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一緒にPPWを作りませんか？ 
Making our magazine together!
ぽけっとページウイークリー(PPW)では、空い
た時間を利用して誌面に登場していただける
香港在住の方を募集中です。駐在員から奥様、
永住者、ご家族での応募も大歓迎です。自薦他
薦は問いません。詳細は週刊PPW新聞編集部
(editor@pocketpage.com.hk)までお問合せく
ださい。

Pocket Page Weekly (PPW) is looking for HK 
residents who can appear on our magazine 
during free time. We welcome any expatriates, 
wives, permanent residents and family members 
and also accept both recommendations and 
direct application. For further information, 
please contact our editorial section 
(editor@pocketpage.com.hk). 

2017年も毎週ご愛読いただき、
誠に有難う御座います。

広告主様、読者様はじめ、多くの方々のお力添えに
心より感謝申し上げます。

１月第２週目号では、「新春プレゼント企画」も
予定しておりますので、

来年も何卒よろしくお願い申し上げます。
PPWスタッフ一同
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愛犬を癒すマッサージ法から、
香港だから気をつけたい
ペットの病気まで、
耳寄り情報いろいろ！

詳しくは6～9ページをご覧ください!

『ぽけっとページウイークリー』 No.624 2017年12月第5号
http://www.pocketpageweekly.com
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ＭＴＲ炮台山駅Ｂ出口徒歩５分

体の芯まで温まる
36-38, G/F., City Garden Shopping Ctr., North Point, HK
日本語予約(852)6110-5579  営業時間12:00～15:00 / 18:00～23:00



香港

今週の香港ピックアップ Exhibition

Exhibition

スタンダード・チャータードマラソン大会 IN 香港
第22回香港国際マラソン2018

1月21日

www.hkmarathoncharity.com

マラソンで寒い冬を吹き飛ばそう！
　スタンダードチャータード銀行は1997年から香港国際マラソンのスポンサーをして

おり、アジア最大級のマラソンイベントであるこの大会を通じて、健康な生活やマラソン

スピリットについて人々に紹介し、健康な体を持つことと困難を乗り越える精神を促進し

ている。多数の選手が国内外から参加する香港で最大の参加者を誇るスポーツ大会で

ある。香港の中心部ネイザンロードをスタートし、高速道路を駆け抜け、斜張橋で有名な

汀九橋、海底トンネルなどバラエティなコース設定となっている。香港でグルメやショッ

ピングなど熱気あふれるエネルギーと共に、ぜひこの年に一度のマラソン大会をお楽し

みください。

佐伯大地&大平峻也の海外初ファンミーティング！
　2.5次元と呼ばれる舞台劇、「刀剣乱舞」で今剣役の大平峻也と岩融役

の佐伯大地は2018年1月21日に香港でファンミーティングをする。Q&A

やインタラクティブゲームなどがあっ

て、二人に近距離会えるチャンスがたく

さんある。「刀剣乱舞」が好きな人に

とって見逃せないチャンスだ。

佐伯大地 & 大平峻也
香港でファンミーティング2018

1月21日

Legends of Maritime Trade of Ming Dynasty
「明代の海上貿易の伝説」

～3月4日

七つの海を航海する
　明期に黄金時代に入っ中国の海上シルクロード、繁栄した海上貿易

に伴い、その間には陶磁器が海外に輸出された。この展覧会は、難破

船から回収された遺物、そして香港はランタオ島のペニー湾とタイポ

から発掘された明代の陶器やが展示され、繁栄した貿易の発展の歴

史を知ることが出来る。

Music Zone, 
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
welcomemusic

Stanley Ho Space Theatre, Space Museum, TST
www.urbtix.hk
前席 HKD24、後席 HKD32（スタンダード）
前席 HKD12、前席 HKD16（障碍者（一名同行者を含む）全日学生、60歳以上）

Thematic Exhibition Gallery, 
Hong Kong Heritage Discovery Centre
月～水、金 10:00～18:00
土、日、祝日 10:00～19:00
中国大晦日 10:00～17:00 
木曜日（公休日を除く）、
中国新年の最初の2日間は休館
www.amo.gov.hk/en/whatsnew_20171031.php
無料

PMQ, 35 Aberdeen St., Central
https://mademoiselleprive.chanel.com
無料

Jean-Michel Cousteau's Secret Ocean
青い海の秘密

～2月28日

Hong Kong Space Museumで海の底を探検しよう！
　サンゴ礁にいるカラフルなクリスマスツリー・ワーム、180キロの重さ

がある大きい二枚貝など、活気に溢れた海の底の貴重映像が満載。撮影

のために開発された特殊ツー

ルを使用し、世界中で3年間に

わたって撮影された。壮大な水

中ツアーを楽しみにスペース

ミュージアムに行こう。

Mademoiselle Prive by Chanel
「マドモアゼル プリヴェ」特別展

1月13日～2月10日

シャネルの神髄に迫る展覧会
　ロンドン、ソウルに続き、「マドモアゼル プリヴェ」が来年、香港で開催

される。このエキシビションでは、シャネルのクリエイティブの神髄を深

く掘り下げるとともに、マド

モアゼル シャネルとカール 

ラガーフェルドのカリスマ

性あふれる個性と不屈の精

神を解き明かしていく。この

貴重な機会をぜひお見逃

しなく。

香港ピックアップ
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。
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香港 香港&広東

広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  12月31日はカウントダウン花火！ 過去最高の予算
　12月31日、毎年恒例のカウントダウン花火イベント「香港ニューイ
ヤー・カウントダウン・セレブレーションズ2018」がビクトリアハーバー
で盛大に開催されます。花火予算は過去最高額の1,700万香港ドル（約
2億4,700万円）、打上げ範囲も去年よりも35％広くなり横幅1,100mから
打ち上げられます。
　今回注目を集めているのは、有名花火イベントで賞を獲得したスペインの花火メーカーによる打
ち上げ花火「マジック・スターダスト」。最新パイロテクニクス（火口術）を用い、香港のサウンドトラッ
ク作曲家とコラボをし、踊る妖精が魔法の星屑を撒き散らすというイメージで表現するようです。
　また、花火以外でも、ビクトリアハーバーに面する尖沙咀エリアではいくつかの催し物が用意され
ています。花火の打ち上げ時間と合わせて以下にご案内します。

＜22:00＞
　尖沙咀スターフェリー乗り場の付近にて、オーストラリアのパフォーマンス集団「ストレンジ・フ
ルート」によるショー「デコ・スフィア」が開催。空中に設置された球体の上でダンスやサーカスが披
露されます。

