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RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 40K～50K

AI活用のオンライン旅行サービス企業が
マーケティング＆新規開拓マネージャーを募集。
日本マーケットの事業拡大およびそのサポート。
5年以上のBtoBでの新規開拓、旅行業界のIT
ソリューション、ポイントサービスの業務経験者。

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
ブランド企業が事業開発エグゼクティブを募集。
日本市場での販売及びマーケティング。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。

日系不動産企業が営業担当者を募集。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
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

香港/九龍 22K～30K

人事労務コンサルティングファームがコンサル
タントを募集。クライアント企業の組織調査
および人事労務スキーム変更に関するアドバ
イス。3年以上の法人業務の経験。監査法人、
ビジネスコンサルティング業界出身者歓迎。

外資系金融関連企業がコンサルタントアシス
タント/セールスアシスタントを募集。日本人
顧客からのメール・電話対応、および帯同。契約書
作成フォローアップ、その他事務。丁寧な対応が
出来て、事務処理能力が高い方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 RGF 香港20K～25K

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファンド
がコンプライアンス・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

日系会計事務所が会計オフィサーを募集。香港
日系企業の会計・税務サポート。香港及び日本
オフィスと連携し、会計処理関連の問題に対処、
アドバイス。その他会計関連のアドミン業務。会計
事務所/監査法人などのファームでの経験者。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K

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

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う企業
がリレーションシップマネージャーを募集。契約
更新を含む既存顧客のフォローアップと管理。
マーケティング部や編集部と連携し、顧客向け
の市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/
金融・保険

日本の法人クライアントの開拓と長期的なビジ
ネス関係の維持と管理、機関投資家や企業に
財政的助言と管理の提供。投資調査/管理。5年
以上の機関投資家への営業経験や金融関連
の営業にてチーム管理の経験を持つ方。

RGF 香港香港/香港島 30K～50K営業・販売系/
金融・保険

外資系IT企業がオンラインゲームのカスタマーサ
ポートを募集。日本人顧客からの問い合わせ
対応。顧客レポート作成、翻訳業務。基本的なパソ
コンスキルのある方。オンラインゲームやモバイル
ゲームが好きな方歓迎。英語日常会話レベル。

RGF 香港香港/香港島 20K～23K

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

日系特許事務所が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。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 25K～35K

欧米系オンライン旅行代理店がセールスマネー
ジャーを募集。新規登録ホテルの開拓、交渉。
日本市場での販売戦略と商品開発。Cレベル
の営業活動。日本出張有り。デジタル旅行業界
のダイナミクスの知識のある方。

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。

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

日系ITシステム会社が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

外資系ソフトウェア開発会社が日本語テス
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

その他アジア USD2.5K RGF 香港営業・販売系/商社
日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場の
営業アシスタントを募集。欧米アパレルとの連絡
窓口業務。日本語ネイティブ、英語ビジネスレ
ベル。縫製知識のある方。

日本 28K～32K RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

欧米系大手経済新聞社がセールスサポート
コーディネーターを募集。日本オフィスの広告
販売チームのサポート。請求書、契約更新など
の実務および販売/市場分析、潜在顧客への
アプローチ補助、アポイントメント調整。

日本 25K～30K RGF 香港
専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
旅行・レジャー・観光

香港系旅行会社が会計士（大阪勤務）を募集。
財務諸表の作成、IFRS基準の遵守と定期報告。
会社間の調整、日本子会社、関連会社、監査役へ
のグループ会計方針の説明。翻訳業務。IFRS
およびJGAAP必須。

RGF 香港
専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など/
メーカー（機械・電気・電子）

35K～50K

【急募】日系老舗メーカーが会計財務担当者を
募集。香港および中国地域の経理財務統括機関
にて会計実務。中国国内工場、子会社を含む
連結決算業務。会計財務の実務経験5年以上
必須。海外統括経験者優遇。

香港/新界

日系電子部品製造業が取締役候補となる会計
財務人材を募集。経費、海外送金手続き、入金
の管理。記帳資料の提出、財務諸表の確認、監査
対応等。香港事務所の契約関連の管理。会計
経験3年以上の方。会計事務所出身者歓迎。

RGF 香港香港/香港島 25K～28K

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
メーカー（機械・電気・電子）
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香港WORKSクリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連 香港/九龍 15K～18KAUTOCADを使用して商業施設の内装デザ

インの製図業務。
Reeracoen

技術系（メディカル・
化学・食品）/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 22K～35K
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び修理。
香港各地に配置された設備を定期的にメンテ
ナンスを行い、香港人スタッフの教育。

香港/九龍 20K～23K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系飲食店がホールマネージャーを募集。食事
の提供、会計業務、スタッフマネジメント、コスト
管理、日本本社とのやり取りなど、レストランの
運営。

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。

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。

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

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。

Reeracoen20K～50K深圳
香港起業の建築会社の蘇州支店が日本人工
事課長を募集。蘇州には日本人マネージャー
がおり、営業・施工業務・コスト管理を担当。

会計経理・経営管理/
建設・建築・内装・住宅関連

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）

インテリジェンス
香港20K～25K香港/香港島

コンサルティング会社がコンサルタントアシス
タント/セールスアシスタントを募集！資産管理
商品についてのアプリケーションのフォロー
アップとサポート。★営業の対応が分かれば
優遇。

営業・コンサルタント/
会計・監査・経理

大手機械メーカーが営業職を募集！ 現地販売
を支援して製品の宣伝,日本と現地の関係構築
と発展,セールス＆マーケティングイベントの
サポートなど。★4～5年の営業、マーケティング
経験者の方。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～25K

日本産食品専門店がマネージャー／アシスタ
ントマネージャーを募集！ 食品ビジネスの営業
計画/運営。★営業/管理経験者の方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K

