
①小物アイテムを用意
　人数が多い場合、グラスなど誰のものか
分からなくなるので、目印にできるような
タグやマスキングテープを用意しておく。

②出席者に合わせてドリンクセレクト
　大人たちにはワインやビールなどドリンクの種類をそろえておく。 

③サイドメニューも忘れずに！
　こどもたちにはピザ
やラザニア、スナック菓
子を用意 。

ゲストに合わせたフードコーディネート

クリパで決めたい！2P

OINT

①映画を流しておく
　こども向けには「ホームアローン」、大人向けには「ダ
イハード」など。じっと見ていなくても流しておけば退屈
にならない。

②オシャレなテーブルクロスで盛り上げる
　料理を引き立てる大事なアイテム。カラーなどデザ
イン選びも重要。クリスマスらしいカラー、デザインを
選ぶのがポイント。 

③クリスマスツリーの飾り付けを楽しむ
　ムードを高めるポイントとなるツリーや
リースなどの飾り付け。種類の多い専門店
などで購入すると良い。

Brighten Flori-Art Plaza（ブライトン・フロリーアートプラザ）
住所 : No1, Flower Market Road, Mongkok

　ブライトン・フロリーアートプ
ラザは太子駅から徒歩2～3分
のところにある４階建ての花材
専門店。ハロウィンやクリスマ
スなどイベントの時期になると

幅広い種類の関連商品が店頭に並ぶ。圧倒的な品
数と煌びやかなディスプレイは見ているだけでもワク
ワクする。1階はツリーや、オーナメント、リース、2階は
プレゼントを入れるラッピング袋、リボン、包装紙、3～4
階は部屋に飾る置物や花などが売
られている。部屋をクリスマスムー
ドにしてくれるグッズが豊富に揃
い、役立つこと間違いなし。

ゲストに合わせたインテリアコーディネート

クリパで決めたい！3P
OINT

読者30名に聞きました！！ クリパ in 香港読者30名に聞きました！！ クリパ in 香港
Q1.どのようなクリスマスパーティーに
        参加しましたか？ 
□友人宅での持ち寄りパーティー x 2
□友人や親類主催のパーティー x 6
□友人のパーティ x 2
□友人宅でのBBQ
□友達の協会の集まり
□BBQホームパーティー
□ホームパーティー
□マンション主催、ママ友達主催子供の友達と
□家族、友人等気心の知れた人とのパーティ－
□子供の同級生のパーティーに招待された
□留学生同士のパーティー
□日本人友人が主催する多国籍
　クリスマスパーティー
□社内行事 x 3
□会社関係、ソフトボールリーグ
□夫のクライアントのアパート
□取引先の社長の自宅で行われたパーティー
□Soweluというダイニングバーのパーティー
□クリスマスに予定のない人同士で
　クリスマスパーティー
□大学のOBOG
□ソフトバールのクリスマスパーティー、
　子供たちのお友達と
□サッカーチームのパーティー
□教会のパーティー

Q4.一番楽しかったクリスマスパーティーは何ですか？ 
□仮装パーティー
□多国籍クリスマスパーティー x 2
□パーティーではないが「SECRET SANTA」というゲーム。事
前にくじで引いた名前の相手にプレゼントを用意し、クリ
スマスパーティー当日に渡すという日本ではあまり馴染
みのない？ゲーム

□日本人だけの持ち寄りクリスマスパーティー
□取引先の社長の自宅で行われたパーティー
□クリスマス前週にネットワーキングのイベントで
　初対面の4人が集まったクリスマスパーティー
□留学生同士のパーティー
□BBQホームパーティー
□ソフトボールリーグ
□職場でゲームが盛りだくさんあったパーティー。食事も
ビュッフェでいろんな種類がありました。ホテルでしたの
で、貸切で周りを気にせず楽しめました。

□家族内でのお祝い
□友人宅でのパーティー
□子供の友達と
□自分で近所の子を集めて開催した、シンプルな
　パーティー
□マンションクラブハウスで子ども達の友達と
□ソフトボールの大きなパーティー
□家族とディズニーランドで過ごしたクリスマス
□家族や友達とひらくパーティー
□親しい人たちと過ごすパーティー
□家族でディズニーホテルのクリスマスディナー
□香港式BBQ
□ごく親しい友人たちと一緒のパーティー
□ピアノが上手な友人がミニ演奏会を開いてくれた