＜23:00、23:15、23:30、23:45＞
　香港島の海沿いのビル屋上から、流れ星のようなカラフルな花火「シューティング・スター」が打ち
上げられます。「愛」、「健康」、「幸福」、「富」を象徴する流れ星に願い事をするチャンスです。

＜24:00（メインイベント）＞
　マジック・スターダストを含む、10分間の盛大な花火が打ち上げられます。

　なお、香港政府観光局は花火鑑賞ポイントを以下のように紹介しています。
＜ 九龍（カオルーン）側の鑑賞ポイント ＞
・尖沙咀から尖沙咀東にかけての海沿い
・香港文化センター前広場

＜ 香港島側の鑑賞ポイント ＞
・中環（セントラル）フェリー乗り場9番及び10番付近
・湾仔（ワンチャイ）の香港コンベンション・アンド・エキシビション・センターの海側
鑑賞ポイントは香港政府観光局のサイトでも確認ができます。
http://www.discoverhongkong.com/eng/see-do/events-festivals/highlight-events/countdown.jsp
　花火イベント当日は、大変な混雑が予想されますので手荷物の管理などにご注意ください。交通規
制がかかる可能性がありますので、事前に計画を立ててイベントに参加することをおすすめします。

  香港オーシャンパークの現状と今後の展開
　香港最大級のテーマパーク「オーシャンパーク
（海洋公園）」が年次報告書を発行。2018年1月1日
からの入場料を480香港ドルに値上げすること、年
間の動物誕生数や死亡数、今後の展開などを発表
しました。
　年次報告書（2016年7月1日～2017年6月30日）に
よると、赤字額は2億3,440万香港ドル（約34億円）、
前年に比べて改善されていますが来園者数は580
万人と前年度の4.03％減となったことから、2018年からの入場料を現在の438香港ドル（約6,350円）
から480香港ドル（約6,960円）に変更することを決定。
　現在の動物総数は7,807匹、死亡した動物は884匹（魚類812匹、鳥類39羽、両生類17匹、哺乳類11
匹、爬虫類5匹）、新たに誕生した動物は179匹、外部より受け入れた動物は320匹であることも合わせ
て発表。（前年度は動物総数10,843匹、死亡801匹、誕生186匹、外部からの動物999匹）
　2018年6月にはオーシャンパーク内に「Hong Kong Ocean Park Marriott Hotel（オーシャンパーク 
マリオット ホテル）」、2019年には新たなアトラクション「ウォーターワールド」が完成し、今後のさらな
る発展が期待されています。
　なお、2017年12月23日～2018年1月1日の期間、クリスマスマーケットやイルミネーションのエリア
のみを対象としてオーシャンパークの夜間入場が無料（19:00～23:00）となります。通常のアトラク
ション類は20:00で全てクローズします。

ローカルニュース
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香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

  香港観覧車が再開！ 乗車料金20香港ドル
　2017年8月29日から営業停止となっていた香港
観覧車が、12月20日（水）より営業を再開しました。
料金は従来の100香港ドルから20香港ドルに変更
され、シニアは10香港ドル、3歳未満の子供は無料
と大幅な値下げとなっています。
　観覧車の運営会社TECL社は、営業再開からしば
らくの間は大変な混雑になると予想しており、チ
ケット希望者は12月17日（日）より開始されたオン
ラインチケット予約サイト（http://hkow.hk/）の利
用を推奨しています。
　地上60メートルから香港の絶景を見渡せる観覧車は8人乗り、全42台（内1台VIPゴンドラ）、乗車時
間は15～20分間、営業時間は11:00～23:00（年中無休）となります。
　なお、TECL社のCEOは「利用客数は1時間に1,000人程度を見込んでおり、十分な利益を上げられ、今
後3年は値上げをしない。」と話していますが、有識者からは「土地の賃料だけで毎月150万香港ドル（約
2,175万円）かかるのに、格安の利用料金で経営が続けられるのか？」と疑問の声も上がっています。
＜営業停止から営業再開に至る経緯＞
　香港観覧車はSwiss AEX社によって香港政府の所有地に建設され、同社が2017年8月28日まで運営
権を持ち営業をおこなっていました。その後、契約更新時の香港政府へのプレゼンテーションで香港
企業TECL社が2017年8月29日からの運営権を獲得。TECL社はSwiss AEX社に観覧車の購入費用を支
払う必要がありましたが、購入費用が準備できずトラブルとなり営業停止になっていたと言われてい
ます。トラブル当初は、観覧車が撤去されTECL社が新たな観覧車を建設するのではないかと報道され
ていましたが、最終的には従来の観覧車を利用して営業が再開されることになりました。

  世界遺産シルクロード展が開催
　2017年11月29日から2018年3月5日まで、香港歴史博物館にて「綿亙萬里──世界遺產絲綢之路
（綿々と続く～世界遺産シルクロードの道）」が開催されています。香港の中国返還20周年プロジェクト
の一環で開催され、陝西（シャンシー）、河南、甘肅（カンシュク）及び新疆ウイグル自治区の博物館に収

蔵されている160組以上の貴重な展示物が公開されます。
　シルクロードは中国と地中海を結ぶ貿易ルートで、長安（現在の西安）から
ローマまでつながっていたといわれています。紀元前2世紀ごろから16世紀まで
利用され、商品だけでなく、文化、宗教や様々な技術などの交流が盛んに行われ
ました。中国側の主な交易品が絹（シルク）だったことから、シルクロードと名づ
けられました。
　展示物160点以上のうち半数以上が中国国家一級文化財に指定されており、
金で作られた「神獣」、銅に金メッキを施した芋虫型の虫、新疆ウイグル自治区
の墓から発見されたミイラがまとっていた豪華絢爛な衣装など当時の華やかな
文化の一端に触れられますので、ご覧になってはいかがでしょうか。

「綿亙萬里 ── 世界遺產絲綢之路」
開催日：～2018年3月5日
場所：香港歴史博物館(Google Map)
ウェブ：http://www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/History/en_US/web/mh/exhibition/current.html
入場料：20香港ドル（全日制の学生、高齢者や身体の不自由な方には割引あり）
休館日：毎火曜日（祝祭日は除くが、旧正月1日、2日は休館）
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日本からペットを連れてきた、あるいはこれからペットを飼うつもりだという方もいるのでは？
日本とは違う香港ならではのペットに関する病気について、またペットショップでの動物の健康
状態の見分け方について、元朗（ユンロン）にあるPetcore Veterinary Clinicの楊井（やない）氏
に話を伺った。

