今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地
営業・販売系/
金融・保険

営業・販売系/
金融・保険

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光

営業・販売系/小売・流通

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光

営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

待遇

香港/香港島

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。 30K〜35K
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。

香港/香港島

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。

香港/香港島

A I 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。 40K〜50K
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。

香港/香港島

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 30K〜35K
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。

香港/香港島

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 25K〜35K
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。

香港/香港島

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 20K〜25K
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。

香港/香港島

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。

香港/香港島

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。

香港/香港島

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

香港＆広東

職務及び資格

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

海運企業が経理・財務の担当者を募集。香港
法人および各子会社の決算業務。月次・年次
決算、
収支報告書作成。
来期予算計画作成およ
び監査対応。海外子会社を含む連結決算業務
経験のある方。英語ビジネスレベル。

35K〜45K

RGF 香港

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）/
小売・流通

香港/香港島

RGF 香港

営業・販売系/金融・保険

香港/九龍

有 名 金 融 サ ービス 企 業 が セールスマネ ー
ジャーを募集。
法人向けクレジットカードの事業
開発。
既存顧客からの問い合わせ対応。
マーケ 24K〜26K
ティング、
プロモーションイベントの参加など。
５年以上の職務経験のある方。

RGF 香港

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

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 22K〜30K
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。

RGF 香港

RGF 香港

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍

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。

25K〜28K

RGF 香港

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

香港/新界

大手日系航空会社が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 15K〜20K
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。

RGF 香港

RGF 香港

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

RGF 香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

20K〜23K

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

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。 18K〜20K
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

営業・販売系/商社

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

営業・販売系/商社

30K〜50K

20K〜25K

25K〜28K

【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。

35K〜50K

RGF 香港

日本

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。

28K〜32K

RGF 香港

日本

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 25K〜30K
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

その他アジア

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。

USD2.5K

RGF 香港

その他アジア

日系工業商社が営業マネージャーを募集。東南
アジアでの新拠点立ち上げ。駐在員待遇。代理店
等への自社商品の紹介。販売ルートの調整７年 40K〜50K
以上の物流システムメーカーや工業商社経験者。
本社採用・駐在員待遇。
海外赴任手当有り。

RGF 香港

ビジネス（香港・広東共通）
今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地

企画・宣伝・広報/
コンサルタント

香港/香港島

職務及び資格

紹介会社

募集職種 / 業界 勤務地

30K〜50K

Reeracoen

サービス系/外食・フード

深圳

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 22K〜35K
ナンスを行い、香港人スタッフの教育。

Reeracoen

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

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。

Reeracoen

営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。

待遇

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

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍

「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。

営業・販売系/物流・倉庫

香港/九龍

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。

20K〜25K

Reeracoen

営業・販売系/商社

会計経理・経営管理/
外食・フード

香港/九龍

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。

20K〜23K

Reeracoen

営業・販売系/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍

日系専門商社がセクションのシニアマネー
ジャーを募集。商材は化学樹脂、日本人含む
３〜４名のマネジメントを担当。

Reeracoen

営業・販売系/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/九龍

パティシエを募集。
デザートの考案。
デザートの
品質チェック。
デザートのすべての準備や、
プレ
ゼンテーションなどの監督。季節限定メニューの
考案。

Reeracoen

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/商社

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

その他
（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
外食・フード

サービス系/外食・フード

40K〜60K

40K〜48K

14K〜25K

職務及び資格

待遇

紹介会社

エグゼクティブシェフ鉄板焼きor寿司or炉端
焼き。

RMB
30K〜40K
+住宅

華南WORKS

経験により
応相談

Pasona Asia

香港/香港島

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 20K〜35K
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。

Pasona Asia

香港/香港島

日系エレクトロニクス商社が車載機器メー
カー向けの営業職（スーパーバイザーまたは
担当レベル）
を募集。
５年以上の半導体の経験者。 22K〜35K
部下への指示を出しながら独立して営業活動
を遂行できる方。
ビジネス英語必須。

Pasona Asia

香港/九龍

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。

経験により
応相談

Pasona Asia

香港/九龍

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。

経験により
応相談

Pasona Asia

香港/九龍

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 20K〜25K
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

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。

30K前後

Pasona Asia

会計、
コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、
社内専門家と協力して解決案
の提案・実行。英語ビジネスレベル。会計税務
法務業務経験者、
日本国公認会計士、
又は税理
士免許保持者歓迎。

応相談

AOBA

香港WORKS

営業・販売系/商社

日本伝統工芸品専門店での店舗販売チーフ。
20K〜25K
広東語または北京語話せる方。

香港WORKS

専門職/
プロジェクトマネージャー

香港

AUTOCADを使用して商業施設の内装デザ
インの製図業務。

香港WORKS

専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京

香港/香港島

エグゼクティブシェフ和食経験10年。

営業・販売系/小売・流通

香港/香港島

クリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍

30K〜60K

15K〜18K

香港

香港

香港＆広東

香港

会計、
コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）
と顧客案件対応業務
（一部）
等。
会計、
RMB２８K
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。
北京語ビジネスレベル、
英語読み書き以上。
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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

香港/香港島

金融業界がジュニアセールスを募集！ 財務分析
レポートの作成、中国地域でのプレゼンテー
ション、
メディアへの金融市場状況の提供支援
など。★SFC type3/同等の資格保持者、英/
北/広に堪能な方。

13K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
外食・フード

香港/九龍

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、
15K〜20K
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。

インテリジェンス
香港

香港/香港島

M＆A/PR業界がRMを募集！！ クライアント
ベースを管理、
プレゼンテーション/Webミー
ティングを通じ、顧客にトレーニングとガイ
ダンスを提供。★合併買収業界への関心をお
持ちの方。

〜30K

インテリジェンス
香港

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

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、 30K〜40K
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！

インテリジェンス
香港

香港/香港島

大手日系銀行がRMを募集！
！ 銀行商品の顧客
へのプロモーション、
ビジネス開発など。
★コー
20K〜25K
ポレートバンキングまたは金融業界において、
4〜5年以上の日系企業RM経験。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社