Q5.クリスマスパーティーで貰えたら嬉しい
 　 プレゼントは？
□彼女
□彼氏
□スマートウォッチ
□財布
□お酒 x 3
□仕事柄、文房具！
□台所用品
□金券
□旅行
□日本産の食べ物（松坂牛等）
□大人が美味しいお菓子
□美味しい食事 x 2
□美味しい缶詰や瓶詰のアソート
□自分では買わないようなコスメ
□自分ではなかなか買えないような素敵な服
□300ドル以内の頭脳系おもちゃ
□任天堂スイッチ
□子供たちに日本の玩具が頂けたら嬉しい
　（本当にお蕎麦が打てるキット等）
□香港らしいもの
□自分ではわざわざ買わないような、しゃれたアイ
ディアグッズなど。高価なモノよりも安価で何か気
が利いた遊び心のあるプレゼントが嬉しい 

□クリスマスの本場はヨーロッパだから、そっちのほ
うでクリスマスに食べるスイーツ（ドイツのシュトー
レン等）
□学生の時はぬくぬくグッズが嬉しかったけど大人に
なったら美顔器など高級なものが欲しくなった 

□特にナシ。子供が楽しめればよい

Q2. クリスマスパーティーの参加人数は？

Q3. クリスマスパーティーで掛けた予算は？
（1人当たり）

3～4名　　　 5～10名　　11～15名
16～20名　　 21名以上

～HKD200　    HKD201～HKD500　    HKD501～HKD1,000
HKD1,001～HKD2,000　    HKD2,000以上
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クリスマスを香港以外で過ごしたい方はフェリーで1時間程度のマカオで観光してみるのもあり！
今回、PPW編集部がパンダバスが主催するマカオツアーへ同行、
お決まりの観光ルートから実際に行ってみないと分からない観光スポット、
日本人ガイドおすすめの観光スポットも目白押し！ 
今年のクリスマスはマカオへVAMOS＊！！　＊VAMOSはポルトガル語で「Let’s go」の意

日本語ガイドの望月 恵さんがマカオをご紹介！日本語ガイドの望月 恵さんがマカオをご紹介！
マカオ在住6年、ガイド歴は5年目マカオ在住6年、ガイド歴は5年目

福隆新街
赤い格子窓の建物の建物がつらなる
福隆新街。フカヒレを始め、ポルトガ
ルや中華、西洋などのレストランがあ
り、どこも味のクオリティは高く、食事を
するにはお勧めの場所とのこと。

十月初五日街
昔ながらの古い町並みが残されていて情緒たっぷりの十
月初五日街。地元の人に愛されるこの界隈は老舗が多く、
質の良い茶葉がお手頃価格でお土産にも最適だそう。ま
た焼きたてパンが美味しい喫茶店(茶餐廳)、点心や麺な
どの人気店もあり、常に地元の人で賑わっているそうだ。

おすすめスポットに興味のある方は、パンダバスに申し込んで望月さんに教えてもらおう！

☆望月さんの素敵おすすめスポット☆

子供連れのツアー参加者にはトイレ面でより気を配っています。基本
的には徒歩が少なめのツアーですので、小さなお子さんやお年寄りの
方にも安心してもらえます。ちなみに復路のフェリー
時間は希望に合わせて変更することが可能です。
ツアーで効率良く歴史ポイントを巡って、その後は自
由にゆったりマカオを散策することもできますよ！」 

3
マカオでもイミグレは並ぶことな
く通過。マカオフェリーターミナル
の郵便局前に集合して、マカオ側
の日本語ガイドと待ち合わせ。ロビーは沢山の人

たちであふれていたが、すぐに会うことが出来る。郵便局
にはマカオならではの切手セットが販売されていて、柄
もマカオらしく、超軽量お土産としても悪くない。 

マカオフェリーターミナルに到着

 x 　　パンダバス 共同企画！

１DAY TRIPへ１DAY TRIPへ
マカオでクリマ！マカオでクリマ！

GO！GO！

2
イミグレは混むことなく、３分
もかからないで通過。ターボ
ジェットに乗船し、ほとんど揺
れることなく快適に過ごすこ
とができる。マカオまで1時間
程度。 

早朝のフェリーは実は快適！1
上環駅D出口を出て案内に沿って歩くこ
と10分ほどでフェリーターミナルに到
着。フェリー内は価格が高いのでカフェ
などもあるのでツアーに備えて朝食をとるのもオス
スメ。日本語が堪能な香港人ガイドは参加者全員が
迷わないよう、フェリーゲート番号を係員に確認し、
イミグレ前まで送ってくれる。（集合場所は上環フェリーターミナル以
外にも複数ございます。詳しくはお問合せください）