人気日系フード業界が法人営業を募集。新規
コラボレーション企画の推進など。★社交的で、
新しい発想と好奇心のある方、英語/北京語/
広東語のいずれかが日常会話レベル。

営業・コンサルタント/
外食・フード 香港/九龍 インテリジェンス

香港15K～20K

香港WORKS20K～25K香港/香港島 日本伝統工芸品専門店での店舗販売チーフ。
広東語または北京語話せる方。営業・販売系/小売・流通

香港WORKS30K～60K香港/香港島 エグゼクティブシェフ和食経験10年。サービス系/外食・フード

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

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。

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

深圳 エグゼクティブシェフ鉄板焼きor寿司or炉端
焼き。

華南WORKS

サービス系/外食・フード 20～30万円広州 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

華南WORKS
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ビジネス（香港・広東共通）
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インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB～25K

成型技術。生産異常原因分析、対策改善及び効果
確認。生産成形部門技術及び部門日常業務。★成形
工程に精通、品質意識が強く、コストダウン改善
提案能力がある方。プラスチック工場の同職位
管理経験3年以上。北京語日常会話レベル以上。

深圳

インテリジェンス
香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
物流・倉庫

16K～25K
物流業界がオフィスサポート（通訳/翻訳/秘書/
総務業務）を募集！ 主に通訳や翻訳等から、
社長のサポート業務（秘書的な業務）まで、幅広く
必要に応じて対応。★貿易販売経験者歓迎。

香港/新界

Pasona Asia

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

香港/香港島 経験により
応相談

日系企業向けにコンサルティングを提供する
企業より募集。営業またはプロマネ担当として、
顧客ニーズの把握・社内専門家と協力して解決策
を提案・実行。英語必須。会計・経理または営業
経験者。

香港/九龍 経験により
応相談 Pasona Asia営業・販売系/

建設・建築・内装・住宅関連

建物の壁面緑化を手がける企業でメンテナン
スサービスの営業活動（顧客と良好な関係維持・
作業員管理等）を担当。営業経験3年以上必須。
建設業経験者優遇。北京語または広東語必須。

マカオ RMB
15K～40K

インテリジェンス
広州

サービス系/外食・フード

ミシュラン１つ星を獲得している銀座の鮨名店
で和食調理、寿司調理、メニュー開発、運営
サポート。★調理師資格保有者または、和食、
寿司業界にて5年以上の調理経験をお持ちの
方歓迎。

Pasona Asia
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島
20K～35K
(経験により
応相談)

サーバー等のシステムインテグレーション、
ネットワーク・データセンターの顧客維持や拡販
活動、オフィス移転に関するアウトソーシング
サービスの営業を担当。英語または広東語必須。
ICT業界経験2年以上。

香港/九龍 25K～28K Pasona Asia
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）

検査機器製造会社の香港オフィスにて基本的
な会計業務及び人事業務、その他のオフィス
庶務を一人で切り盛りできる方を募集。英語
必須。中国語の読解力尚可。日本的なビジネス
マナー重視。

社長補佐。日本にいる社長へ直接報告。香港
現地支部の監督と、スタッフ管理、事業拡大を
サポート。ビジネス企画。★エネルギーに溢れ、
スケジュール管理に長けた方。香港・日本の
文化/現地情報に詳しい方歓迎！

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/九龍 インテリジェンス
香港30K～40K

事務アシスタント（約20K)/アシスタントマ
ネージャー（約30K）を同時募集！！各国ブラ
ンドの代理店、出品業務。その後の注文処理、
倉庫への出荷依頼など。★北京語・英語必須、
マネージャーは要貿易事務経験。

マーケティング・
企画・リサーチ/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 インテリジェンス
香港20K～30K

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 ～55K香港/九龍

シニアコンサルタントマネージャーを募集！
経理業務全般：連結決算、キャッシュフロー
管理など、各拠点にある経理部門の統括、管理。
★英語ビジネスレベル必須、北京語できれば
尚可。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港25K～26K香港/九龍

シニアオフィサーを募集！ボーナスポイントプ
ログラムの管理（在庫管理、償還実績の分析
を含む）、マーケティング費用の準備の支援、
月単位の予算管理の実施など。★営業/マーケ
ティングの5年以上の実務経験のある方。

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17K～20K香港/九龍

ジュエリーメーカーが営業アシスタントを募集！
営業補佐業務全般（資料作成）、受注発注並び
に納品管理作業など。★ビザをお持ちの方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 21K香港/新界

個人輸入卸専門会社が営業アシスタントを
募集！ オンラインでのオーダー受注に関する
業務全般(メール/電話での対応)、ウェブサイト
上のショップ、商品などの調査など。★コミュニ
ケーション能力が高い方。

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） ～30K

電子業界が中国グループ財務・経理を募集！
月次決算、売掛/買掛管理、原価計算、銀行対応、
連結決算,他拠点とのやり取りなど。★原価計算
を３年以上（日本での経験がある方）。

香港/新界

宝飾業界がシニアファイナンスマネージャー
を募集！ 香港/中国の経理部門の管理、会計
および財務報告書の準備、日本本社への報告
など。★経理/財務/管理経験のある方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 ～60K

香港/香港島 時給HKD
80～100

Pasona Asia事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系保険会社でのアシスタントポジション。
勤務時間は応募者の職務経験に応じてフレ
キシブルに対応可能。要英語、PCスキル
（Word、Excel、Power Point）。

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が経理を募集。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 経験により
応相談 Pasona Asia

営業・販売系/
建設・建築・
内装・住宅関連

経営に関わる業務について総経理を補佐。顧客
との折衝や組織の仕組み作りを行い、将来は
マネジメントの役割を期待。営業または経営
企画経験者。要英語。北京語＆広東語尚可。
建設業経験者歓迎。