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

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。

20K〜25K

インテリジェンス
香港

サービス系/
旅行・レジャー・観光

香港/新界

航空業界より空港グランドスタッフを募集！ カス
タマーサービス経験者応募可能、航空/旅行
15K〜23K
業界で3〜5年の経験者優遇。
★長期勤務希望、
英語ビジネスレベル、広東語ができれば尚可。

インテリジェンス
香港

香港/香港島

ＩＴオフィサー/シニアオフィサーを募集！ 英語/
北京語（逆もあり）への、翻訳、同時通訳、イン
ボイス処理を含むＩＴ管理業務。★ＩＴ関連の
翻訳経験が2年以上ある方、英語、北京語（読み
書き）
が流暢な方。

21K〜
（応相談）

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

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。

21K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

電子部品関連企業がEMS営業を募集！ 基板
実装（EMS）の営業業務全般及びEMS業務
管理。★5年以上の経験者または電子業界の
営業経験。

30K

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
香港/新界
メーカー（機械・電気・電子）

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）。

〜30K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

メンテナンス
（事務）サポート。内勤にて、見積
もり・請求書作成、部品の手配、本社とのやり
18K〜20K
とり、仕入れ先との交渉、修理進捗確認等。
★事務経験、
出来れば広東語、
ビザホルダー。

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

香港/新界

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、
16K〜25K
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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

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。

20K〜25K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
建設・建築・内装・住宅関連

深圳

総経理候補。運営管理、
日系企業向けのオフィス・
工場の内装工事に関する新規開拓営業および
コンサルティング業務★営業経験者
（業界経験 RMB〜25K
不問）、
マネジメント経験者、北京語でのコミュ
ニケーションが可能な方。

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売

香港/九龍

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。

25K

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

東莞

工場長。工場全体の目標作成、売り上げ、品質、
将来の設備投資、技術開発など。★工場生産
RMB〜25K
管理経験、
中国での工場製造経験者。
製造現場
管理、
労務管理経験必須。北京語：準ビジネス。

インテリジェンス
深圳

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、 25K〜26K
月単位の予算管理の実施など。★営業/マーケ
ティングで5年以上の実務経験のある方。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

広州

仕様確認やサンプル作成日程の調整と現場
RMB
管理。
日本本社との調整業務。
★
【歓迎】
パターン
作成経験者。北京語日常会話以上、食事補助、 15K〜17K
住宅提供あり。

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
会計・監査・経理

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問
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中国法律コラム

ビジネス（香港・広東共通）

内部規定の制定手続きについて
今回のコラムでは、会社が就業規則などの内部規定

22

ばならない。

を制定するにあたって、その内容について従業員の同

内部規定及び重要事項の決定を実施する過程にお

意を得る必要があるのか？という問題について論じた

いて、工会又は従業員は、
これらを不適当と認めた場

いと思います。

合、使用者に対し申し出て、協議によりこれらを改訂し、

一、問題提起
就業規則などの従業員の切実な利益に直接かかわ

及び完全化する権利を有する。
使用者は、労働者の切実な利益に直接関わる内部規
定及び重要事項の決定を公示し、又は労働者に告知し

る内部規定を制定するにあたり、中国の労働契約法は、

なければならない。

いわゆる民主的手続を履行するよう求めており、従業

2.「労働紛争調停仲裁法」及び「労働契約法」の適用に

員と平等に協議をすることが要求されています。そこ

おける若干の問題に関する指導意見

で、
ここにいう協議とは、ただ単に話し合いの場を設け
れば良いのか、それとも、従業員の同意までを必要とす
るのかという点が問題になります。
もし、従業員の同意までを要するとすると、従業員に
とって厳しい内容の内部規程を制定することが大変難

第20条後段
（民主的手続を経ない内部規定の取扱い）

４条２項に規定する民主的手続を経ていないときは、
原則としてこれらを使用者の労働者使用管理の根拠と

使用者は、法により労働に関する内部規定を確立し、
及び完全化し、労働者が労働権利を享有し、労働義務
を履行することを保障しなければならない。
使用者は、労働報酬、勤務時間、休憩、休日及び休暇、

大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート
Tel: (86)755-8328-3652
E-mail: odake@yamatolaw.com