上環マカオ行き
フェリーターミナルに集合 

7
聖ドミンゴ教会
から歩いてすぐ
の場所にある
1569年に慈善
福祉を目的に
建てられた仁
慈堂。セナド

広場のカラフルな建物ばかりの中で、眩し
いほどの白い外観、そして上部の緑のアク
セントがその美しさを引き立てている。内部
には博物館も併設されている。 

ポルトガル、
レオノール王妃の慈善団体と
して建設された仁慈堂

セナド広場の入り口にあり、
1929年建築の文化財。重厚
な外観はポルトガルの影響
を感じさせる。これも世界遺

産に入れたらどうだろう、と思うほどで
あった。記念切手等の購入もできる。 

9今でも現役のマカオ郵便局 10
1784年に建築され現在も機能している民生
総署。内部は裏庭から差し込む淡い光に照
らされる群青のアズレージョとポルトガルら
しい白い壁の対比が素晴らしい。裏庭はセナ

ド広場の喧騒とは別世界で静かな美しさに浸れる。
階上の豪華な議会場も見ることができる。 

民政総署の見どころは建物内民政総署の見どころは建物内

パステルカラーの
新古典様式の建物
に囲まれていて、ま
るでアミューズメン

トパークのような楽しさ。すべてが
可愛らしく、ポルトガルを感じるこ
とが出来る広場。写真を撮りたい

方は人通りも少ない早朝がおすすめ。ク
リスマスイルミネーションの時期になる
と各施設はライトアップされ、マカオの
夜をさらに楽しむことができる。 

8フォトジェニックなセナド広場フォトジェニックなセナド広場

6
淡い黄色が基調のポルトガルらしい
装飾の教会。礼拝堂には豪華な祭壇
にマリア像とキリスト像。天井は高く
柔らかい光と調和しておごそかな雰
囲気。廊下や至る所に歴史と情緒と
感じられる見応えのある教会。聖ド
ミンゴ博物館が併設されている。 

マカオで最も美しい
ファサードと称される

聖ドミンゴ教会

5
聖ポール天主堂跡のお隣にある
ナーチャ廟は1888年に創建された、
男の子を守る神様としてマカオで大切にされてき

た中国風の寺院。城壁は17
世紀初期にポルトガル人居留区を守るために築か
れた。城壁とナーチャ廟は世界遺産、周囲にある小
さな建物にも歴史とノスタルジーを感じさせる。

ナーチャ廟と旧城壁

11
バスの停留地点まで歩いていく途中に観光地と
は異なるマカオの日常を感じること雰囲気を見
ることが出来る。古そうな建物もあり、文化財の
ように整備されていないところがまた愛おしい。

少しだけ垣間見えるマカオの日常少しだけ垣間見えるマカオの日常

15
イミグレを通過後、ターボジェットで香港へ。待合室の
掲示板の表示はポルトガル語／英語表記。往路便に比
べると復路便はそれなりに揺れる。 

帰路、香港へ帰路、香港へ

マカオタワーは東京タ
ワーより少しだけ高い388
メートル。展望台へは別料金
で上ることが可能。タワー施
設内に人は少ないので、展
望台へ上らなくても目の前に広がる海
や景色をゆったりと楽しむことがで
きて、カジノからショッピング、広東
料理、ポルトガル料理をはじめ、
種類豊富なデリカテッセンなど

も併設されている。運が良ければタワーからバンジージャン
プをしている瞬間を見ることもできる。 

14マカオタワーマカオタワー

濃いピンクが鮮やかな「媽閣
廟」は1488年に建立されたマ
カオで最も古い廟のひとつ。
燃え尽きるのに一体どのくら

いの時間を要するのか気になる太い線
香や三角錐に渦を巻いて揺れる線香。す
べてを隈なく見ようとすると

階段がきつく少し大変だが、パワースポットの
大きな岩もある。廟前のバラ広場は木陰も美
しく、歴史ある州遺産も見ることができる。

12 マカオの名の由来となった
寺院「媽閣廟」
マカオの名の由来となった
寺院「媽閣廟」

バス移動途中、車内でエッ
グタルトを試食。甘さ控え
め、クリーミーでサクサク、
やはりマカオに来たら食べ
るべき一品。エッグタルトの
お土産は日本語ガイドへ直
接、依頼することができる。

バス移動途中、車内でエッグタルトを試食。甘さ控えめ、クリーミーでサクサク、やはりマカオに来たら食べるべき一品。エッグタルトのお土産は日本語ガイドへ直接、依頼することができる。

絶対食べたいエッグタルト 13

13 絶対食べたい
エッグタルト
絶対食べたい
エッグタルト

1978年創業のパンダバスでは、企画手配旅行からパッケージツアーの販売、航空券およびホテル手配な
ど幅広いサービスを提供しています。香港・澳門本社以外にもシンガポールやタイ、ジャカルタ、ベトナム
にも支社があります。トータルツアーオペレーターとしてお客様の様々なニーズにお応えして参ります。