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。

20K～25K
(経験により
応相談)

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/商社

液晶・ナノテク製品などを扱う専門商社の技術
営業職としてメーカーとユーザーの間に立ち、
ニーズを掴み適切な技術提案。理系大卒・工学
バックグラウンド希望。北京語＆営業経験必須。
英語尚可。

Pasona Asia香港/九龍
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香港

香港香港＆広東

香港

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

教育移住。子供が将来を生き抜くためにさせてあげるあらゆる武装

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　海外移住の中でも子供の教育を目的としたもので、ここ
10年あまりの間によく耳にするようになった。親子留学など
という名前で呼ばれることもあるが簡単に言えば小学生や
中学生など一般的に親元を離れるには少し早い時期の子
供に海外の学校で教育を受けさせるために親も一緒に移
住することである。親が子供を海外で教育したいと思う動機
には「英語を習得させたい」とか「国際感覚を身につけさせ
たい」あるいは一部には「帰国子女枠で大学受験を有利に
進めたい」などという理由もあるだろう。どれも非常に重要
なことである。

　特に日本人の英会話力の乏しさは僕が常日頃からとても
残念に感じているところでもある。英語力が乏しいのではな
く、英会話力が劣っているのである。普通に高等教育を終え
た日本人の英語の知識量は世界でも上位にあると思う。おそ
らく英語で読み書きをさせれば他国で英語を話すことのでき
る多くの人と同等、いや文法や単語の綴りなどはむしろずっ
と正確におこなうことができるはずだ。だが会話の訓練や実
践が著しく欠けているため「知っているのに使えない」という
状態にある。だから残念なのである。

　仕方のない部分はある。日本は島国であるが故に歴史上
外国人が入ってくることが著しく少なかった。

　その割には高度な文化や産業を築いていたので海外と交
流しなければ生きてゆけないというほどでもなかった。高度
に純血化された豊かな国で暮らして行くのに外国語で会話
することなどそれほど必要ではないのだ。これが大陸にある
弱小国家だったら歴史上異民族から攻撃を受けたり、支配さ
れたり、あるいは貿易をして自国に足りないものを外国から
手に入れたりしなければならないため違う言葉を話す人と
のコミュニケーションを避けることができなかったはずであ
る。英会話のできない教師が英語を教えていると日本の教育
現場は海外の人にとってさぞ奇異に映ることだろう。

　「国際感覚」というのは個人的に好きな言葉ではないが、
要は別の国や民族グループにはそれぞれ違った常識とか習
慣とか価値観があることを知っておくだと思う。わかりやすい
例を挙げると中国の路上で常に車のクラクションが鳴り響い
ていたり、香港で地上30階ぐらいまで竹製の足場が組んで
あったりということに驚く日本人は多い。一方で日本人が蕎麦
やラーメンをズルズル音を立てて食べるのは欧米人には耐
えがたいことだったりする。イスラム教の人は異教徒が豚肉
を食べることに、逆に我々は今だに石打ちとかむち打ちの刑
罰があることに違和感を覚える。
　信じられない、と眉をしかめたり、相手の行動にイライラす
るぐらいならまだ良いがビジネスの現場ではこうした感覚の

違いが実害につながったりするので注意が必要だ。こちらの
感覚では「騙された」気持ちなのに相手側の常識では「そち
らの脇が甘いだけ、これぐらいは騙されたとは言わない」と
いうことも多々ある。こうした感覚の違いを理解して無駄に腹
を立てたり相手を憎んだりせず、逆に様々な人と上手く協力
して事を成功に導いたりできるスキルを子供に持ってもらい
たいというのが親の気持ちなのではないかと思う、、ともち
ろんこうした純粋な理由はあるだろう。

　しかし一方では、将来に対する不安と子供に苦労をさせた
くないという心情も小さくないのではないだろうか?日本は
現在毎年人口が減少しているうえに若年層が減って老人の
割合がどんどん大きくなってゆく少子高齢化社会である。年
金や医療などにかかる社会保障費は増加の一途を辿ってお
り、日本の若年層に対する将来の増税や年金負担増は明らか
なように思える。日本の社会全体や高齢化してゆく自分自身
の心配はもちろんあるがせめて自分の子供にはその負担の
直撃を避けることのできる選択肢を与えておきたい、という
親心もあるだろう。そのために言語や異文化の人たちと上手
に付き合ってゆける素地を養うだけでなく、居住権の取得も
含めて子供の頃から海外での足場を築いておく。

　それもまた大切なことである。

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

いつ頃から日経新聞を購読されているのでしょうか？
　中国・蘇州にいた頃は日本語の新聞を読む機会がありま
せんでしたが、2007年に香港へ来てから日経新聞を購読す
るようになりました。購読するきっかけになったのは日本企業
の方から日経新聞をいただいて、興味のある記事があったか
らです。2014年より香港から深圳へ移った後も紙面と電子版
の両方を活用しています。

紙面または電子版、
どちらの媒体を読む機会が多いでしょうか？
　私の場合、目的別に応じて紙面や電子版、アプリを使い分
けています。「Myニュース」機能も活用して、“教育”と“深圳”の
キーワードに引っかかる記事を主に読んでいます。香港エリ
アの情報や中国本土の政治にも興味があるので気になる記
事があれば読むようにしています。

日経新聞を読む主な時間帯やシーンについて
教えてください
　平日は朝起きたらアプリで色々な記事をニュースをチェッ
クしています。塾に出社したら午前中は紙面の記事に満遍
なく目を通しています。昼休みはよく外食するので、アプリで
ニュースを読んだりすることが多いです。