制定し、又は改訂した場合において、
「労働契約法」第

してはならない。ただし、内部規定又は重要事項の内容

第4条（使用者の義務）

法律顧問

「労働契約法」の施行後において、使用者が労働者の

ましょう。

1.労働契約法

SHENG TANG LAW FIRM

切実な利益に直接かかわる内部規定又は重要事項を

しくなります。
この点、まずは次の関連法令を見ていき

二、参照法令

広東盛唐法律事務所

四、内部規定の内容について、従業員の同意が必
要か？

が法律、行政法規及び政策の規定に違反せず、明らか

使用者は経営自主権を有するため、
自身の状況に応じ

な不合理な事由が存在せず、かつ、すでに労働者に公

て、法令に違反しない範囲において内部規定を制定す

示され、又は通知され、労働者に異議のない場合は、労

ることができます。労働契約法は、内部規定の制定にあ

働仲裁及び人民法院裁判の根拠とすることができる。

たり、必ず従業員と平等に協議しなければならないと

三、
「民主的手続き」の履行について

るのであって、協議により従業員と合意を達成すること

前述の法令のとおり、使用者は労働者の切実な利益

定めていますが、
これは協議すること自体を要求してい
までは要求されていないと解釈されています。つまり、

に直接にかかわる内部規定を制定するとき、必ず民主

内部規定の内容については、最終的な決定権は使用者

労働安全衛生、保険、福利、従業員の訓練、労働規律並

的手続き
（従業員代表又は工会と協議をすること）を履

が有しているといえます。
したがいまして、使用者は内

びに労働ノルマの管理などの労働者の切実な利益に

行しなければならず、
また、決定した内部規定を労働者

部規定を制定するとき、必ずしも全従業員の同意を得

直接かかわる内部規定又は重要事項を制定し、改訂

に公示しなければなりません。なお、内部規程の内容

る必要はなく、従業員代表又は工会との協議を経て、か

し、又は決定する場合、従業員代表大会又は全従業員

が法令に違反せず、かつ、不合理な事由が存在しない

つ、
これを公示すれば、一部の従業員がその内容につ

における討議を経て、案及び意見を提出し、工会又は

場合は、従業員に公示されていれば、従業員に対して法

いて反対したとしても、内部規定は適法に効力を生じ、

従業員代表と平等に協議して、
これらを確定しなけれ

的拘束力を有します。

従業員全体に対して法的拘束力を生じるといえます。

香港

深圳

香港
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香

ショッピング（香港・広東共通）

コロンの選び方
水、

香水やコロンは、男女それぞれの美しさを強調し、他者を惹きつけてくれる存在だ。
また、時には気分を盛り上げ
たり、思い出を蘇らせたりするほか、シンプルに自分の香りをより良いものにしてくれる。現在もブランド、デザイ
ナーラインの働きにより市場には文字通り数千種類の香水やコロンが出回り、その規模は年間数十億ドルにも
のぼるものになっているが、
どのような香りが自分に最も適しているか、貴方はご存知だろうか。今回は個性に
合ったフレグランスを選ぶ方法をご紹介しよう。

香りを選ぶ

ロンは、香りが強く、長く持続する。値段は高いが、そこに価値を感じ

それぞれの香水やコロンは異な

る人も多い。最高濃度の“パフューム”は通常、手首の静脈上に1回付

る“ノート”を持ち、全体的な香りを

けるだけで終日香りが続く。次に濃いのは“オードパルファム”で、香

決 定 付 けている。ノートは、ベー

りの持続性は約6時間。その次は“オーデ・トワレ”と呼ばれ、香りを保

ス、
トップ、およびミドルノートと呼

つためには1日に何度か付ける必要がある。オーデ・トワレと、それ以

ばれる3つの異なる段階で構成さ

下の濃度の"オーデコロン"は、約2時間しか香りが持続しない。

れており、それらはすべてシナジー
効果を発揮して特定の匂いを作り出す。例えばフローラル系であれ

香りを試す

ば、バラ、
クチナシ、またはゼラニウムのような異なる花のノートを

商品を買う前に、そのフレグランスが

含んでいたり、柑橘類やりんごの香りを含んだフルー

本当に自分に合い、その使用を楽しむこ

ティー系もあるだろう。エキゾチック系にはスターアニ

とができるか確認しよう。多くの化粧品

スやシナモンなどのスパイシーなノートが多い。男性

店ではそのためにテスターを多く提供

の香りにもさまざまなノートがあり、ムスクの香りはや

している。まずはボトルの香りを確か

や重く、
より男性的な雰囲気。他にも松や皮革のような

め、次 に少 量を手 首 に付 け、しばらく

ベースノートもある。購入の際には、買おうとするもの

たってから再び香りを嗅いで、自らのホ

に含まれているノートが自分好みのノートかどうか確

ルモンやフェロモンによる体臭、使用し

認してみよう。

ている化粧品との相性を確かめよう。小

濃度を決める

ラインテストを試すのもお勧めだ。

売店で実際のものを試して買うことができない場合は、簡単なオン
香りの濃度には4種類あり、香料の濃度が高くなるに
つれて価格も上がる。基本的には高濃度の香水やコ

香港

香港

香港
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語言

言葉の世界
漫遊記

花樣

香港スクール

Vol.