Panda Travel Agency Limited
住所：Rm. 507-508, 5/F., East Ocean Ctr., 98 Granville Rd., TST　電話：(852)2724-4440 (9:00～18:00) 日本語でどうぞ
ウェブ：www.pandabus.com/hkg　　　メール：hkg@pandabus.com
フェイスブック：@PandabusHongkong　インスタグラム：pandabus_hongkong　ライン：@wcd7181u

1602年にポルトガルのイ
エズス会によって建て
られた聖ポール天主

堂は現在、石造りのファサードと階
段のみが残っている。しかしなが
らさすが世界遺産、人が多い、とにかく多い。日本語ガイ
ドが撮影のベストスポットを教えてくれるので安心。天主
堂跡脇には軽食屋がいくつかあり、価格も良心的な値段
で食べることが出来る。 

4マカオといえば聖ポール天主堂跡マカオといえば聖ポール天主堂跡
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クリスマスシーズンに開催中の注目アクティビティやイベントを  Pick UP！
大人からこどもまで楽しめるアクティビティや施設内で開催されるイベントにあなたのココロも踊り出すこと間違いなし？！

まだまだ楽しみたい！ 駆け込みクリスマス！まだまだ楽しみたい！ 駆け込みクリスマス！

香港ディズニーランド香港ディズニーランド

　クリスマス期間中はランド全体がクリスマ
スの輝きに包まれる。イルミネーション、クリ
スマスの花輪、ふわふわの雪、キラキラした

魔法のはじまり
に誰でも夢の時
間を過ごすこと
ができる。輝くク
リスマスツリー、
パーティー、パ

レード、ライ
トアップ、クラ
イマックスの花火まで、一瞬も見逃せない特
別な時間をディズニーランドで！

～2018年1月1日

入場料：大人 HKD589（アーリーバード HKD520）
　　　  子供 HKD419（アーリーバード HKD375）

オンラインチケット : www.klook.com
ウェブ: www.hongkongdisneyland.com/ja

　クリスマス
から来年の旧

正月にかけてセントラルハーバーフロント
でAIAヨーロッパカーニバルを開催中。毎
年 恒 例 の
カーニバル
で刺激的な
大型モバイ
ルゲームや

ブースゲーム、パレードを楽しんだり、場内
のフードコートで美味しいものを楽しむこ
ともできる。

盛大なヨーロッパのカーニバル盛大なヨーロッパのカーニバル
~2018年2月28日

入場料：大人 HKD130（アーリーバード HKD117）
　　　  子供 HKD90（アーリーバード HKD81）

場所：Central Harbour Front Event Space, 
　　  9 Lung Wo Rd., Central

香港ウィンターフェスト2017香港ウィンターフェスト2017

　冬になると、
香港のスカイラ
インはクリスマ
スに合わせてよ
り魅力的な輝き

を放つ。“Statue Square Christmas Tree”の下
でロマンチックな雰囲気を楽しみ、マルチメ
ディアショーでは驚きと圧巻に包まれる。
シンフォニーオブライツと香港パルスライト

ショーなどイベン
ト盛り沢山！最後
はカウントダウンの花火で新年を盛大に迎
えましょう。忘れられないハッピーな休日を！  

～2018年1月1日（＊詳細についてはウェブをご確認ください）

入場料 : 無料

ウェブ：www.discoverhongkong.com/in/see-do/
　　　 events-festivals/highlight-events/
　　　 winter-fest.jsp

　くるみ割り人形なしのクリスマスはクリス
マスではない。クララと王子様、シュガープ
ラムフェアリー、ラットラット、スノーフレー
ク、昔ながらのホリデーエンターテイメント
の魅力的なキャラクターが勢ぞろい。チェイ
コフスキーの代表的な音楽に合わせて、香
港のシンフォニエッタによるライブ演奏
も！これこそが香港の伝統的な、家族の休
暇の過ごし方。 

12月15～26日

料金：HKD1,000(VIP席)、HKD680、HKD480、
　　  HKD320、HKD180
年齢制限：3歳以上

場所：Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre
ウェブ：www.hkballet.com/en

香港バレエ くるみ割り人形香港バレエ くるみ割り人形

Moomin@Tseun Wan PlazaMoomin@Tseun Wan Plaza

　今年のクリスマスはムーミンと一緒に過
ごしてみよう。ショッピングモール内はイルミ
ネーションで飾られ、5つのエリアではクリス
マスの雰囲気を感じることが出来る。また
モール内では期間限定でムーミン関連商品
を発売中。