仕事で役立っている日経記事について教えてください。
　わかば深圳教室では日本人の子どもたちに中学入試や高
校入試に必要な学習だけを提供するのではなく、深圳に本
社を置く企業の見学ツアーも行っています。ドローン企業の
“DJI”やWeChatを提供しているIT企業の“テンセント”、電気
自動車を製造している“BYD”など中国企業の記事があれば、
塾内の掲示板に記事を貼り付けて、子どもたちにもっと深く
深圳を知ってもらえるように心がけています。

プライベートで役立っている日経記事について
教えてください。
　ジョギングやランニングが好きなので、健康に関する記事
を読んだりしています。また新製品、新サービスを比較する記
事は、新しいテクノロジーやサービスを理解する上で役に立
つので、目を通すようにしています。

気になった日経新聞記事のスクラップ方法について
　個人的には“FIN TECH”と”仮想通貨”に興味があるので、気
になる記事はアプリや電子版をEvernoteと連携させてカテゴ
リー別に保存しています。日経新聞で本を紹介する記事があ
りますが、Evernoteに保存して後日、本を購入することもあり
ます。また紙面で気になる記事はスマホで撮影して、Evernote
に保存したりしています。

日経新聞の存在意義について
　日経新聞では仕事面だけでなく、プライベートでも充実し
た楽しい記事を読めるので、趣味としての要素も強いです。
「新聞は宝の山」と言いますが、宝物を見つける感覚で役に
立つ記事をピックアップしていて、深圳で生活する上で欠か
せないツールとなっています。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　epis Education Centreは一見詰め込み教育と非難対象
になりがちな中学、高校、大学入試の学習を逆手にとって利
用し、学ぶ意味、学ぶ楽しさ、問題解決力を追求する学習塾
です。わかば深圳教室では「深圳×教育」をテーマに、深圳
独自の教育をご提供する取り組みとして深圳企業の見学ツ
アーも行っています。11月上旬にはモノづくりの祭典「メイ
カーフェア」もあるので、子どもたちを連れて行って、将来に
つながる動機付けの機会になればと思っています。今後も
深圳で行なわれるイベントや深圳の企業にも子供達をどん
どん触れさせ、深圳が好きな子どもが一人でも多くなればと
考えています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

世界最速で進化するイノベーション都市深圳で、
子どもたちにその進化のスピード感じ取ってほしい

日本経済新聞 国際版・電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

香港・華南地区をはじめ、
海外で活躍する日本人の方たちに不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞 国際版・電子版」。

今回は、深圳で日本人の子どもたちに塾を開講している「episわかば深圳教室」の渡辺敦氏に、
国際版と電子版を併用する際の使い分けから

電子版とEvernoteを活用して記事を上手く収集するためのコツを聞いた。

epis わかば深圳教室
教室長
渡辺 敦（わたなべ あつし）氏
海外教育歴は15年。「深圳×教育」をテーマに深圳独自
の教育を提供すべく活動中。教育現場では言語習得と認
知能力の相関関係「ダブルリミテッド問題」について実践
的な指導を行う。また「中国の受験問題」と「日本の人口
減」の打開策としての日本留学の環境整備を進める。

epis Wakaba Shenzhen School
住所：広東省深圳市南山区
　　  南海大道1113-1115
　　  花様年美年広場3棟2楼
電話：86 755 2162 1702
メール：info@epis.com.hk

ビジネス（香港・広東共通）
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　契約は人と人が基本的には自由に結べるものです（契約自由の
原則）。そこで基本的には相手の同意がないと一度締結した契約
の内容を変更することはできません。ところが特定の場合には、契
約の内容を変更するどころか一方的に契約の無効を主張すること
ができます。
　例えば日本では以下のような場合に契約が無効になります。
公序良俗に反する場合（日本の民法第90条）、強行法規に反する
場合（民法第91条）、通謀虚偽表示の場合（民法第94条。これに
ついては次回詳しく説明します）、契約内容を解除する条件が既
に成就している場合（民法第131条。例えば「お金を貸すけれど、
2013年になったら返して」と2014年に契約する場合など）、不法
な条件を付した場合（民法第132条。例えば「人を殺したら100万
円あげる」と契約した場合など）、不可能な条件の成就により契
約の効力を持たせる場合（民法第133条。例えば「太陽が西から
昇ったら100万円あげる」と契約した場合など）などです。どれも

犯罪を助長するものや
契約内容に無理がある
ものばかりで、相手の
同意なくても契約内容
を無効にできることに
は納得がいくものばか
りです。
　ところが中国ではこ
のような論理とは異な
る契約無効の理論を持
ちます。つまり社会主義
国家であるために、全
体の利益をも考えなけ
ればならないのです。
契約関係も契約を結ぶ

人同士のみがいると考えるのではなく、契約を結ぶ人と社会があ
ると考えるのです。
　具体的には中国の合同法（「契約法」と訳すことが多いようで
す）第52条には以下の契約は無効であるとしています。①一方が
詐欺または脅迫という手段で契約を締結し、国家の利益を損うも
の、②悪意で通謀し国家、団体または第二者の利益を損なうもの、
③合法形式を装った非法目的のもの、④社会公共利益に損害を
与えるもの、⑤法律、行政法規の強行規定に違反するもの。また契
約全てではありませんが、契約のうち①相手の身体を傷つけても
免責されるという条項、②故意または重大な過失で相手の財産に
損害を与えても免責されるといつ条項は無効となるとしています
（合同法第53条）。

（続く）

〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法研究家、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。中国法の研究
を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。中国政法大学 博士課程修了・法
学博士。中国法の研究をしつつ、執筆や講演も行っている。行政書士有資
格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師（中国の国家資格「法律コンサル
士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』（労働
調査会）。詳しくは「高橋孝治 中国」でネットを検索！