127

＜萬聖節 or 哈囉喂＞

香 港 は か つて、アジアで ほ

いほど日本人の心をとらえていて、香港でも毎年クリスマスイ

とんど唯 一 の、本 格 的 な ハロ

ブにはクリスマス仕様のケーキを探して奔走する日本人の姿

ウィンが見られるところでした。

があります。

発祥地は蘭桂坊。新年のカウン

『ケロロ軍曹』の広東語版では、夏美の言う
「お盆」が「中元

トダウンとクリスマスイブは大

節」
となっています。先祖供養、死人礼賛（？）系の行事は香港

混雑で「人頭湧湧」、加えてハロ

では清明節と重陽節がメインで、中元節＝盂蘭節（盂蘭盆

ウィンの仮装の様子は「扮鬼扮

会）は主に福建系の潮州人社会が主導します。中元は道教が

子をよこせ、
というのはまぎれもなくテロ行為通告による脅

馬」、毎年、異口同音にこの四字

起源、一方の盂蘭盆は仏教、けれどもインド由来の原始仏教

迫。お中元も、
くれないと便宜をはかってやらないぞ、
という

熟語で報道されます。

ではなくて、中国で独自にアレンジされたもの。
これが日本に

暗黙の強迫だったりして。
クリスマスもハロウィンも、バレンタ

『ケロロ軍曹』の7年間にわた

伝わったのがお盆です。
日本では中元が盂蘭盆と完全には一

インもお中元も、はびこるのは商業主義、神様仏様より五穀

る放送でハロウィンがテーマなのは、
アリサ・サザンクロスと

体化されず、中元は「お中元」
となり、死者ではなく生きている

豊穣、…っていうか、商売繁盛。

いうオカルティックなキャラが登場する第133話（2006年）
と、

人に贈り物をあげる行事になっています。収穫をもたらすご

『ケロロ軍曹』の夏美の家には宇宙人と恐怖の大王のほ

同じく第338話（2010年）
。133話では夏美がハロウィンについ

祖先の大地に感謝、ではなく、収入をもたらすお得意先に感

か、お観世（みよ）
という幽霊が住んでいて、第353話で成仏を

て、
しどろもどろに説明します。
「たしかイギリスのほうの…、
ア

謝。伝統行事は様々にアレンジされてこそ、新たな地に根付

試みます。
この「成仏」の訳が、
「升天」
（昇天）。たしかに日本の

メリカだっけ？ 収穫祭で、ケルトのお祭りで…、日本のお盆

き、支持を得ます。一般に広く好まれる言葉に語源不明のも

中国語辞典でも「成仏」は「升天」です。かの有名な『菊と刀』

みたいなもの、怪物や魔女のコスプレをして…、お菓子をも

のが多いのと同様、起源がよくわからなくなったお祭も、
これ

の中で、ルース・ベネディクトはこう書いています。
「彼ら
（日本

らってまわるの」。そして338話で、
また同じような説明があり

すなわち大衆の支持が厚いお祭り、
であります。

人）は、…どんな人間でも、死んだらブッダに成る、
というの

ます。それが、
『妖怪ウォッチ』
（2014年〜）
では、何の説明もな

クリスマスも、もしアメリカでサンタクロースを得なかった

だ。…他の仏教の国で、そんな事を言う所はない」。
「成仏」が

く当たり前のようにケータたちは仮装してハロウィンに出か

ら、キリストの誕生だけだったなら、
日本であんなに街中キラ

日本独自のアレンジだということがわかります。
「昇天」は本

けるのです。気が付けば、いつのまにか日本にも根を下ろし

キラする行事にはならなかったでしょう。サンタクロースの起

来キリスト教のアイテムですが、正確には「キリストの昇天」

ていたハロウィン。

源はオランダ人がアメリカに伝えた聖人ニコラウスですが、

のみを表すため、一般人が天に召されることを日本のプロテ

東京ディズニーランドが仕掛けたとか、SNSが広めたとか、

ほとんどのプロテスタントには聖人崇拝という概念がないの

スタントでは「召天」
としています。
これは日本語式漢語で、語

日本のコスプレ文化が発展したとか、いろいろ言ってますが、

で 聖 人 の 要 素 が 抜 け落ちた ので す。
「H a l l o w e e n」には

順が逆。中華圏では「天を召す」
という意味になり、…っていう

かつてバレンタインデーもはじめはこんな感じでした。1973

「Hallow」
（聖人）が入っていても聖人とは無関係。キリスト教

か、意味不明、日本国内でもほとんど普及していません。
「召

年の『ど根性ガエル』では、ひろしがチョコレートは女が男に

の行事ではありません。
「Trick or Treat」
（いかにもアングロサ

天」もまた戦後に作られたおびただしい数の、同音の漢字に

あげるものとは知らずに京子ちゃんにあげようとして恥をか

クソン好みの頭韻法であり、また、アイルランドやウェールズ

よる日本式書きかえなのです。
日本語で「召」が「昇」
と同音に

いたり、
ヨシコ先生がバレンタインデーと知らずにチョコをあ

の詩に多い子音韻を彷彿させます）、
これもアメリカの製菓

なるこの偶然も神のおぼし召し？ 日本語圏外では、人は「成

げて誤解されたりと、今では考えられないような騒動で盛り

会社の宣伝で広まったとされます。
「Treat」には「ごちそう」
と

仏」せず、
「召天」
もしないのです。

上がっています。バレンタインのチョコとクリスマスケーキは

か「もてなし、ふるまい」
という意味はあっても本来「お菓子」

製菓会社が広めたとされますが、
クリスマスケーキは恐ろし

という意味はありません。いたずらされたくなかったらお菓

香港

香港
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【第ニ回】 Road to Victory 2017

ダイヤモンドの輝きを放つ巨大LEDスクリーン劇的誕生！

LEDモジュール据付けが完了して、足場が取り外された様子。
（10月上旬）

試運転を行っている様子（10月中旬）

三菱電機（香港）

SOGO銅鑼湾ダイヤモンドビジョンが商業運転開始される。
プロジェクト開始の経緯から導入・

三菱電機 長崎製作所

納品に至るまでに現場を支えてきた三菱電機（香港）社会インフラ事業部（以下、同社事業部）

中村 文吾 据付け指導員

の「技術力」
「現場力」
「人間力」の3本柱。今回の特集記事では「技術力」を取り上げて、普段は

「香港での巨大映像設営に初めて携わったのは今から約20年前です。当時は大型映像を設営
した経験のある現地作業員がいなかったため苦労しましたが、今回はかつてのメンバーも数