～2018年1月1日

入場料 : 無料

場所：Tseun Wan Plaza, Tseun Wan

オーシャンパークのクリスマスオーシャンパークのクリスマス

　オーシャンパーク
の休日には、スケー
トショー、サイバーイ
リュージョン、最先端
のライブエンターテ
イメントなど、輝くス
テージが数多く用意
されている。さらに、
ウォーターフロント

プラザにあ
る70フィート
もの巨大なクリスマスツリーやキャン
ディーランド、サミットのストリートショー、
サンタ、お菓子、ケーキも！クリスマスに
ぴったりのおもちゃで、楽しい休日を！

12月中旬～1月上旬

入場料：詳細はウェブをご確認下さい

ウェブ：www.hongkongdisneyland.com/ja

　香港文化セン
ターと尖沙咀
（チムシャーツイ）時計塔の九龍ハーバーフ
ロントで行われている壮大な3Ｄ技術を取り
入れた無料のショー。尖沙咀スターフェリー
駅とスターズアベニューより歩いてすぐの場
所にある。12月のショーはクリスマス仕様に
なっている。毎日夜に開催される8分間の
セッションが見どころ！

入場料：無料

場所：香港文化センター/尖沙咀時計塔
ウェブ：www.discoverhongkong.com/eng/see-do/
　　　   highlight-attractions/harbour-view/
　　　   hk-pulse.jsp

パルスライトショーパルスライトショー
～12月28日

　ミッフィーと楽し
い雪化粧のクリス
マスを過ごすなら
ここだ。将軍澳の
イーストポイント・

シティでは期間中、甘い香りと雪化粧に彩ら
れた7つのイベント会場を用意。ゲームやア
クティビティを通して、ミッフィーと触れるこ
とができる。

～12月27日（10:00～22:00）

入場料：無料

住所：1/F., Exhibition hall, 
　　  East Point City, Tseng Kwan O
フェイスブック：EastPointCity

Snowy xmas with Miffy@ East Point CitySnowy xmas with Miffy@ East Point City

　ガウディは19～20世紀にかけて創造的な
才能を発揮した現代建築を代表する人物で
あり、カタルーニャ近代主義運動の指導者で

もあった。
普段見るこ
とができな
いユネスコ
の世界遺産
“Park Güell”

や“CasaMilà”、“CasaBatlló”を含むガウディ
の象徴とも言える貴重
なコレクションが展示
会に並ぶので、この機
会にぜひ足を運ぼう。

～2018年1月1日（12:00～22:00）

入場料：無料

場所：CA2, Telford Plaza Phase 1 and L3B, 
　  　Telford Plaza Phase 2, Kowloon Bay

アジア初のガウディ展、テルフォードプラザで開催中アジア初のガウディ展、テルフォードプラザで開催中 ベストオブブリティッシュカルチャーフェスティバル in 香港ベストオブブリティッシュカルチャーフェスティバル in 香港

　ロンドンの素晴
らしい独創性、イノ
ベーションを体験
できるオリジナルイ
ベント。Tamar Park
は英国式の装飾が施され、王宮の警備員が
街角に立ち、チャーターガーデンはロン
ドンストリートに変身する。香港でロンドン
を感じることができる4日間を見逃すな。

12月12日～17日

住所：Tamar Park, Central
ウェブ：http://bestofbritish.hk/en/info

※各イベントの日時、場所又は内容が予告なく変更される場合があります
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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

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 18K～28K

オンラインアプリ販売企業が新規開拓営業担当者
を募集。日本、韓国のモバイルゲーム・アプリの市場
動向の把握、調査。日本のゲーム開発ベンダー、
サプライヤーの開拓、商談、交渉等。英語・北京語・
広東語のいずれか一つの語学が堪能な方。

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

金融サービス企業がセールスマネージャーを
募集。日本の法人顧客開拓と機関投資家や企業
に財政的助言と管理の提供。投資調査/管理。
5年以上の法人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

日系保険会社がアカウントマネージャーを
募集。日系企業を中心にした既存顧客のフォ
ローアップ業務。日系保険ブローカーの窓口
担当。3年以上の金融業界での経験もしくはBtoB
営業経験をお持ちの方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～32K営業・販売系/金融・保険

日系電子部品商社が営業事務担当者を募集。
PCB基盤、電子部品に関する既存及び新規営業。
見積もり、請求書作成、在庫、納期管理。中国
華南地区への出張。業界経験不問。営業経験
のある方。北京語、英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/商社

【急募】業務拡大につき食品商社が営業職を
3名募集。日本食の飲食店への生鮮食品の販売、
取引条件の交渉、受発注、資料作成など。日本語
ネイティブレベル。深夜勤務あり（シフト制）。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 25K～35K 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。