中
国
法
律
事
情

目
か
ら
鱗
の

中国での契約無効　その１
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。

12

　新行政長官、キャ
リー・ラムをトップに、
ポール・チャン・モポ財
務長官が議長を務める
ハイパフォーマンス・
ファイナンシャル・フォー
ラムでは、ニューエコノ
ミーと呼ばれるIT企業な
どに代表される新しい業態の企業を誘致し、株
式市場に上場させるための改革について話し合
いが持たれた。経済発展の方向性が、ラム氏の
最初の政策演説において重要な部分であるのを
示した格好だ。
　ニューエコノミーは、香港とシンガポールにお
けるビジネス競争をすでに活発化させており、
2ヵ国は現在競走の真っ最中だ。
　その一環として香港の島嶼部が、テックハブ、
そしてIPOを惹き寄せる磁場になることを目指す
ために、香港フォーラムの議題の中で最も重要
視されている改革、デュアル・クラスシェアの株式
公開を可能にする最初のアジア証券取引所にな
る可能性があり、注目されている。
　また香港はこれまでのところ、普通株主が除外
されてしまうという懸念から、保有株数が少なくて
も支配権を保持できるような株式の形態とこれら
の企業の上場を認めてこなかったが、eコマース
業界の雄、アリババがそれらを理由にニューヨー
クの上場に切り替えたという過去の経緯もあり、
今後は制度を緩和させていくようだ。
　最近のパブリックコンサルテーションでは、市
場を拡大し、第三の取引市場でデュアルクラス
シェアを認可して利益実績のない新興企業を受
け入れることや、その対応方法についての金融
専門家達のコンセンサスが明らかになった。

　香港証券取引所およ
び証券取引委員会は、四
半期ごとにフォーラムを
再開する前にブリー
フィングを行い、フォ
ローアップを行う予定だ
という。
　香港は、時価総額でア

ジア第3位の株式市場になる可能性を秘めてい
るが、中国の成長の機会を捉えるためには、積極
的な構造改革を行っているライバル国と対峙し
なければならず、既存のやり方に固執し、前進し
ないことには淘汰されてしまいかねない。それは
ラム氏らが彼女の政策的な演説に先立って、新し
い経済のニーズを満たし、投資家を守るための
規制と開発のバランスをとる必要があることを繰
り返し議論していることからも伺われる。
　ニューエコノミーの台頭に伴い、株式の構造
は従来の企業のそれとは異なるものになる可能
性があり、その結果として規制は陳腐化する傾向
にある。政府がこの問題を調査するために、財務
長官を中心としたフォーラムを立ち上げたのは
評価すべきだろう。経済政策が香港の政策の中
心となることは明らかであり、政府は今後5年間
の間に、香港の方向性について大きな舵取りを
迫られる可能性がある。
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ビジネス（香港・広東共通）
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　「ねこまんま」とは何を指しま
すか？ 近年よく話題になりま
す。みそ汁をかけたご飯か、か
つお節をかけたご飯か。これは
マックvs.マクド論争より難解で
奥の深い問題です。
　かつお節派の人たちは、猫は
みそ汁をかけた飯なんか食べ
ない、と主張します。まず、言葉
の基本的な性質からいうと、言

葉は必ずしも事実関係を正しく表しているとは限りません。広
東料理に広東麺はないし、天津飯も日本でできた料理。ナポ
リにナポリタンはなく、東京ディズニーランドは東京にありま
せん。ついでに香港ディズニーランドも正確を期すならラン
タオ・ディズニーランド。事実との乖離に人が違和感を覚えた
とき言葉はもちろん変わることもありますが、それでも頑固な
のが言葉というもので、「枕木」がコンクリートになっても、ま
くらぎ、マクラギ、と仮名書きにして漢字の「木」を避けるにと
どめたり、あるいは言葉につられて「事実」のほうに変更が加
えられることもあります。天津飯も、天津を訪れる日本人があ
まりに天津飯を求めるのでついに本当に天津に天津飯が現
れています。猫が食べるのはかつお節だ、という解釈が加え
られた結果「ねこまんま」の意味がかつお節ご飯に変わった
という推測は可能ですが、でも、昔のみそ汁には大きな煮干
しがたくさん入ってましたよ。ところで、猫にかつお節ばかり
食べさせるのは健康に良くないそうです。「猫に鰹節」も科学
的に正しい事実ではないのです。猫にチョコレートをあげる
人もいるくらいだから、何を事実と思っているかはそれこそ
人しだい。『妖怪ウォッチ』のジバニャンがチョコ棒を食べる
のは、あれは地縛霊で、すでに死んでいるからいいのです。は

ごろもフーズからは「ねこまんま」という銘柄でキャットフード
が出ています。
　ねこまんまの意味の主軸は「残飯」、食べ残したご飯を汁物
と混ぜて、「猫にでも食わせとけ」的な意味だったはずです。今
を生きる猫さまたちは、ねこまんまなんか食べるものか。かつ
て貧しい人たちの食べ物となり、一時期は武士も食べたそう
で、この意味では「簡易的な食事」、もともとはお茶漬けもこれ
に含まれます。そして、せめてかつお節でもかけよう、と、ここに
かつお節がからんできたとも考えられます。武士にはかつお