見ることのできない「技術力」
を現場で活躍した方々にインタビューを行い、様々な角度から同

人いましたので、安全・品質管理の高い意識を持って一緒に作業が出来ました。LEDモジュー

事業部が行っているBtoB事業の「見える化」
を弊誌で伝えたい。

社会インフラ事業部の
総合力とは

ル370枚を1枚の平面に見えるようにするために各々のモジュールの隙間を最大僅か

技術力

0.6±0.2mm以内に収める必要がありましたが、
チームと共になって精度の高い品質基準をク

技術力

リアすることができました。
プロフェッショナル集団と共に仕事が出来て誇らしく思います。」

LEDモジュール据付けを170枚

現場力

達成した際のスナップショット

LEDモジュールを手作業で上方へ運搬している

人間力

三菱電機（香港）社会インフラ事業部
総経理 鳥海 寿郎（とりうみ としお）
兵庫県神戸市出身。香港赴任後4年目。
ニックネームはMr. W.P. Teddy。

三菱電機（香港）社会インフラ事業部

三菱電機 長崎製作所

三菱電機（香港）社会インフラ事業部

STEVEN K. C. LAI プロジェクトマネージャー

脇﨑 仁 施設システム部 品質管理課

池田 和彦 物流マネージャー

「私はハッピーバレー競馬場のダイヤモン

「SOGOでの据付け作業が開始する数か月前より

「今回の映像機材輸送に際し、2度にわたる

ドビジョン設営にも携わっていましたが、今

LEDモジュールを制作している長崎製作所と香港を

大型台風により輸送スケジュールの変更が

回の現場は日中の気温が45〜50度、夜間

何度も往復しました。SOGOダイヤモンドビジョンは

多く、
また搬入が深夜ということもあり、輸送

でも35度、そして高湿度という真夏の厳し

370枚のLEDモジュールで構成されています。1枚の

車両の手配に手間が掛かりましたが、建設

い 環 境 下での 作 業でした。それに加えて

LEDモジュールの重量は約250キロ、据付けの現場

部との連携により、
タイムリーにLEDパネル

600ｍｍという作業スペース、交通量が多

スペースの幅はLEDモジュールの厚さを含めて僅

の設置計画を入手し、工期に合わせた輸送

いため夜間作業に制約される等、様々な困

か600ｍｍしかない過酷な条件の下、長崎製作所

ができました。
そして6月より約4カ月にわた

難を伴う現場でしたが経験豊富な香港人

の約10名のチームで、薄くなっても強度や製品の

る輸送を無事完了し、安堵しています。
もうす

チームが日本人据付け指導員たちと共に安

稼働に影響が出ないよう、
そして品質管理課として

ぐ香港最大の繁華街である銅鑼湾地区に香

全作業に貢献してくれました。今回の設置

鮮明で迫力のあるダイヤモンドビジョンをお客様に

港最大のビル外壁設置大型LEDスクリーン

を通じて、
プロジェクトマネージャーとして自

提供するために改良および検証を重ねた結果、通

が誕生します。縦19m、横72mの大画面に映

分自身の中で貴重な経験になりました。」

常よりも約100ｍｍ薄くすることに実現しました。
」

る迫力の映像をご期待下さい。
」

2017年10月下旬、香港SOGO（以下、SOGO）にて三菱電機製巨大LEDスクリーン「ダイヤ
モンドビジョン」の商業運転が開始される。今回の設置に至ったエピソードを三菱電機（香

案活動を通じてSOGOダイヤモンドビジョン誕生という成果につながりました。
」
以前、SOGOは中国製映像機器を設置したことがあったが、5年も経つと鮮明度が落ちたこと

総合力

様子。1枚あたり、縦1920mm、横1920mm、厚さ

現場力

灣（コーズウェイベイ）店の約倍の面積を有していますが、同店にも巨大なダイヤモンドビ
ジョンを設置すること目指します。香港では2018年、広州南/九龍西を結ぶ新幹線や珠海/澳

港）社会インフラ事業部（以下、同社事業部）の鳥海 寿郎（とりうみ としお）総経理（以下、鳥海

に加え、適切なメンテナンスが実施されなかったという。一方で同社の昇降機は品質に優れ、
ア

門/ランタオ島を結ぶ大橋の開通により、
ランタオ島や西九龍でインフラ整備が急務となり、

氏）に話を伺った。

フターサービスも充実しているので同社製品への信頼は高かった。巨大映像の入札の結果、中

ショッピングモール、商業ビル向け大型映像設置の需要増が見込まれます。利福国際集団会

「ダイヤモンドビジョンは日本国内外の商業施設、競馬場やスポーツ施設に設置されている

国（深圳）企業や米国企業、同社の3社が選ばれ、2日間にわたって上海で評価試験を実施し

長がニューヨークで観たエピソードのように、香港を訪れる世界中の人々が我々の巨大なダ

世界ブランド商品です。SOGOの親会社である利福国際集団の会長がニューヨーク訪問の際、

た。
「下からスクリーンを見上げた際、太陽光が当たっている条件下で他社製品では影が出てし

イヤモンドビジョンを観て度胆を抜かれるでしょう。香港以外ですと中国本土、そして今後は

マリオットホテル外壁に設置された幅70mもあるダイヤモンドビジョンを見たのがきっかけとな

まいますが、当社製品は画像鮮明度が変わらないことを評価試験で明らかにすることができま

台湾向け大型映像の商機拡大を考えています。
プロジェクト経験豊富な香港人スタッフが活

り、今回の商談につながりました。SOGOは以前より当社の昇降機を100％採用していることか

した。
」
と語る鳥海氏は、
「1976年に当社事業部が香港で初めて電力機器を供給して以来、長年

躍できる機会は増えていく、
と確信しています。今後の抱負としては、柵山社長の言葉、“One

ら当社製品を提案する機会を得ました。
」
と鳥海氏は語ってくれた。昇降機販売会社からの連絡

培ってきたノウハウの蓄積により、機器供給だけでなく据付け試験まで責任を持って対応すると

MELCO Activity”連携営業活動をまず日本人の我々が理解して、
自ら動き、
それをナショナル

を受け、同社事業部が三菱電機グループとしてSOGOへ訪問したのが2015年1月2日だったと

いう点、
またトラブルの際には日本国内の製作所と連携して迅速に対応することができるという

スタッフと共有する。
これが結果的に将来の事業拡大に繋がる、
と考えます。私自身、3つの

いう。
「当社は昇降機で実績がありましたので、高品質・高信頼を訴求するお客様に対してダイ

点においても高い評価をいただいている」
と、鳥海氏は同社事業部の強みについて語った。

ミッションとして
「現地化」、
「商機拡大」、
「歩く広告塔」
を挙げています。特に現地化について

ヤモンドビジョンを高く評価していただきました。当社の柵山 正樹（さくやま まさき）社長（以

今回のダイヤモンドビジョン設置を通じて、今後の同社事業部の事業展開や抱負について

は、当社事業部を牽引するナショナルスタッフを一人でも多く育て、自分の後継者として真の

下、柵山社長）が掲げる“One MELCO Activity”連携営業活動の一環でビル及び空港向けに当

鳥海氏は「2021年、旧啓徳（カイタック）空港跡地でMTRの新駅（カイタック駅）が開通します

リーダーを育てることが、自分の果たすべき役割です。
その思いが、“Dramatically Change”

社製品を組み合わせて、
トータルソリューションを提案する活動を行っておりますが、
これらの提

が、SOGOは同駅の目の前に3号店を2021年にオープンします。同店はツインタワーで、銅羅

というスローガンに込められています。」
と熱い想いを語ってくれた。

250mm、重さ約250kgのLEDモジュールを
0.6mm間隔の精度で据付けることで、縦約19m、
横約72ｍの巨大LEDスクリーンを構築している。

人間力
香港人ナショナルスタッフを擁する三菱電機（香港）
と製造元である長崎製作所の緻密なチームワーク
により、製造、輸送、据付け、試験を完遂した。

三菱電機（香港）有限公司

住所：20/F., Cityplaza One, 1111 Kingʼs Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：hk.mitsubishielectric.com