香港でペットがなりやすい病気とは？ またその予防方法はありますか？
「皮膚病や嘔吐・下痢が原因で病院に通うペットが多いのですが、香港で特に注意してほし
い病気と言えば、マダニ媒介性疾患（バベシア症・エールリヒア症）、内部寄生虫、フィラリア
症と言った感染症や熱中症などがあります。幸いに殆どの寄生虫による感染症に予防対策
はあります。定期的に虫下しを飲ませれば胃腸の寄生虫を予防できますし、蚊に刺されると
感染する恐れがあるフィラリアの予防は動物病院で購入できるHeartguard、Revolutionや
Advocateを毎月使用すれば簡単にできます。忘れやすい方には動物病院で年一度の注射
でフィラリアの予防ができるProheartをお勧めします。日本と異なり、フィラリアの予防は1年
中必要です。マダニに噛まれることにより感染するバベシア症は高熱を出し、貧血になり、命
が危なくなる程重病になります。Frontlineやマダニ予防の首輪は100％予防できるわけで
はないので、特に山歩きの後は愛犬を頭からしっぽまで手で触り、皮膚に密着していないか
確認しましょう。取り除く時にはピンセットでマダニの口を皮膚内に残さないようにしましょ
う。香港の夏は気温・湿気が高いので、熱中症になる犬が沢山います。散歩はなるべ陽が出
ない時間にして、いつでも水が飲めるようにしましょう。」

日本からペットを連れてくる場合になりやすい病気とは？
「日本に比べ気温や湿度も高い香港では皮膚病（特にアトピー性皮膚炎、真菌皮膚炎、外耳
炎）や胃腸炎にかかりやすくなっています。除湿器や冷房を利用して家で快適に過ごせる環
境作りを心がける事や散歩の後は足を洗ったり、拭いてあげること、そして定期的に騒虫予
防薬を使用して皮膚病になりにくい環境を整える事が大切です。また、犬は人間に比べ食生
活の変化に敏感です。色々なおやつを食べさせてあげたい気持ちは分かりますが、それが
原因ですぐにお腹を壊して吐いたり、下痢になりやすくなります。餌はなるべく同じ物を与え

ましょう。もし食べ慣れている餌が香港で手に入りにくい場合
は事前に多めに準備して、少なくても5日間の時間をかけ
て徐々に新しい餌に変えましょう。」

「香港のペットショップでは子犬が元気に見えるよう、軽
い躁になる薬を与える」という噂は本当ですか？
「その噂は聞いたことがありますが、実際に見た方は知り
ません。しっかりしたペットショップではペットを購入した日

から一定の期間内（通常は2週間以内）にジステンパー症やパ
ルボウイルス症等の伝染病にかかった場合は獣医師が発行し

た診察記録を提出すれば全額返金できる保証期間を
もうけているペットショップもあります。ペットショップが
自ら動物に点滴治療や薬物注射をしたり避妊去勢手術をすると
ころもあるそうですが、勿論違法行為です。念の為、ペットを購入す
る前に獣医師に診察させてもいいかどうか聞いてみましょう。ペッ
トを購入する時に獣医師の署名入りの予防接種の記録ももらえる
かどうかも確認してください。法律によりペットショップは販売さ
れるすべての犬にマイクロチップが入っていることが義務付けられ
ています。予防接種証明書やマイクロチップがない場合は他の店を探してみましょう。」

ペットショップでペットを購入するとき、動物の健康状態を見抜く方法を教えて下さい。
「医療器具を使わずにできる健康診断のコツと香港のペットショップに多い病状をご紹介し
ます。基本的に頭からしっぽまで調べることが重要です。」

香港出身、MBA。カナダ、英国、日本に留学。
香港に滞在する日本人の生命保険と金融サービスの専門家。
香港の保険と投資商品に詳しいだけではなく、
国際的な視野でアドバイスしてくれる。
日本語、英語、中国語、広東語の4言語が堪能。

住所：32/F., Tower 1, Metroplaza, Kwai Fong
電話 : (852)6291-0081
メール : joanna.wong@pruhk.com

大事なペットだからこそ、万が一の保険は掛けておきたい。
どんなペットでも加入できる？どんなサービスが受けられる？
お年寄り犬でも大丈夫？など、あまり知られていないその内
容についてご紹介。

1. ペット保険を申し込める会社は多い？
　香港でペット保険を提供する会社は少ない。理由は保険
請求が多額であり、利益の出ない商売であるため。

2. 対象となるペットの種類は？
　ペット保険は猫と犬のみ。犬種によっては保険が掛けら
れない、または付加保険料が必要な場合もある。

3. 具体的にはどんな内容？
　保険が適用されるのは、獣医に掛かる諸費用（診察、薬、
手術、入院の際の病室やフードなど）。これらの費用は1回
の診察、または1案件ごとに最大補償額が決められている。

さらに1年間で使える保証額と診察回数も決められている。
場合によっては免責金額がかかるときも。
　その他には保険が適用される事柄は、第3者に対する法
的責任、ペットが行方不明になった際の捜索関連費用、
ペットの緊急手術が必要となり、旅行をキャンセルせざる
を得ない場合などのキャンセル料（旅行保険で支払われな
い場合のみ）など。さらには、年に1度の健康診断や予防接
種の費用が含まれる保険もある。

4. 加入条件、注意点は？
　ペットにマイクロチップが埋め込まれていること、ペット
が必要な予防接種を受けていることは必須項目。保険料は
ペットの年齢で決まり、年齢に上限も設けられている。また
加入前からかかっている病気や怪我の治療費には保険は
適用されない。そのほか注意点としては、1年ごとの保険の
更新は保障されないこと、会社側が契約更新を認めない権
利は留保することができることなどがある。

Petcore Veterinary Clinic
住所：Shop 12, G/F., 110-136A On Ning Rd., Yuen Long
電話：(852)2394-7300 / (852)2394-7322
時間：10:00～22:00（毎日）*予約制
ウェブ：www.petcore-vet.com

香港でペットがかかりやすい病気とは？！
ペットの病気事情
香港でペットがかかりやすい病気とは？！
ペットの病気事情

万が一の備えは大丈夫？ 気になるペット保険についてご紹介万が一の備えは大丈夫？ 気になるペット保険についてご紹介

楊井 伯謙（やない のりたか）獣医師
シドニー大学卒業後、同大学の動物病院で

一般医学獣医師としてペットや飼い主に接する。
小動物臨床学課程の取得後、幼い頃に育った香港に戻り、
勤務医としてペットセントラル動物病院グループに入社。
現在はPetcore Veterinary Clinicに獣医師として勤務。