「ぶし」。（これは語源とは全く無関係のただのダジャレだぞ）
　「ねこまんま」は、一旦は死語になりかけた言葉です。経済
的に貧窮した人がいなくなって、さらにキャットフードが’70
年代に売り出されて、人も猫もねこまんまを食べなくなった
からです。そのため意味が不明瞭になり、最近のねこまんま
復活（？）にあたって「ねこまんまとは何か」という議論が起き
ているのではないでしょうか。汁かけ飯が西日本で、かつお
節が東日本、という区分は難しいと思います。もとより江戸の
言葉は関西系の語彙を多く取り入れて周囲の関東の言葉と
は違っていたわけですし、上方や江戸では「ねこまんま」では
なく、ねこめし、ねこごはん、にゃんこめし、などではなかった
かとも思われます。辞書も「ねこまんま」を見出し語として載
せているものは少なくて「ねこめし」のほうが多く、どちらも載
せてない辞書もあります。「ねこめし」の説明が「猫の食べる
飯」とされてないのはせめてもの救いですが、昔の辞書では、
あったかもしれません。「トルコ帽」を「トルコ人のかぶる帽
子」と書いていたのがかつての日本の辞書ですから。トルコ
人はトルコ帽をかぶりません。これは故・柴田武博士の鶴の
一声によって全ての辞書が訂正されました。さらに最近は「ト
ルコ帽」から「フェズ」に変わってきています。「ねこめし」は今
の国語辞典では「みそ汁やかつお節をかけた、人の食事」の

ような説明が多く、現在のところはこれを模範解答とするしか
ありません。ちなみに、パナマ帽の起源もパナマではなくてエ
クアドル。
　私見ですが、わたくし自身の頭の中の語彙目録では、「ねこ
まんま」とは、逆に、ご飯をみそ汁などの中に入れたもの、な
のです。そしてこれを猫に与える場合、かつお節をかけること
がオプションとしてありえました。みそ汁をご飯にかけるのは
お行儀の悪いこと、だけど、よしんばこれが起こることがあっ
たとしても、逆は絶対ダメ、問題外、下品の極まり、言語道断。
このように、死守すべき防衛線が「ご飯をみそ汁の中に入れ
ること」のほうにある家庭ではこれがねこまんま。一方、みそ
汁かけご飯がタブーで厳禁、こちらを絶対防衛線とする家庭
においてはこれがねこまんま。「ねこまんま」というワードは、
日本の食文化の文化的記号として、こういう役割も果たして
きたのではないでしょうか。
　うどんやそばの「きつね」「たぬき」は地域によって内容が
異なり、よく人を化かします。ねこまんまの解釈も、人それぞ
れ。「ねこ」もまた、化かすのです。香港にもねこまんま的ご飯
はあって、「湯飯」と呼ばれます。「貓飯」と書いて見せても、お
そらく通じないと思います。
　　　　

大沢ぴかぴ
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The Beach HouseThe Beach House
　ビーチサイドでよりラグジュアリーな雰囲気
を楽しみたい方は、ランタオ島の南にあるこの
お店を訪れてみて。洗練されたインテリアと美し
い景色、新鮮なシーフードや美味しいグリルが
自慢で、結婚式やその他のプライベートイベントにも利用することができる。

The Beach House
住所：32 Lower Cheung Sha Village, South Lantau 
時間：火～金 12:00~21:30、土日 9:00～21:30

香港のような魅力ある都市で生活していても、ときにはのんびりした空間で過ごす時間が恋しくなるもの。
今回は、騒 し々い街を離れ、気の利いた食事や飲み物を楽しみながら、
ゆったりくつろぐことができるビーチサイドのお店をご紹介しよう。

香港のような魅力ある都市で生活していても、ときにはのんびりした空間で過ごす時間が恋しくなるもの。
今回は、騒 し々い街を離れ、気の利いた食事や飲み物を楽しみながら、
ゆったりくつろぐことができるビーチサイドのお店をご紹介しよう。

リゾート気分を満喫！

　スタンレーのメインストリート沿いで、目を惹く明るい黄色の建
物が目印。3階建ての建物は水辺を望み、屋上は暖かく晴れた日
には最高だ。インターナショナルなメニューから、お好みのフード
とドリンクをチョイスして、東海岸沿いのレストランのような快適

で落ち着いた雰囲気のなか、至福のひとときを楽しもう。

The Boathouse
住所：88 Stanley Main St., Stanley
時間：月～日 11:00～22:30
電話：(852)2813-4467

The BoathouseThe Boathouse
　ディスカバリー・ベイのフェリーピアから徒歩で２分、
ウォーターフロントの遊歩道沿いにあり、ビーチや丘の
美しい景観を望むロケーション。サービスや料理のクオ
リティの高さから、近隣の住人のみならず島を訪れる人
からも支持されている。家族やグループでの食事にぜひ。

Zaks
住所：Shop 4, G/F. & Shop 1, 1/F., D'Deck, Discovery Bay
時間：7:00～23:00
電話：(852)2987-6232

ZaksZaks

CococabanaCococabana
　地中海料理がお好きなら、気にいること間違い無しのレストラン。地
中海風の内装と料理、広 と々したテラスが人気の同店は、ビーチでアク
ティブに過ごした一日の終わりにぴったりな、新鮮で充実した食事を提
供してくれる。特に晴れた日の雰囲気は最高で、自然光で美しいセル
フィーが撮れるだろう。

　4種のチーズを使ったリッチな風味のフェットチーネ
は、ロゼワインとのマッチングがおすすめ。

Cococabana
住所：G/F., Shek O Beach Bldg., Shek O Beach
時間：月～日 12:00~23:00
電話：(852)2812-2226

　梅窩(ムイウォー)フェリーピアから徒歩わずか数分、
シルバーマインビーチリゾートにあるこちらのレスト
ランは、湾を一望する広 と々した屋外席が特徴的。地平
線のパノラマビューを眺めながら、リラックスした時間
を過ごすことができる。サンドイッチやパスタ、シーフー
ド、麺類などバラエティーに富んだメニューを提供して
いるのも嬉しい。

Blue Horizon Café
住所：Silvermine Beach Resort, Silvermine Bay, Mui Wo, Lantau Island
時間：7:00～24:00
電話：(852)2984-6863

