheesecake

住所:10 Shelley St., Central
ウェブ:www.maisonlibanaise.com.hk

ドゥルセ・デ・レチェ（固体もしくは液体キャ
ラメルで、ラテンアメリカの伝統的な糖菓）の
ファンにはたまらない、イタリアンメレンゲ、
ミルクチョコレートガナッシュとチョコレート
などを組み合わせたカラメルテイストのチー
ズケーキ。これが毎日食べられたら…と夢見
ずにはいられないヘブンリーな一品。

Gaucho
Salted Dulce de Lech and Hazelnut Cheesecake

Godiva Cheesecake

住所:5/F., LHT Tower, Queen’s Rd. Central, Central
ウェブ: www.gauchorestaurants.com/restaurants/hong-kong

最近進出したこのお店を、香港のチー
ズケーキ特集で取り上げないわけには
いかない。種類の多さに力を入れてお
り、ピーナッツバターファッジからオレ
オ入りまで、誰もがお気に入りの味を
見つけられるはず。

The Cheesecake Factory

住所: Shop G102, G/F., Harbour City, Gateway Arcade, 25 Canton Rd., TST
ウェブ: www.facebook.com/thecheesecakefactoryHK

香港 香港

香港

クラッシックなチーズケーキがお好き
なら、こちらのベイクド・ニューヨーク
チーズケーキの虜になってしまうはず。
豊かなクリームチーズとサワークリー
ムの風味に、相性抜群なブルーベリー
ジャムのアクセントがたまらない。

Motorino
New York Cheesecake

住所:14 Shelly Street, Soho, Central
ウェブ: www.motorinopizza.com/hong_kong/hksoho
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デザートの定番、チーズケーキ。香港
でも驚くほど美味しいチーズケーキ
を食べることができるのをご存知だ
ろうか。今回もとびきりのお店達をご
紹介しよう。
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季節の食材、とりわけ魚介類を重視する日本の食事。それは深く食文化に根付いており、世界の漁獲量の実に10％を日本が
消費しているのも驚きではない。そして見事に、美味しく野菜を調理してきた歴史があるのもまた事実であり、日本の食文化
がベジタリアンやヴィーガン達に提供できるものは非常に多い。全く肉類を使用しない店は多くの日本料理店の中でも主流
ではないが、こじんまりとして味の良い菜食主義の日本料理店は今、香港の街で盛り上がりを見せつつある。"Green Queen"
のリストから、ベジ・フレンドリーな日本食レストラン達をご紹介しよう。

　日本から輸入した食材を使い、伝統的な日本の野
菜料理を提供している同店は、香港に暮らすベジタ
リアン達のお気に入りスポット。シェフこだわりの
ランチセットや、夜は懐石料理を提供しており、ウェブサイ
トやフェイスブックが無いにも関わらず評判が口コミで評

判が広まって、今や香港有数
のジャパニーズベジタリ
アン・レストランとなった。

住所：9/F., 83 Wan Chai Rd., Wan Chai
電話：(852)5500-8812
時間：月～日 12:00～14:30、18:00～23:00

Isoya Japanese Vegetarian Restaurant
【居素屋日本野菜料理】

住所：2/F, 1 Lan Kwai Fong, Central
電話：(852)2804-6800
時間：月～木 12:00～14:30、18:30～23:00
　　  金土 12:00～14:30、18:30~23:30 
　　  日　 18:00～23:00

　菜食主義対応の豊富なメニューを提供してし
て、香港で長年にわたってベジタリアン達に愛さ
れている日本料理店。前菜数点や巻物、温かい
料理、鶏肉や海老を模した料理などがディスプ
レイされており、きっとお気に入りが見つかるは
ず。軽く揚げたカリフラワー、アスパラガス、キノ
コにゴマのソースを添えた、甘くてスパイシーな
野菜の一皿はぜひ試してみてほしいメニュー。

Kyoto Joe

住所：Shop 8, UG/F., Sino Plaza, 
  　　255 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)2817-8383
時間:12:00～14:30、18:30～22:30

　和食と中華料理を融合させ、まるで肉や魚
のような味と食感を再現した料理が自慢。大豆
やキノコを使った刺身や寿司も提供している。
卵を使用した料理がいくつかメニューにある
が、菜食主義であることを伝えれば、抜いて調
理してくれるのも嬉しい。

住所：G/F., Kamly Court, 
  　　61 Temple St., Yau Ma Mei
電話：(852)2770-6188
時間:11:00～23:00

Ying Vegetarian 【瀛素食】
　菜食主義の高級ダイ
ニングで、肉を食べる人も
食べない人も楽しむこと
ができるお店。ジャパニー
ズ・フレンチをベースにし
たお任せの９品のコース
は、野菜の美味しさに開眼させてくれること
間違い無し。

Murasaki 【紫】
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