愛犬を癒すマッサージ法から、
香港だから気をつけたいペットの病気まで、

耳寄り情報いろいろ！

プルデンシャル
シニアユニットマネージャー
Joanna氏

目と鼻
耳
口と歯
呼吸

生殖器
肛門

聴力

目やにや鼻水（膿や血も含む）が多い場合は注意。
においのある分泌物、耳を痒がる事。黒い汚れがある場合は耳ダニの可能性があります。
歯ぐきの色がピンクでは無い場合や口内が臭い場合は注意。
咳やくしゃみが無い事。息を速く切らしている場合は注意。

オスの場合は睾丸が2つある事を確かめましょう。
汚い場合は下痢の可能性があります。

頭の後ろで拍手をして反応をチェックしましょう。

皮膚

関節

腹部 やたらに膨れていない事。臍のあたりの皮膚が膨らんでいる場合はヘルニアの可能性が
ありますが外科手術で簡単に治療できます。

歩き方に異常がないか、両足のバランスはとれているかチェックしましょう。膝蓋骨脱臼は
小型犬によく見られる遺伝的疾患ですが獣医師に検査してもらいましょう。

脱毛、赤い斑点、かさぶた、ふけ等がないか確認しましょう。皮膚を痒がっている場合は
寄生虫の可能性があります。

年、来年は
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Puppy Love
住所：G/F., No.7 Apliu St., Prince Edward
電話：(852)2328-0730
フェイスブック：Puppy Love

ペットマッサージ師 Emmie Kwan氏
5歳の時にすでにペットグルーマーを目指す。

働きながらペットエステコースに通い、2009年卒業。
2012年日本でペットエステ国際協会（PEIA）の

石野孝講師の元でペットマッサージ上級コース修了。
かわいい動物と一緒に過ごすことが、彼女の原動力。

動物の経絡とツボは、背中に一番集中してい
るんだって。最初は手のひらで優しく背中を
マッサージ。ぽっちゃりな子なら背中の肉を
引っ張って揉みほぐす！

顔と首も親指と人差し指を使って撫でるように
マッサージ。とってもリラックスできますワ～ン♪
私のような呼吸器官が弱い子には咽喉の部
分も忘れずにね。（※短頭種の犬には呼吸器
の病気が多いといわれる）

耳の付け根周りを押して、指の腹で優しくつか
むように。気持ち良すぎて寝ちゃいそう～

前肢の肩関節(脇の部分)を軽く握って、肩の部
位を摩ってワン！ペキニーズやダックスフンド
など特に胴体が長～い子は普段手足が疲れや
すいから、たくさんしてほしいワン！

後肢も疲れやすいから、前肢と同じようにマッ
サージしてね。

しっぽの付け根まわりを優しくなでてもらった
り、触ってくれると腰にとてもいいんワン！シニ
ア犬には特にたくさんやってあげてね！

食べるの大好き！食べたものを消化しやすい
ように、お腹のマッサージも大事だね。焦らず、
指の腹でゆっくりやってね。はぁ～とっても気
持ちよかった！

　可愛い愛犬をさらに可愛く見せたい方は、銅鑼湾（コーズウェイベ
イ）にあるPAW PALACEを訪れてみよう。設立から10年以上経過し
た今も財界人や芸能人など多くのセレブ愛犬家の支持を得ている
「Spa & Salon」「Boutique」が施設内にあるペット総合センターだ。
　日本でも定評のあるペットトリミング技術を香港でも提供した
いと考えたオーナーが立ち上げた同センターには日本人トリマー
も常駐しており、すべてのケアには日本製品が使用されている。獣医師の監修の
もと、衛生面に特に気をつけている同センターでは、ペットのトリミングの際には必ず1匹
ずつ取り除けるトリミング用具を使用しており、アレルギー体質の愛犬には100%コットン

のタオルを使用している。タオルにはヒバ、あるいはヒノキのエッセン
シャルオイルをしみ込ませており、これらが愛犬のリラックス効果を促
し、虫やシラミを撃退させる効果もある。内装は全面ガラス、愛犬の様子
はCCTVモニターにより、配信している専用アプリで家庭や外出先など、
どこからでも確認することができる。
　愛犬がどんなサービスを受けたかは、施術後に飼い主に渡される
手帳で確認しよう。手帳には当日の写真、施術内容、健康状況が記さ
れ、手帳の他にアクセサリーのプレゼントがあるのも嬉しい。写真の
背景が毎月変わるのも楽しみだ。

PAW PALACE
　大事な愛犬のお手入れ、定期的に行っているだろうか。ブ
ラッシング、カット、爪切り、耳掃除などを自宅で行っている方
もいるだろうが、満足に仕上げるのはなかなか難しい。特に
わんちゃんによっては日頃からこまめなお手入れが必要な
子も多い。プロの手でトリミングすることで、可愛さを最大
限に引き出せることはもちろん、愛犬の体をより健康的に
保つことができる。
　銅鑼湾（コーズウェイベイ）にあるLil’ Monster Grooming 
Clubでは、日本のドッグヘアカタログにも取り上げられた
ことがある日本人グルーマーが常駐。流れ作業のトリ
ミングでなく、一匹一匹、それぞれの状態や飼い主の要
望に合った手入れを行ってくれることで評判を呼んで

いる。また体質や毛質を見ながら、こだわりのシャンプーやリンス
を使用している。トリミング後は、健康状態をお知らせするカルテも渡してくれる。さらに
アレルギーを持つペットにも対応したオリジナルフードを取り扱うなど、ペットの健康を
第一に考えてくれている。
　思い描くスタイルはあるけれど、なかなか満足できたことがないと思っている方はぜ
ひ一度その高い技術と丁寧なお手入れを経験してみて。

Lil’ Monster Grooming Club
住所：5/F., 518 Jaffe Rd., CWB
電話：(852)2892-0183
時間：水～金 11:30～20:30、土日 11:00～21:00

ペットマッサージ体験談♪
@             

ペットマッサージ体験談♪
@             Puppy Love

日頃の忙しさをペットで癒す人が増えてきている昨今。
美味しい餌やかわいい服を与えるより、もっと大切なことはペットへの思いやりの心。
ペットマッサージは、日常必要なケアもできる上に、飼い主とペットの絆を強める効果もあるという。
そこでペットモデル・ムイムイ協力のもと、香港では珍しいペットマッサージを受けることができる、
ペットマッサージ師のEmmie氏が経営する「Puppy Love」を訪ねた。