Blue Horizon CaféBlue Horizon Café

香港のお勧め
ビーチサイドレストランとバー　

第二回
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【中華料理が食べたくなったら必ず行ってしまうお店】
こんにちは。編集部のおでんです。ここ2日連続で、「ローカルレ
ストラン」を取り上げた記事が投稿されているところ恐縮なの
ですが、『行きつけになった四川料理専門店』がありますので
紹介致します。
香港へ来た当初、安くて美味しいローカルフードを求めてお店
を巡り、『毎回塩加減が変わる炒飯（笑）』や『いかにも体に悪そ
うな味付けのソースしかない串焼屋』
などで人体実験を繰り返す中、価格も味も納得できるお店に
出会いました！
それが『老川皇　佐敦店』で大体HKD50から本格的な四川料
理が楽しめます。
今回は必ず頼む2品をピックアップ！
①麻婆豆腐（HKD60くらい）
挽肉と豆板醤の味に加えピリッと山椒が効いていておいしい
です！
ただ、注文時に「小辣（シウラー）」（辛くしないでの意味）と伝え
ても、そこそこ辛いため、何も言わなければ激辛になる可能性
があるので注意が必要です。笑

②葱爆牛肉（こちらもHKD60くらい）
ネギと牛肉が爆発してできた料理みたいな名前ですが（笑）、
味付けが絶妙！
例えるなら、皿うどんの上に掛かっている「あんかけ」を四川風
にアレンジした感じでこの店で一番おすすめしたい料理です。
大体、二人で料理3,4品とビールを3,4本頼んでも一人あたり
HKD100前後で済んじゃいます！
先日、深圳～日本を行き来している先輩もこのお店で食事をし
て、香港の中華料理のコストパフォーマンスに大満足の様子で
した。皆さんも是非お試しあれ！

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

グルメ編

編集部だより

老川皇　佐敦店 
住所：G/F., 45 Woosung St., Jordan
電話：(852)2780-9119
時間：月～日12:00～2:00

スタッフ
編集部おでん
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プレイグループきらきら星 ！
1歳から3歳くらいまでのお子さんを対
象にしたプレイグループです。ママ主
体で行う日本語のサークルです。お友
だちが欲しいけどなかなかきっかけが
ないママさんや、普段は他言語だけど
日本語の歌や絵本に触れさせたいマ
マさん、ぜひ一緒に楽しみましょう。
毎週水曜10時半～11時半
CWB香港図書館近くのスタジオ
kirakirahk@gmail.com 増田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
津田塾大学同窓会 香港支部

香港、アジア在住の津田塾大学同窓生の
皆様ご連絡ください。アジア、中国の津田
同窓生を繋ぐサイトも続々更新中です。
→【津田アジアネットワーク】で検索！
連絡先tsuda.asia@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【Dreams 夢軍団】ソフトボールメンバー募集！
こんにちわ！私達、「Dreams」は男女合
わせて約20人で活動しています！メン
バーは経験者から初心者が集まってい
ますが、全員野球をモットーに毎試合
を楽しくやっています！香港ソフトボー
ルルールでメンバー全員が打撃に参加
できるので、試合にも必ず参加できま

す！まずは、練習でもしましょう！ 女
子マネージャーも大募集！女性の参加
者もおられるのでお気軽にご連絡下さ
い！ご質問等も随時承っております！
メール：k.akaogi@koyamas.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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にご連絡ください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新築マンション入居者募集！
西湾河(Sai Wan Ho)の駅近に完成した
新築マンションParker33
単身者向きスタジオタイプ211sqf
家賃HKD13,000（管・税込み）
クラブハウスも完備。
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：一発検索「三宝不動産」
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。）

マリリンのぶらグル巡り
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。

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

　コンベンションセンターやイミグレーションをはじめ、多く
のオフィスが立ち並び、人の行き来が活発な湾仔（ワンチャ
イ）。そんな湾仔にある香港アートセンターの6階にある伝統
的なイタリア料理とワインが楽しめるカジュアルイタリアン
レストラン｢Assaggio｣。同店は尖沙咀（チムサーチョイ）のミ
ラホテルを経営するミラグループのお店。ISNART（イタリア
国立観光リサーチ研究所）とUNIONCAMERE（イタリア商工
会議所連合会）が展開する“Ospitalità italiana”（イタリアホス
ピタリティー認証マーク）の国際認定も受けており、厳選され
た新鮮な食材をイタリアから輸入し本物のイタリア料理を提

供している。
　同店はオーガニック先進国”
オーストラリア”のオーガニックス
キンケアブランドで世界中から定
評のある「ジュリーク（Jurlique）」と
コラボしたアフタヌーンティーセッ
ト「Refresh with Nature」を10月31
日までの期間限定でHKD288（二
人用）を提供する。このアフタ
ヌーンティーセットには食べ放題
のスコーンが付くほか、期間中の
金～日曜日には、ほのかに香るバ
ラの香りが女性らしさを高めてく
れてローズのボディークリーム
（15ml）、そしてジュリークの指定

店舗で新商品のローズ・ソフトニングシャワーゲル（30ml）と
引換ができるクーポンも付いてくる。今回のアフタヌーン
ティーセットにはピエモンテ出身にイタリアン人シェフのフ
ランチェスコ氏がジュリークから新発売のセイジ、ラベンダー、
シトラス、ローズの4種のボタニカルボディーケアラインに
インスパイアされたセイボリーとスイートアイテムを用意。

　セイボリーアイテムには塩味
のポップコーンにセイジをプラ
スし香り豊かにした「Salted 
Popcorn with Sage」、スイートア
イテムには甘さと香りが2つに
楽しめる「Lavender Macaron」、
オレンジの酸味と爽やかなオ