香港グルメ

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

マリリンの ぶらグル巡り
大人気イタリアンレストラン
「Pirata」
からヘルシーな新メニューが仲間入り
湾仔（ワンチャイ）のヘネシー

ロード(Hennessy Rd.）の商業

ケットサラダ、チェリートマト、新鮮なパルメザンチーズを乗

る2階建て構造のイタリアンレ

けど味わい深い「Beef Carpaccio」。イカを揚げサラダのタル

ビルの29階と30階に店を構え

せ、最後に爽やかなレモンドレッシングをかけたシンプルだ

ストラン「Pirata」。開店以来、
リ
ピーターも多く肩肘張らずにカ

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。

ニューを紹介しよう。前菜では薄くスライスしたビーフにロ

タルを添えた「Calamari Fritti」は塩加減が絶妙でビールやワ
ラスティックで温かみのある

ジュアルな雰囲気の中、本格的 インテリア

なイタリアン料理を堪能できると人気の同店。イタリアの田

インとの愛称抜群で食欲をそそる。

自家製パスタメニューには、新鮮なイタリアのなすびや

イタリア、ナポリの特産品スモークスカモルザチーズをパス

舎をイメージして作られたという店内はビンテージのインテ

タとともに自家 製 ペストソースで 合 わ せ た「 E g g p l a n t

リア、金属細工に至るまでどこか懐かしく感じさせてくれるも

スとチーズ の 鉄 板コン

好きには「Roasted Lamb Shank」がおススメ。長時間じっくり

させてくれる。同店はスぺインレストラン「The Optimist」、ぺ

ゾットにはイタリア産の

で味わい深い。

「Pici」など、定評のある人気店を展開する「Pirata」
グループ

ロライスに伝統的なイ

ルスピリッツ、ネグロニなどのイタリアのクラシックカクテル

リアで統一されていて、テーブルやバーカウンター、
シャンデ

Mezzelune」。
トマトソー

のばかり。お洒落で落ち着いた雰囲気、そして温かみを感じ

ビ の 味 を 楽しんで 。リ

ルー料理レストラン「Tokyolima」、イタリアパスタ専門店
のレストラン。

今回、心温まる

旬なカボチャを使用した
「Eggplant Messelune」

タリアンソーセージ、旬

のカボチャとともに白ワ

秋の新メニューが

イン、バター、そしてパルメザンチーズを合わせて煮込んで

アの 良 質 食 材 を

残ったしっかりアルデンテでカボチャの甘さとソーセージ、

登 場。旬 のイタリ
ふんだんに取り入

れた本格的なイタ

リア料理の数々を

提供する。
さっそく

チーズがアクセントの新鮮な「Beef Carpaccio」

有機栽培米、アクエレッ

そんな 秋 の 新メ

香港
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仕上げた「Risotto with Pumpkin and Sausage」
。お米の芯が

チーズの塩気が絶妙のバランス。みんなでわいわいと楽しみ
たいシェアメニューにはボリュームたっぷりの「Grilled Giant

Tiger Prawn」。サルサベルデソース、たっぷりのニンニク、そ

してパセリをトッピングした食欲をそそられる一品。少人数

でも楽しめるようにフルサイズとハーフサイズを用意。お肉

ボリュームたっぷりの
「Grilled Giant Tiger Prawns」

外はカリッと中はニューシーな
「Roasted Lamb Shank」

煮込んだお肉は骨からそぎ落ちるほど柔らかく肉汁たっぷり
食前食後には2階のバーまたはルーフトップバーでアぺロ

と共に秋の夜長を楽しもう。
Pirata

住所: 29＆30/F., 239 Hennessy Rd., Wanchai
電話：(852)2887-0270
時間：キッチン
ランチ 月〜土 12:00〜14:30、
ブランチ 日＆祝日 12:00〜14:30、
ディナー 日〜木 18:30〜22:30、金土 18:30〜23:00
バー
日〜木 12:00〜1:00、金土 12:00〜26:00
ウェブ：www.pirata.hk

香港
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香港グルメ

西営盤のレストラン、

Krua Walaiphanで美味しいタイ料理を
「Krua Walaiphan」
では上環（シェンワン）の名

は比較的多めなので、品数を考えながらオー

店、
「Chachawan」でシェフとして働いていた、

ダーするといいだろう。

出すハイクオリティのタイ料理を提供している。

西営盤（サイインプン）の中でも、ひときわ人気

Walaiphan Hanyut氏とRenee Dancel氏が生み
店内はセミオープンタイプのキッチンと簡素

なインテリアでカジュアルな印象。

酸っぱ辛いドレッシングにタマネギ、
コショウ、

続々と新しいフードスポットが登場している

を集めそうなレストラン「Krua Walaiphan」で
本格的なタイの味を楽しんでみては。

パクチー、
ミント、豚ひき肉を味付けし、
レタス

カップに入れた“Lap Moo“はしつこすぎず、新鮮

なハーブが料理の味を引き立てる。青パパイヤ
のサラダ、“Som Tum“はフレッシュなパパイヤ

が使用されていて、好みの辛さでオーダーする

ことも可能だ。
グリーンカレーには、新鮮なバジ
ルとグリーンビーンズ、マクアプオン（タイ原産

の豆）が入っていて、
リッチでクリーミーなカレー

の良いアクセントになっている。
これらは香港式

のタイ料理では省略されがちな材料だが、作り
手の強いこだわりを感じさせる。太麺を醤油味

で炒めた“Pad See Ew“は野菜がたっぷり入って
いて、米粉でできた麺がべたついていない、見

事な仕上がり。その他にも“Stir Fried Chicken
with Cashew“など、香港ではあまり見かけない

本格的なタイ料理がある。メインのポーション

香港

香港
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香港

Krua Walaiphan
住所：G/F., Ko Wang Court, 29 High St., Sai Ying Pun
電話：(852)2804-1555
フェイスブック：kruawalaiphan