日頃の忙しさをペットで癒す人が増えてきている昨今。
美味しい餌やかわいい服を与えるより、もっと大切なことはペットへの思いやりの心。
ペットマッサージは、日常必要なケアもできる上に、飼い主とペットの絆を強める効果もあるという。
そこでペットモデル・ムイムイ協力のもと、香港では珍しいペットマッサージを受けることができる、
ペットマッサージ師のEmmie氏が経営する「Puppy Love」を訪ねた。

プロの手で誰もが振り返る自慢の愛犬にプロの手で誰もが振り返る自慢の愛犬に

ペットマッサージは、簡単なマ
ッサージでペットのケアと深い
コミュニケーションを同時にで
きるのが嬉しい。Puppy Loveで
は、大切なペットの様々な症状
を改善できるマッサージクラス
を開催。気になる方は参加して
みてはいかが。

PAW PALACE
住所：4A & B Po Foo Bldg., 1 Foo Ming St., CWB
電話：Boutique (852)2576-7999、Spa & Salon (852)2576-3999
時間：10:00～21:00（毎日）
フェイスブック：pawpalacehongkong

1 2

4 36

7

5

Lil’Monster
Grooming Club

家族と同じくらい大切なペット。
いつまでも元気で健康でいてほしいから、日頃のお手入れは欠かせない。
でもどんなことに気を使ったらいいのだろう、
どこで相談できるのだろう。大事な存在だからこそ悩みは尽きない…。
これを読んで愛するペットとの絆をさらに深めよう！

大切
な

家族
の

一員

ペットのことを第一に考える
高品質サービスのペットサロン
ペットのことを第一に考える
高品質サービスのペットサロン
ペットのことを第一に考える
高品質サービスのペットサロン

　　こんにちワーン！ペキニーズのムイムイ
です。日本を始め、海外ではすでに流行ってい
るペットマッサージですが、香港ではあまり見
かけません。そんなペットマッサージを、今回は
私が紹介しますワーン！初めての場所は、誰
でも緊張するでしょう。ここではマッサージを始
める前に気持ちを落ち着けるため、Emmie
さんもたくさん撫でてくれたよ！

特集！犬犬年
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　クリッシーはちょっぴり内気で可愛らしい女の子の
犬。マギーとサムソンが「香港ドッグレスキュー（以
下、HKDR）」のウェブサイトでこの子を見たとき、一瞬
にして彼女の虜となり、ほかの2匹の保護犬と共に家
に連れて帰ることを決意したという。過去にクリッ
シーの身に起こったことは誰にも分からないが、彼
女はおびえるように人から離れて壁の影に隠れて

いるところを発見された。その後、HKDRのボランティアス
タッフによる献身的な努力によって人間に対してどんどん心を開いて
いき、新しい家族に引き取られるまでに成長した。
　香港では毎年15,000匹以上の犬が殺処分されている。そのほとんど
はペットとして飼われたのちに道端や公園に捨てられたり施設に届け
られた犬たちだ。彼らは、政府機関である漁農自然護理署（AFCD）に

運命を託される。ここに連れてこられた犬たちはたった4日
間だけウェイティングリストに載せられ、ほとんどの犬は次
の飼い主が見つからずに安楽死させられていく。
　HKDRは2003年に設立され、これまで7,500匹ほどの尊い
命を守ってきた。しかし、保護される犬と比較するとその数
は微々たるものだ。彼らは「No Kill」を合言葉に、飼い主の不
注意による望まれなかった子犬や知識不足により大きくな
りすぎた犬、老衰で飼いきれなくなった犬など人間のエゴ

によって捨てられ抹消されてしまう命を救ってい
る。ミッションは、捨て犬を保護すること、弱った犬
を回復させること、新しい飼い主を見つけること。
保護された犬は、健康チェック、ワクチン接種、ノ
ミや糸状虫の検査、不妊手術などを行い、ベスト
な状態で次の飼い主へと引き渡される。また、こ

れ以上無責任な飼い主を増やさないためにも、セミナー
やワークショップなどを頻繁に開催。犬だけで

なく、人の教育も行っている。
　HKDRは政府からの援助なしで活動している機関であ
り、寄付によって成り立っている。またスタッフはボラン
ティアがほとんど。犬を飼うことは難しいが何か力になり
たいと考える方でも協力する方法はあるので、関心のあ
る方は一度、ホームページを確認してみてほしい。

広東省でも多くの日本人がペットと一緒に
暮らしている。南山で日本料理店「芝桜」を
営む保坂光雄氏もその1人。同氏に、現地
のペット事情を語っていただいた。

　中国でペットと暮らすのは思っていた以
上に大変です。飼い主のマナーに始まり、
いくつか問題がありますが、特に気になる
のが医療と食料です。私は白のポメラニ
アンを4年程飼っています。名前はミミで
す。以前、ミミが風邪にかかった際に動物
病院で診てもらったところ、入院を勧めら
れました。ところが入院して毎日点滴を受
けたところ、両手足の毛が全て抜け落ちて
しまったのです。病院に様子を見に行くとミミが早く
助けてと言わんばかりの顔でこちらを見ていました。
可哀想になり安楽死の意志をスタッフに伝えたら薬を
変えて対応してみるといわれたので、もう少し様子を見る
ことに。するとすぐにに元気になりました。『今までどんな薬を
使っていたんだ』って問い詰めても教えてくれませんでした。こういっ
た経験を踏まえると、中国では信頼できる獣医を見つけることが一番大切です。食料に
ついては、日本へ帰国する際にペットフードを買っています。中国の食材には正直、何

が入っているか分からないところがあります
よ。人間の食べ物でも様々なトラブルがあり
ますから、ペットフードでは余計に不安です。
中国のペットの寿命は日本よりも短いという
事実があります。それはやはり、医療や食料
などに問題があるからではないのでしょう
か。しかしその問題をクリアしながらも、ペッ
トと一緒に暮らしたいと思うのは、彼らが私
達の心に寄り添ってくれ、安心感を与えてく
れるからです。

Hong Kong Dog Rescue
住所：6 Shek Lin Rd., Tai Po 
　　  21 Main St., Ap Lei Chau
電話：(852)2552-0121
時間：10:00～18:00
メール：info@hongkongdogrescue.com
ウェブ：www.hongkongdogrescue.com

芝桜
住所：深圳市南山区繽紛假日花園一楼308-16号
電話：(0755)8602-1878

中国でペットを飼うのはとても大変
それでもペットと一緒に暮らしたい
中国でペットを飼うのはとても大変
それでもペットと一緒に暮らしたい

たまには一緒に思いっきり走ろう！
香港でオススメの ペットガーデン
たまには一緒に思いっきり走ろう！
香港でオススメの ペットガーデン

Hong Kong Dog Rescue

新しい飼い主が見つかったシャイな女の子クリッシー(左から: Chrissy, Ross, Donald)