レンジバニラシュークリーム「Orange Vanilla Puff」と酸味と甘
さのバランスが絶妙な「Lemon and White Chocolate Cake」、
そしてアーモンドをすりつぶした粉に砂糖を混ぜて練ったお
菓子をてバラの形に仕立てた「Marzipan Edible Rose」。その
他、セミドライチェリートマトのブルスケッタやサーモンタルタ
ルフォッカチャなど甘党じゃない人でも楽しめるアイテムも
揃っている。アフタヌーンティーセットのお供には、ティーの他
に、しょうが、キュウリ、レモン、はちみつをミックスしたヘル
シーなデトックスウォーターも用意。ビタミンCたっぷりで体の
水分補給にもぴったり。
　さあ、さっそく自然に優しく体にもやさしい香り豊かなアフ
タヌーンティーセットを味わいに出かけてみては。

Assaggio Trattoria Italiana
住所：6/F., Hong Kong Arts Ctr., 2 Harbour Rd., Wan Chai
電話：(852)2877-3999
時間：月～金 ランチ 12:00～15:00、ディナー 17:30～23:00
土日祝 12:00～23:00
ウェブ：www.miradining.com/assaggio-wanchai

自然にも体にも優しいジュリークとのコラボ
期間限定アフタヌーンティー「Assaggio」 

木を基調にした重厚感の
あるインテリア

セイジ、シトラス、ローズ、ラベンダーの4つの
香りが楽しめるスイーツアイエム

ジュリークの
ローズボディークリーム

セイボリーアイテムと
デトックスウォーター

食べ放題のスコーンと
アフタヌーンティーセット
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B e a u t y S a l o n  I n f o r m a t i o n～
オーナースタイリスト・境澤氏がカウンセリングから仕
上げまで対応する。「＆HAIR」。
トレンドを追求しながらも、個々の髪質や雰囲気、生活
環境に合わせてカスタマイズし、「オンリーワン」のスタ
イルを提供している。ゲストの「潜在魅力」を最大限引き
出せるよう、時間をかけての丁寧なカウンセリングは
マンツーマンサロン
ならでは。周りを気に
することなくゆっくり
細かいディテールま
で伝えられるのが嬉
しい。繁華街の中心
にいるのを忘れてし
まう程、静かでゆった
りとした時間が流れ
る。大型サロンが苦
手な方にもおすすめ
のサロンだ。

住所：Rm. 5A, Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話： (852)5183-6958、(852)2891-0005　
フェイスブック：www.facebook.com/andhairhongkong/

アンド

確かな技術はもちろん、オーナースタイリストの人柄も魅力のひとつ

アンド・ヘア

店内動画はこちらから
before after

　髪や地肌がべたついたり乾燥しがちなこの季節。「Hanmi Hair」
ではあらゆる頭皮・髪の悩みを解消できるヘッドマッサージが好
評だ。マイクロスコープで頭皮を診断し、一人一人の悩みに合った
薬剤を使用して頭皮環境を整える。アロマの香りに包まれながら
のマッサージはリフトアップ・リラックス効果もあり。リピーターが
後を絶えないスペシャルケアを一度お試しあれ。

住所：Unit,1002, 10/F., Humphreys Bldg.,
　　  11 Humphreys Ave., TST
電話：(852) 2673-6661
フェイスブック：www.facebook.com/hanmihair

Hanmi Hair Hanmi Hair

　繁華街の銅鑼湾(コー
ズウェイベイ)に店を構
える「Kapas（カパス）」
は、その立地の良さをは
じめ、平日・土日問わず
他店より早い9時30分か
らオープンしていること
もあり、買い物ついでや
お子さんの送迎の待ち
時間、さらには仕事前な
ど、それぞれのライフス
タイルに合わせて利用できると評判だ。スタイリスト歴
20年以上の経験を持つオーナー・スタイリストの大久保
氏が手掛けるスタイルは、トレンドを取り入れながらも、
個性を引き出す自然な仕上がり。シャンプー前のカウン
セリングから仕上げまでを大久保さん自らが対応してく
れるのも魅力で、柔らかい陽射しが心地よい緑を基調と
した空間はまさに都会のオアシス。自然と足を運びたく
なる、居心地のよいオススメサロンだ。

住所：15/F., Nam Hing Fong, 39 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2882-3662
フェイスブック：「Kapas Hong Kong」で検索

土日も朝9:30よりオープン！グリーンが基調の都会のオアシスで癒されて

カパス

店内動画はこちらから

　　今年創業20周年を迎える「Hair Xavier」の一押しは、ゲストの個性に
合わせて提案するパーマだ。カウンセリング時にスタイルのイメージ共有
をし、ボリュームやカール感を個人の髪質に合わせて調整、印象までも思
いのままの仕上がりに。この秋冬はアレンジ次第で様々なシーンに映える
パーマスタイルをコーディネートに取り入れてみてはいかがだろう。

住所：13/F., Canton Plaza, 
　　  82-84 Canton Rd., TST
電話：(852)2317-4050
ウェブ：www.hairxavier.com
フェイスブック：www.facebook.com/HairXavier/

Hair Xavier ヘア・ザビア

　今年創業20年を迎える「Caricy Hair Salon」。同店スタッフが自信
を持っておすすめするのがオールハンドヘッドスパだ。じっくり時
間をかけてマッサージすることで、頭皮や髪の状態を改善し、健や
かに保つ。そのほか肩こり・眼精疲労の解消、そして女性には嬉し
いリフトアップ効果も期待できる。人気メニューのため、事前の電
話予約のみ対応可能。

住所：Rm. A, 22/F., Way On Commercial Bldg., 
　　  500 Jaffe Rd., CWB
電話：(852)2838-1236、(852)2838-9541
ウェブ：www.caricy.com
フェイスブック：www.facebook.com/hair.caricy

Caricy Hair Salon カライシ・ヘアサロン
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