資産管理サービス会社がカスタマーサポート
を募集。お客様及び代理店からのお問い合わせ
対応。セールスマネージャー及びセミナー開催
時のアシスト。日本語を母国語とし英語もしく
は北京語がビジネスレベルの方。

RGF 香港香港/九龍 18K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系産業用部品商社が営業事務を募集。営業
事務およびサポート全般。見積もり、請求書
作成。在庫、納期確認。中国、東南アジア地域
の顧客との連絡、調整。営業事務経験1年以上
の方。業界未経験者可。

RGF 香港香港/九龍 14K～16K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

合金メーカーが経営企画・開発シニアマネージャー
を募集。経営予算やキャッシュフローの予測、
結果分析、財務戦略プランの策定等。CPAまた
は金融関連の学位。7年以上の会計事務所や
銀行で財務、投資関連等の経験がある方。

RGF 香港香港/香港島 65K～75K
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

外資系金融サービス企業がカスタマーサポート
を募集。契約後の顧客フォロー、電話・メール
対応。契約書類のチェック。3年程度の社会人
経験のある方。金融の知識は不問。デスクワーク
がメインの為、ルーティンワークが可能な方。

RGF 香港香港/香港島 19K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 25K～35K

日系大手民間シンクタンクがERPコンサル
タントを募集。アジア全域に展開する日系企業
へのERP（QAD）の導入、プロジェクト推進・
調整業務、顧客対応。アジア全域へ出張。3年
以上のERPの経験者。英語堪能な方。

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

18K～25K

日系ITシステム会社がウェブマーケターを
募集。ウェブイベントおよび広告の管理。売上
管理。3年以上のマーケティング関連の経験が
ある方。少人数の職場で働ける方。即入社可能
な方歓迎。

香港/九龍

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 60K～70K

日系建設関連企業が香港・東南アジア統括拠点
の副総経理を募集。建設用資材の受注販売を
行う海外営業活動全般。香港/東南アジア統括
拠点および生産工場の管理。建材、施工等の建設
関連業界で15年以上のキャリアを持つ方。

香港/新界

日系電子部品製造企業がセールスエグゼクティブ
を募集。日本顧客のフォローアップ。中国工場との
調整業務。受発注・納品・各種対応、トラブルシュー
ティング。EMSまたはOEM/ODMの営業経験の
ある方。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 25K～27K

日系電子部品製造企業がセールスエグゼク
ティブを募集。自動車部品メーカーに対する
ディスプレイ製品の品質管理・開発営業。日本
工場との連絡、中国工場および香港顧客フォ
ローアップ。北京語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 20K～25K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/香港島 35K～45K

外資系海運企業が経理・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
業務経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～28K

日系シャフト製造メーカーが営業担当者を募集。
東南アジアや中国の既存顧客への定期訪問。
日本や大連の仕入先の納期管理。入社後中国
工場で6ヶ月の現場実習あり。ISO/TSの知識
のある営業経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

日系電子部品製造企業が営業シニアマネージャー
を募集。新規顧客開拓、既存顧客のフォローアップ、
および各種電子部品の営業。各工場およびサプラ
イヤーとの調整業務。10年以上の電子分野で
の営業経験または管理職の経験がある方。

香港/新界

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
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。

その他アジア RGF 香港営業・販売系/商社 40K～50K
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香港/九龍 25K～35K Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系電子部品メーカーが営業職を募集。香港
には工場がないため、営業事務所に常駐。日本
や各国の自社工場で作った電子部品を、モバイル
や飛行機部品などを製造しているメーカーへ
営業を担当。

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を定期的にメンテ
ナンスを行い、香港人スタッフの教育。

Pasona Asia

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

香港/香港島 30K～38K
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。2年以上の営業・保険・金融
経験。会話レベルでの英語・広東語・北京語
希望。IIQE 1, 3, 5所有者優遇。

Pasona Asia
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

その他
華南地域

RMB
26K～30K
(応相談)

音響機器製造販売会社がプロジェクトマネー
ジャーを募集。EMS、OEM、ODMの管理
経験者（製造業経験、製品種類は問わず）、機構
設計経験あれば尚可、中国語会話レベル希望。

Pasona Asia営業・販売系/外食・フード 香港/九龍 応相談

日系企業が水産物貿易を担う営業マネー
ジャーを募集。自らビジネスを創り出すことに
興味があり、世界各国に出張OK、自立して市場
開拓できる方。商社における水産物の営業経験・
英語必須。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/九龍 30K～50K