「ポジティブ・トレーニング」を
行うトレーニングコース

ボランティアによる保護犬の散歩

保
護
さ
れ
新
し
い
飼
い
主
の

も
と
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生
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歩
む

捨て犬を助けよう
第2の人生を歩む犬たちをサポートするドッグレスキュー
捨て犬を助けよう
第2の人生を歩む犬たちをサポートするドッグレスキュー

保坂さんと
ミミちゃん

Butterfly Valley Road Pet Garden

Wan Po Road Pet Garden

Quarry Bay Promenade

Tung Chung North Park

●新界 New Territories
Wan Po Road Pet Garden
環保大道寵物公園
住所：Wan Po Rd., Tseung Kwan O
設備：駐車場、トイレ、ペットアクティビティ

エリア、ペット用トイレ、ペット排泄物
用ゴミ箱、ペットシャワーエリア、レ
インシェルター、ベンチ、芝生

時間：9月～4月 7:00 ～18:00、
  　　5月～8月 7:00 ～19:00
電話：(852)2791-3100

●九龍 Kowloon
Butterfly Valley Road Pet Garden
蝴蝶谷道寵物公園
住所: No. 2 Butterfly Valley Rd., Sham Shui Po
設備：ペットアクティビティエリア、ペット用排泄物ゴミ箱、

ペット用トイレ、手洗い用水道
時間：7:00 ～20:00
電話：(852)2386-0945、 (852)2370-9193

●香港島 Hong Kong Island
Quarry Bay Promenade
鰂魚涌海濱花園
住所: Hoi Yu St., Quarry Bay
設備：ペットガーデン、高木、ベンチ、

ペット用排泄物ゴミ箱
時間：24時間開放
電話：(852)2513-8499

●離島 Outlying Island
Tung Chung North Park
東涌北公園
住所: Tung Chung Man Tung Rd.
設備：ペット用トイレ、ペット用排泄物ゴミ箱、高木、ベンチ、飲料用水道
時間：7:00～23:00 
電話：(852)2852-3220

Pet Gardens in HK

年、来年は 特集！犬犬年
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　香港では、生後5か月を超える犬を飼う場合、ライ
センスを取得する必要がある。これは法律で定められ
ており、規則を守らなかった場合は、HKD10,000の罰
金が命ぜられるため注意したい。ライセンスの取得
は、下記の政府機関または香港内の15ヵ所にあるラ
イセンスセンターで行う。15分ほどで手続きは完了す
るが、HKD80のライセンス料が必要となり、その期限
は3年で失効するため、3年後新しいライセンスを取得
しなければならない。さらに譲ることもできないため、
飼い主の交換をする場合や住所が変わる場合は必ず
申告が必要だ。

犬猫は手荷物でなく貨物として香港へ
　香港へ犬や猫を連れてくるとき、飛行機で手荷物（ハンド
キャリー）として機内へ連れていくことはできないため、貨物と
しての輸送になる。航空会社に犬猫を連れていく場合の手続
き等を確認しておこう。またブルドックなど鼻の短い短頭犬種
は、高温多湿の環境下では呼吸困難や熱中症を起こしやすい
ため、航空会社ごとに受け入れを禁止する期間等を設けてい
るので、要チェック。さらに、香港へは生後60日未満または妊娠
4ヶ月以上だと連れて行くことができない。60日未満の場合は
60日になるまで香港で係留される。

日本を出国するまでに…
　日本を出国するまでに必要な手続きは、マイクロチップ（MC）
の装着、香港への犬猫の持ち込み許可を
行なっている「香港漁農自然護理署
（AFCD）」からの特別許可書の取得（6ヶ月
間有効）、AFCD様式の健康証明書（出発前
2週間以内、獣医師に書いてもらう）、予防
接種（出発前1年～14日）、輸出検査申請書
の空港の動物検疫所へ提出（出発前7日ま
で）だ。これらの手続きが済んでいれば、香
港到着後に係留されることはない。しか
し、書類に不備などがあると、係留期間が発生する。一連の手続
きは煩雑なため、AFCDでは運送業者等へ業務を依頼すること
を勧めている。いくつかのポイントを整理しておこう。

AFCDからの特別許可書の取得について
　この特別許可書がないと、香港へ犬猫を持ち込むことはで
きない。許可書の申請書はインターネット等から入手できる。
許可書発行の費用は一匹がHKD432で、複数の場合は、さらに
1匹ごとにHKD102がかかる。この許可書発行の費用は現金の
郵送による支払いは不可で、海外からは香港ドル建ての銀行
手形での支払いとなる。AFCDが申請書と許可書発行費用を受
領後、許可書を発行するまでに5営業日を要する。日本と香港
で郵便物が行き来する時間も考えて、申請の準備を進めたい。

日本vs香港のマイクロチップについて
　日本でも香港でも検疫制度や条例により、海外から持ち込
む（輸入される）犬や猫にマイクロチップ（MC）の装着が義務
付けられている。チップの番号は、AFCD様式の健康証明書に
も記載しなければいけない。

ペットとの楽しい生活のために、知っておきたい事 ・ 知っておくべき事

香 港 の 動 物 保 護 団 体

　SPCA(The Society of the Prevention of Cruelty to Animals 愛護動物協
会)は1903年に立ち上げられた香港で最も歴史のある動物保護団体。病気
や怪我で苦しんでいる動物の保護、動物保護法の整備の促進、避妊手術の

促進、里親探し、そして適
切な飼育をするための情
報発信などを行っている。
 歴史ある保護団体だが、
運営はほとんどを寄付金
に頼っている。寄付は随
時可能で、さらに協会を
サポートするSPCA会員と

なればペットの病気の際の診察や、一時預かり、グルーミング、しつけ教室の
料金などが優遇代金で受けられる。可愛い動物を守る運動に参加したいけ
ど、様々な都合から飼育はできないと考えている方は、まずはウェブから彼ら
の活動内容を見てみてはいかがだろうか。