香港ヘルス＆ビューティー

キレイを
つくる
レシピ帳
美味しくキレイを手に入れよう
〜手作りグラノーラ

第27回

皆さんこんにちは。フードコーディネーターの川島です。
美容を絡めた日本のトレンドを基に、
「キレイをつくる」レシピを皆さまにお届けしていきます。
メイクや服装で見た目を変えることはできますが、
本当のキレイは身体の中から。
これから紹介していくレシピを日々の生活に取り入れて、
心も体も美しくなりましょう！

忙しくささっと済ませたい朝には、ザッとお皿に移すだけのグラノー
ラは大活躍。だけれど折角なら、美肌に導く美味しさを自分でセレクト
できる、手作りグラノーラをぜひ試してほしいです。
グラノーラはアメリカ発祥のシリアルで、ベースはオートミール。
オーツ麦（エンバク）
という麦の一種を脱穀して押しつぶし乾燥させ
たもので、穀物の中でもカルシウムや繊維質、鉄分がとっても豊富。
今回は、美味しくキレイを手に入れられる、朝食にぴったりなグラ
ノーラレシピをご紹介します。
❶ボウルに合わせたAとオートミールを入れ、
ゴムベラでまんべんなく
混ぜ合わせる。
❷オーブンシートを敷いた天板に、①を薄く平らに広げ、160度に予熱
したオーブンで30分。全体に火が入るよう、途中、
スケッパーなどで2
回ほど混ぜる。
❸オーブンで加熱している間にBを乾煎りし、
アーモンドは粗く刻む。
❹②の粗熱を取り、B、Cを加え混ぜる。

〈手作
りグラ
ノーラ
〉

オート
ミール

●

A ハチ
ミツ

●

200g

A ココ
ナッツ
オイル

●

今回はアンチエイジング効果の高い、ビタミンEが豊富なアーモンドとパンプキンシード、抗酸化作用の
あるポリフェノールを含むドライクランベリー（アントシアニン）
とクコの実（ルチン、
タンニン）
といったナッ

50g

A 米粉

●

ツ＆ドライフルーツをオートミールに対して６割程度組み合わせてみました。

40g

B アー
モンド

そしてオイルには酸化しにくいココナッツオイルをセレクトしましたが、オリーブオイルやグレープシー

●

ドオイルに代えて作って頂いてもOK。
グルテンフリーになるよう、小麦粉ではなく米粉を使用しています。

B パン
プキン
シード
●
C ドラ
イクラ
ンベリ
ー
●
C クコ
の実

20g

●

カンタンなので、１度試してみると色々とアレンジもしてみたくなるはず。
上記の分量を目安に、ナッツ＆ドライフルーツは自分好みのものを使用すれば、オリジナルのグラノー
ラもできちゃいますよ。

40g
20g
40g
20g

美味しくキレイを手に入れられる、朝の手作りグラノーラライフ。ぜひお試しくださいね。

川島 令美（かわしま れみ）
プロフィール
フードコーディネーター/料理家/モデル
女優・モデル業と並行し、現在はフードコーディネーターとしてテレビドラマ、広告などのフードコーディネート
やスタイリング、雑誌や書籍、WEB媒体にレシピやコラムを掲載、飲食店店舗のメニュー開発や監修、そして料
理系のセミナーやイベントへの出演など幅広く活躍中。美食同源を提唱しており、日本ボディスタイリスト協会
の食学科顧問を務めセミナーなども行っている。
公式HP：www.vivienne.co.jp/remi

香港

こちらのレシピは一例になり、過度に同じ
ものを摂取するのはバランスの偏りとなり
返ってお肌にも悪影響がありますので、そ
れぞれの栄養素をひとつの食品に偏らず
取り入れてください。
協力：日本ボディスタイリスト協会
参考文献：食品成分表、新エステティック学
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実力派＆コスパ抜群の日系サロンで くつろぎ、楽しみながらヘアメンテナンス

高いプロ意識の実力派トータルビューティーサロンで、
ワンランク上の美を！

日本・海外合わせて280店舗
以 上 を 展 開 する日系 ヘアサ
ロン
「REBEAUX」
。香港では、紅
磡（ホンハム）と西湾河（サイ
ワンホー）に店舗を構えてお
り、確かな技術を持つ日本人ス
タイリストが在籍している。木
のぬくもりが感じられる店内
で、フレンドリーなスタイリス
トらと寛いだ時間を過ごすこと
ができる。
日本のようにハイクオリティなカット、カラー、
トリートメントなどを受けられるが、
日系サロンの中では
カット料金もシャンプー込みでHKD350と手頃。さらに、
キッズやメンズメニューも充実しているので、家族で定
期的にヘアメンテナンスできる。日本では感じなかった
ヘアストレスに悩まされる方々の救世主。アットホーム
なリラックス空間で、極上のキレイを手に入れよう。

ヘア、ネイル、アイラッシュ
の施術が一軒で受けられる
「Carte Blanche」。2フロアに
わたる同店では、いずれも世
界各地で経験を積んだ、実力
派の日本人プロフェッショナ
ルが揃う。幅広いスタイルに対応できる彼らの確かな技
術、行き届いた接客はもちろんのこと、同店で使われる
シャンプーやラッシュ、
グルーなど施術に使われる商材
は髪や肌にやさしい日本の製品を使うなど、
プロである
彼らの目と経験によって厳選されたものばかり。
さらに、
専用の機材を導入し日本と同じ軟水を使うなど、常に高
いクオリティーを保っている。
この日本と変わらぬクオリ
ティーを求めて、新界地区や深圳など広東省からも足を
運ぶ人も多いのだとか。
「来る人を綺麗にしたい」
という
シンプルで徹底した高いプロ意識に裏打ちされたCarte
Blancheのサービスに身を委ねて、
トータルな美しさを
手に入れてみては。