大手日系専門商社が事業開発マネージャーを募集。
5年以上のOEM玩具・雑貨製品の営業もしくは商社
経験、特に商品開発・プロジェクト管理に対する理解、
試作品から完成品までの予算コントロール経験必須。
新規開拓に意欲のある方。英語必須。

20K～30K営業・販売系/商社
日系電子部品商社（半導体）が営業職を募集。
コミュニケーション力に長け、迅速に性格に行動
できる方希望。営業経験・英語・北京語必須。

Pasona Asia香港/九龍

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 25K～45K

外資系グローバル損害保険会社が営業職を
募集！顧客訪問を通じて損害保険についての
商品説明、契約までの案内をする日系企業向け
の営業業務。★勤務地選択可→香港、ベトナム、
フィリピン。

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 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/
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。

15K～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

トレーディング会社が貿易事務を募集！データ
入力、受発注・出荷対応、輸出通関書類作成
など。★5年以上の事務経験、日常会話レベル
の英語もしくは北京語力。

インテリジェンス
香港香港/九龍

20K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

化粧品/美容品業界の貿易会社がパーソナル
アシスタントを募集！役員の秘書業務全般。
★サポート業務経験者。日常会話レベルの
広東語、英語力。

インテリジェンス
香港香港/新界

営業・コンサルタント/
仲介業(人材・不動産)

経験によって
応相談香港/香港島

人材紹介会社が営業職を募集！インテリジェン
スで一緒に働きませんか？香港にある日系企業
へ人材サービスの営業業務、採用計画提案、
求人票の作成など。★営業経験者優遇、人と接
するのが好きな方。

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

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
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　キヤノン香港（守永俊一香港社長兼CEO、
左から3人目）は11月9日、香港嘉里酒店(Kerry 
Hotel）にて「Meet the Future」をテーマに45
周年を祝うイベントを開催した。当日は在香
港日本国総領事館から松田邦紀大使兼総領
事(中央)が駆け付けたほか、300名を超える
来賓が同イベントを祝った。
　キヤノンアジアマーケティンググループ最
高責任者の小澤 秀樹氏(右から3人目）及び
守永氏は、同社の革新的な映像技術の展示

と未来の更なる発展について紹介。キヤノン香港を支える多くの方々に感謝の意を述べた。
　会場には大判ポスターなどが印刷可能なプロフェッショナル仕様を含む最新画像の出入
力製品シリーズならびに商業プロセスのソリューションおよびネットワークソリューション
などのシステムが展示された。プロフェッショ
ナルカメラマン専用の機材「Cinema EOS」、好
感度CMOSセンサーを搭載した多機能カメラ
「ME20F-SH」、また木材、セラミックタイル、金
属、ガラス及びレンチキュラー板など様々な素
材への印刷を可能とした「Océ Arizona」など、
あらゆる生活シーンやビジネスにおいて活躍
する斬新な製品が展示された。

　小澤(右）、守永両氏は、キヤノン香港設立45周年の軌
跡と未来における発展性を語るとともに、全ての顧客お
よび協力パートナーに向けて感謝の意を再度述べた。
　最後に小澤氏、守永氏をはじめ、キヤノン香港の経
営陣らが長年の感謝を込めてキヤノン アジアのテー
マソング「Delighting You Always」を来賓に向けて披
露し、大盛況のうちに祝賀イベントを締めくくった。

革新的な映像技術を展示革新的な映像技術を展示革新的な映像技術を展示
キヤノン香港45周年記念祝賀イベント

CANON HONGKONG CO., LTD.
住所：19/F., The Metropolis Tower,
  　　10 Metropolis Drive, Hung Hom
電話：(852)2170-2828
ウェブ：www.canon.com.hk

ビジネス（香港・広東共通）
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広東

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

国家が暗号通貨（仮想通貨）を発行する世の中を考える

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。

　「クリプトルーブル（Crypto Ruble）」
　なるものが導入されるというニュースが世界を駆け巡って
いる。クリプトルーブルのクリプト（Crypto）は暗号通貨の「暗
号」、ルーブル（Ruble）はロシアの通貨である。つまりロシアと
いう国家が主体となり暗号通貨（仮想通貨）を発行するという
ことである。
　疑問はいろいろとある。ビットコインをはじめとする暗号通
貨の多くはその通貨の出入金の記録をデジタルデータとして
インターネット上の複数のユーザーが同時に分散管理する