　動物保護を目的とした「SAA(保護遺棄動物協会）」のモットーは「Love Animal, Respect 
Life, No Killing or Abandoning(動物を愛し、敬おう。虐待、遺棄反対)」。そのスローガン
の通り、1998年の立ち上げ以降多くのペット動物を救い、香港最大の動物愛護団体とし
て活躍してきた。
　同協会の事業は、飼い主が経済的、健康的、あるいは住居の問題などでペットを育て
ることが困難になった場合に引き取ったり、里親を探したり、さらには動物血液のドナー
データバンクを作成したりなど、多岐にわたる。2005年には野犬増加に歯止めをかける
ため「動物メディカルセンター」を設立。　
　「Trap(捕獲)/Neuter(去勢)/Return(帰還)(TNR)」と呼ばれる運動に参加し、野犬去勢手
術を促進してきた。また、動物ホットラインではペットの育て方、病気、振る舞い、さらに
は迷子になってしまったペットの相談にも乗り、飼い主の悩みにも親身に応えている。
　同協会が現在、保護している動物は約300匹にも上る。体に障害や病気を持っている
動物は里親がなかなか見つからないため、寿命が尽きるまで同協会が見守っているそ
う。支援は月々HKD99から可能なので、動物保護を支援したいがどのような形で行った
らいいか迷っている方は、ぜひ一度ホームページを確認してみよう。

The Society of the Prevention of Cruelty to Animals
（愛護動物協会）
ウェブ：www.spca.org.hk
SPCA会員費：年間HKD200から

Society for Abandoned Animals Limited
（保護遺棄動物協会）
住所：Section 1, Pak Sha Village, Kiu Hing Rd., Yuen Long
時間：水、金、土、日、祝日 13:00～16:00
電話: (852)2838-0633
ウェブ: www.saa.org.hk
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　日本で農林水産省動物検疫所が指定するのはISO規格のチッ
プだ。一方、香港ではAVID社製のチップを使用している。香港の
空港でチップを読み取る時、AVID社製とISO規格以外のチップ
は読み取ることができない。この場合チップがついていないと
判断されて、輸入が認められなくなる。また犬にはAVID社製の
チップの装着が義務付けられているため、他のチップの場合
は、香港到着後、AVID社製のチップが装着される。

必要な予防接種について
　日本から香港へ持ち込む犬猫に必要な予防接種は、犬が犬
ジステンバー、犬伝染性肝炎、犬パルボウィルス、猫は猫汎白
血球減少症、猫呼吸器疾患。また香港到着後、AFCDの検疫で
犬猫ともに、もう一度狂犬病の予防接種を受ける。

香港空港でのペットのピックアップ方法
　香港空港では、普段あまりなじみのない貨
物ターミナルへ行き、特別許可書や身分証明
書等の必要書類を提示して、犬猫を空港の
AFCD輸出部に届ける手続きをしてもらう。そ
の後、AFCD輸出部へ。問題がなければ係留さ
れることはない。

日本へ連れて帰る場合はどうすればいいの？
香港からペットを連れて帰る際の主なポイントは以下の通り。
1.マイクロチップ装着が完了していること。
2.2回以上狂犬病ワクチンを接種していること。
3.狂犬病の血清中和抗体検査を終了していること。
4.連れ帰り等に関する「届出書」を動物検疫所宛に提出してい
ること。
5.獣医師による狂犬病の臨床検査を受けること。
具体的な届出書や手順、最新情報は以下のホームページで確
認しよう！

詳細情報は下記よりチェック！
◆在香港日本国総領事館
日本から香港・マカオに犬や猫を連れて行くには？
ウェブ：www.hk.emb-japan.go.jp/jp/benricyo_hk_macau.html

◆農林水産省動物検疫所
ウェブ：www.maff.go.jp/aqs/animal/index.html

◆香港漁農自然護理署（AFCD）　※英語・中国語
ウェブ：www.afcd.gov.hk

詳細情報は下記よりチェック！
◆漁農自然護理署　
ウェブ：www.pets.gov.hk

〈香港地区〉
Hong Kong Animal Management Centre
住所：688 Victoria Rd., Pokfulam
時間：9:00～13:00、14:00～16:30（定休日なし）

〈九龍地区〉
Kowloon Animal Management Centre
住所：102 Sung Wong Toi Rd., Tokwawan
時間：9:00～13:00、14:00～16:30（定休日なし）

〈新界地区〉
New Territories North Animal Management Centre
住所：13 Jockey Club Rd., Sheung Shui
時間 : 9:00～12:00、13:00～16:30（定休日なし）

New Territories South Animal Management Centre
住所：9 To Shek Path, Sha Tin
時間：9:00～12:00、13:00～16:30（定休日なし）

 Dog Licence
ライセンスについて

犬や猫を香港へ連れてくる、
or 日本に連れて帰るために
必要な手続きと、その流れ

犬や猫を香港へ連れてくる、
or 日本に連れて帰るために
必要な手続きと、その流れ
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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 

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/
その他サービス

20K～28K
（経験に
より応交渉）

香港/香港島

アートギャラリー運営企業がプロジェクトマ
ネージャーを募集！作品の配置、展覧会の
コーディネート業務、アーティストや美術品の
リサーチなど。★流暢な英語、北京語ができれ
ば尚可。

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

香港/香港島
25K

（経験に
より応交渉）

通信企業が総務を募集！経費の出納（伝票処
理、銀行のオンラインバンキングによる振込み等
を含む）、総務業務サポート。★TOIEC700以
上/海外勤務経験が2年以上あること。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～24K香港/九龍

電気機器製造販売企業が生産管理者を募集！
生産/営業/購買業務、工場の監査、新商品生
産立会い、香港＆中国市場を中心に商品を販売、
開発サポート。★購買または営業経験がある方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 20K前後

物流業界が営業職を募集！営業コーディネー
ト業務及び顧客管理業務全般。★物流業界で
の経験必須。営業もしくはコーディネートで
の経験者の方。

香港/新界

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・購買/
建設・建築・内装・住宅関連

RMB
25K～38K

設備エンジニアとして工場建設に伴なう設備
工事施工管理などの実施、協力業者への工程
調整、施工管理調整、お客様との打ち合わせと
対応。★設備工事一式（電気、空調、衛生工事）
の現場施工管理経験者。

広州

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 23K～30K

総合リスクマネジメント会社がセールスエグゼ
クティブを募集！海外旅行総合保険、現地医療
保険等の各種保険商品のリスクファイナンス
に関する提案業務。★最低3～5年の営業経験
がある方、ビジネスレベルの英語。

香港/香港島

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 30K～35K

外資系資産運用会社がリレーションシップ
マネージャーを募集！日本人顧客対応、資産
運用セミナーの企画運営など。★顧客対応の
経験がある方、ビジネスレベルの英語。

香港/香港島

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 35K～60K

外資系大手資産運用会社がInstitutional 
Salesを募集！新規開拓、運用商品の提案
(ETF、Mutual Funds)など。★証券・資産
運用・銀行業界などでの実務経験。