HAIR SALON

レビュー

店内動画はこちらから

カルトブランシュ

〈紅磡店〉
住所：Shop 25, G/F., Hung Hom Bay Ctr., 92-112 Baker St., Hung Hom
電話：(852)2303-0773
〈西湾河店〉
住所：Shop GD37, Lei King Wan, Site D, 25 Tai On St., Sai Wan Ho
電話：(852)2399-7898

フェイスブックへはこちらから

ウェブ: www.ribis.net

Voi Voi Rakkaus hair salon
ボイボイラッカウス

東京・青山の有名サロン出身で、雑誌やテレビで活躍した長谷川コウ
氏率いるヘアサロン「ボイボイラッカウス」は、中環(セントラル)と銅鑼
湾（コーズウェイベイ）に店を構える。実力のあるスタイリストが揃って
おり、なりたいスタイルになれると評判だ。肌色から似合うカラー剤を
選んで調合したオリジナルカラー提案も人気の高い理由のひとつだ。

Belle Jouvence Beauty salon
ベル・ジュバンス

〈中環店〉
住所：10/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2801-7755
フェイスブック：www.facebook.com/Voi-Voi-Rakkaus-Hair-salon-117266408377126/
〈銅鑼湾店〉
住所：3A, Prosperous Comm. Bldg., 54 Jardineʼs Bazaar, CWB
電話：(852)3565-0015

香港
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住所：1/F. & 2/F. Mody House, 30 Mody Rd., TST
時間：10:30〜20:00
電話：ヘア：(852)2739-1960 ネイル&ラッシュ：(852)2739-1966
ウェブ：www.carteblanche-hk.com
フェイスブック：CarteBlancheHK

銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエア裏に店
を構える
「ベル・ジュバンス」
。
スタイリスト歴27年の経歴
を持つ菅尾さんが営む同店は、弱酸性美容法を基につ
くられた、髪や地肌に配慮された薬品を使用しているブ
ランド「ベル・ジュバンス」を香港内で唯一取り扱ってい
るサロンだ。

住所：6/F., 15A Matheson St., No. 2 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2881-0811
ウェブ：http://db.soknet.com.hk/thehk2000/living/belle/index.html
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あの超人気サロンAUBE hair groupが遂に香港上陸！
⁚ ⁓ ⁛  ‒  ⁓ ⁞  

オーブ

日本人トップスタイリスト 左 RYU・右 NOB

銅鑼湾（コーズウェ
イベイ）駅E出口から
徒歩3分の同店は、日
本で140店舗、海外で
1 0 店 舗 を 運 営 する
AUBE Hair groupの香
港1号店。薬剤や店内
の家具や椅子等も全
て日本製にこだわり、
東京と変わらないクオ
リティを香港で提供する。
スタイリストがシャンプーから
仕上げのスタイリングまでを1人のお客様につき1人の
担当制で対応し、
きめ細やかな要望も叶えてくれる。落ち
着いた雰囲気の中、癒しの一時を過ごせる環境が整えら
れている。
いまならオープン記念で全メニューが40％オフ。
この
チャンスをお見逃しなく！
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SOZO HAIR DESIGN
ソーゾー・ヘア・デザイン

PORTO Hair Designing
ポルト

住所：9/F., L̀hart, No 487-489 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2834-5566
ウェブ：porto.com.hk
フェイスブック：www.facebook.com/porto.hk

〜

ラグジュアリーな雰囲気とデザインセンスで本物志向
の女性たちを魅了し続ける
「SOZO Hair Design」
。扱う商
品にもこだわり、美容における最先端のプロダクトが
揃っている。同店おすすめの「OLAPLEX」は、米国の科学
者によって発明された、髪の「修復」
を可能にする新しい
タイプのトリートメントだ。その効果は絶大で、
ダメージ
ヘアに悩む女性から支持を得ている。
住所：3/F., World Wide Commercial Bldg., 34 Wyndham St., Central
電話：(852)2353-5025
ウェブ：www.sozohairdesign.com/
フェイスブック：www.facebook.com/SozoHairDesignHongKong/

Lui's Hair Salon
ルイズヘアサロン

住所：Flat B, 1st ﬂoor, Haywood Mansion,
57 Paterson St., HK
時間：10:00〜21:00
電話：(852)2577-6663
Facebook：AUBEhairhongkong
サロン紹介動画はこちらから！ Instagram：aubehair̲hongkong

銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅C出口徒歩1分の好立地
に店を構える
「PORTO」。経験・知識ともに豊富なスタイ
リストが5名在籍し、
「人や笑顔が行き交う賑やかな大人
の集い場。」をコンセプトとする実力派サロンだ。店内は
明るくスタイリッシュな空間で、誰もが心地良く過ごすこ
とが出来る。最新の流行りを一早く察知し、ニーズに合
わせた技術力に定評がある。

n

銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅を出てすぐという便利
な立地にもかかわらず、都会であることを忘れてしまう
ような落ち着いた静かな店内。窓から海が覗く心地良
い空間で、高い技術をもったスタイリストがあなたに
ぴったりのスタイルを提案してくれる。
「ヘアスタイルを
通して自分自身をもっと好きになってほしい」、そんな願
いが込められたサロン。
住所：22/F., Shun Hei Causeway Bay Center,
492 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2573-1077 ※要予約
フェイスブック：www.facebook.com/luishairhk/

TONI & GUY
トニー・アンド・ガイ

世界各国で20か国、店舗数500以上を展開する世界
的にも有名なヘアサロン「TONI & GUY」。世界で唯一美
容業界で”SuperBrand”や“Cool Brand”として称された
会社でロンドンのファッションウィークのヘアケアの公
式スポンサーも務める。高い技術と熟練の腕で実用性と
ファッション性を兼ね備えたヘアスタイルを提案する。

住所：G/F., 15 Wyndham St., Central
電話：(852)2801-7870
ウェブ：www.toniandguy.com.hk/
フェイスブック：www.facebook.com/toniandguyhongkong/
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