香港/香港島

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 30K～33K

大手日系銀行がリレーションシップマネジメント
を募集！！銀行商品の顧客へのプロモーション、
顧客へ与信関連書類の提示、書類作成・翻訳
など。★コーポレートバンキングまたは金融
業界において、4～5年以上の法人営業経験。

香港/香港島

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

30K～40K+
コミッション
（経験や能力に
より応交渉）

外資系金融情報サービス会社がリージョナル
アカウントマネージャーを募集！日系法人顧客
向け営業活動、提供サービスに関するプレ
ゼンテーションの実施など。★BtoBの豊富な
営業経験。

香港/香港島

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/香港島 13K～23K

家電などに使用される電子デバイスの営業
業務。既存顧客の法人営業、代理店やメーカー
の直販。★電子業界の経験者歓迎、新卒も
検討可。日本語ビジネスレベル、英語・北京語
日常会話レベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～31K

ITベンチャー企業がコンサルタントを募集！
日系事業会社・金融機関等の顧客ニーズに
合わせた市場・業界・企業分析レポーティング
業務。★北京語・英語の読解力＆文章力、ビザ
保有者。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
その他サービス 香港/香港島 30K～40K

日系大手コンサルティング会社。プロジェクト
マネジメント、ERP（QAD）のインプリメンテー
ション業務。★関連業務経験者、アジア全域の
出張可能な方。

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/九龍 20K前後

雑貨専門商社が営業ポジションを募集！アミュー
ズメント施設や雑貨店への卸営業、顧客へ商品
の企画提案、デザイナーの交渉、工場担当者と
の打ち合わせ及び生産管理業務。★少なくと
も1～3年の顧客対応、営業経験。

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/
メーカー（化粧品・医薬品）

香港/九龍 30K～40K

日系大手製薬会社が総務マネージャーを募集！
日本本社と連携を取りながら主に財務・総務・
人事と企業運営の為に管理面の整備及び運用
の全般をマネージャーとして担当。★財務基礎
知識、管理部門のマネージャー経験。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍
18K～22K
（経験や能力
により応交渉）

投資顧問会社がCS Officerを募集！お客様
及び代理店からのお問い合わせ対応、管理業務
およびお客様のフォローアップ業務。★コミュ
ニケーションレベルの英語または北京語。

RMB～25K生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

実装部マネージャー。長期的・全社的観点に
立って部門運営を（積極的な業務改善・変革・
合理化）を行う。★実装のご経験豊富な方、顧客
に的確な提案ができる方。語学不問。

インテリジェンス
深圳東莞

17K～20K
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

フルタイム・パートタイムOK！日本語教師を募集！
幼稚園から小学生までを対象に日本語や日本文化
を教える、知識だけでなく体験から学習できるよう
な教材の作成、アイデアの提案、保護者対応など。
★子供が好きで幼児教育に関わった経験のある方。

インテリジェンス
香港香港/香港島

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K/25K～
（経験や能力
により応交渉）

香港/九龍

外資系IT企業が営業担当者を募集！日系企業
へ新規開拓、既存顧客フォローアップ営業、顧客
向けにクリエイティブデザインの提案など。
★営業経験者、人とのコミュニケーションが
得意な方。

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 18K～21K香港/九龍

化粧品、医薬品の輸入代行企業が営業アシス
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、ウェブサイト上のショップ、商品など
の調査など。★事務や営業サポートの経験があり、
一日中PCを使ったデスクワークが出来る方。

インテリジェンス
香港



香港＆広東

香港 香港

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

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K会計財務マネージャー、日本語ネイティブ。香港/新界

30K～60Kサービス系/外食・フード 懐石料理シェフ。懐石料理経験5年。 香港WORKS香港/香港島

香港WORKS25K～30K香港/九龍
北京語できる方。OEM/ODM企業での営業、
電子部品業界3年以上。自動車用アクセサリー・
アウトドア用品の営業・購買。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 15K～20Kフルタイム・パートタイム募集：幼児教育資格者
募集、保育士は土曜勤務可能な方優遇。

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

広州 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

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
外食・フード

30K～60K香港/香港島 エグゼクティブシェフ。 香港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

22K～40K営業・販売系/
コンサルタント

日系会計コンサル・進出支援関連企業/ビジ
ネス英語。 香港WORKS香港/香港島

20K～25K営業・販売系/小売・流通
大手デパート内の伝統工芸専門店がショップ
マネージャーを募集。広東語または北京語可能
な方歓迎。

香港WORKS香港/香港島

30K～50K

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

投資顧問会社（IFA）/ビジネスディベロップ
メントマネージャー。 香港WORKS香港/香港島

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

香港起業の大手日本飲食店が店舗マネー
ジャーを募集。マネジメントを担当、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。

Reeracoen
会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 18K～30K香港在住日本人のためのサイトマネジメント。
企画から記事の執筆、編集一連の仕事を担当。

Reeracoen
会計経理・経営管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 23K～25K
大手食品チェーン企業で商品開発管理を担当。
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、店舗で販売する新規メニュー
を考案。

Reeracoen会計経理・経営管理/
物流・倉庫 25K～35K

香港における会計実務・財務管理。輸出入に関
する書類作成・在庫管理のサポート。海外子
会社の財務分析、業績管理。海外会計業務の
標準化、会計管理ルールの統一。予算計画の
作成と日本本社への定期報告。

香港/新界

Reeracoen
技術系（メディカル・
化学・食品）/
建設・建築・内装・住宅関連

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のメンテナンスを
定期的に行い、香港人スタッフの教育。

Reeracoen企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 18K～22K

大手日系サービス企業が企画担当を募集。
ローカルの個人のお客様に、日本行きのパッ
ケージツアーの企画に携る。

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 18K～25K
日本にある法人向けサービスのコンサルタン
トメンバーとして主にペイロール(給与計算な
ど)の業務を担当。日本の給与計算は控除など
が複雑なため、その実務などを担当。

Reeracoenサービス系/外食・フード 香港/香港島 18K～25K
日本人シェフ(上環)。料理の準備。主に焼き物、
揚げ物の担当。キッチンチームのマネジメント。
キッチン周りの衛生管理。

Reeracoen

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

香港/香港島 24K～26K
日系通信会社が事務職を募集。日本人駐在員の
VISA・住宅・健康保険に関する手続き事務や、
会計事務所・アウトソーシング先とのやり取り。

20K～30K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

既存顧客のフォローアップ。既存顧客への新規
サービスの販売・提案。既存顧客からの問い合
わせ対応。新規顧客へのアプローチ（商工会等
への参加）。

Reeracoen香港/九龍
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ビジネス（香港・広東共通）
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