「ブロックチェーン」の技術をその信用の裏付けとしている。
すなわち世界中に散らばっている人間が共同で監視及び管
理をしていると言っても過言ではなく、それによって誰かが独
裁的にコントロールすることのできない非中央集権的なシス
テムで動いていることが一番の特徴である。
　一方、日本円や米ドル、ルーブルなどの従来の通貨はそれ
ぞれの国・地域の中央銀行が独占的に発行・管理できる中央
集権の権化みたいなものでブロックチェーンのコンセプトと
は対極に位置するように思える。また新たな取引記録にブ
ロックチェーンに追加するときに膨大な計算をおこなってそ
の整合性を確認する作業の対価として新たに発行された通
貨が受け取れる「マイニング」という仕組みも利用されるの
か?、またその場合景気対策としておこなっている通貨量調整
などはどうするのか?、等々。
　技術的なものを深く考えても素人には限界があるのでそこ

は飛ばして、国家や地域による暗号通貨が普及したあとの世
界を勝手に想像してみたい。仮に日銀がクリプト円を発行し
てそれが経済活動に使われるとする。何かを買うときもスマ
ホで自分のウォレットにアクセスしてログインのパスワード
や本人確認の認証を通じて簡単にクリプト円で決済が完了
する。現金を持ち歩かなくて済むのでお金を落としたり、スリ
や強盗に強奪されることはなくなるだろう。
　もちろんデータはネット上に存在するので決済に使うスマ
ホを失くしてもデータ化された自分のお金がなくなることは
ない。そういう意味では安全度は増すかもしれない。今は銀
行を通じておこなっている送金も本人同士が端末を通じて簡
単にできるようになる。預金や融資に関しても国民が直接日
銀と取引できるかもしれない。銀行は日銀からお金を借りて
それを国民に融資する、あるいは預金者から預かったお金を
資金を必要としている人に融通する仲介業者である。従来は
夥しい数の人々に対する対面手続きとペーパーワークを引き
受けていたがすべてをオンラインで処理できるクリプト円の
出現によりそれらの作業の多くは無くなるはずだ。
　国営の組織による独占はかつての社会主義国家を思い
起こさせて少々居心地が悪いが効率を追求するならばすべ
て日銀との直接取り引きで事が済みそうである。すべてがク
リプト円に置き換わり、取引の一切が検索可能になると行
政も非常に効率的になるだろう。収入と支出がすべて記録
されるので所得税から消費税に至るまですべて源泉徴収で

きそうだ。国民年金の未納とか年金の支給漏れなども根絶
できるはず。その時代を生きる人には節税、脱税に知恵を
絞っていた時代があったなど想像もできないことではない
だろうか。不正もエラーもなくなる代わりに資産や日々の経
済活動のすべてが中央銀行ひいては政府が把握できること
になる、、だろうか?
　個人的にはそんなに簡単ではないと思う。というのも、世
界には200近い主権国家がありそれぞれが通貨発行権（EU
諸国など一部の国を除く）を持っているからだ。経済のグロー
バル化が進んだ今日、外国との往来や交易は避けられず、誰
もが自国通貨以外を持つ必要性に迫られる。もしかしたらク
リプトドルとかクリプトユーロとかが発行されてすべてがブ
ロックチェーン上に記録されるということになればそのデー
タを世界中で共有することも可能だろうが、まず諸国のエゴ
がぶつかって進まないだろう。
　これまでの様々な出来事を見ても、アメリカだけブロック
チェーングループに加入しない（そして国家の把握を恐れた
マネーがドルに殺到）みたいなことは多いにありそうだし、中
国が自分の築いた城壁に囲まれた中だけで独自のルールで
運営しようとする姿も目をつぶった瞬間に思い浮かぶ。もち
ろん世界統一国家かあるいはせめて世界統一通貨でもでき
れば話は別だが各国にそれぞれの権益や野心を持った人々
が存在する今の世界がそちらに向けて歩み出す姿だけはど
うにも想像が難しい。。

ビジネス（香港・広東共通）
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　中国で仕事をしている日本人は三資企業という言葉をよく聞く
と思います。三資企業とは中外合弁企業、中外合作企業、外資独資
企業の三つをいいます。日本企業が中国に会社を立ち上げるとき
はこの三資企業のいずれかの形態にすることがほとんどです。こ
れらの企業はどのような違いがあるのでしょうか。今回からそれを
見ていきましょう。

・中国の会社の基礎知識
　日本では会社といえば、株式会社、合名会社、合資会社など会社
の責任形態によって区分しています。しかし中国ではこのような区
分を行わず、会社の所有形態によって区分を行っています。これは
旧来の社会主義型の分類によるものです。すなわち国家が全ての
経済活動を掌握するという社会主義的目的の下、私人が運営する
会社の規制は厳しく、国家の経営する会社の規制は緩くするとい

う目的があるのです。以下、三資企業を中心に
その規制内容を大まかに紹介しましょう。

・中外合弁企業（「合資経営企業」ともいう）
　中外合弁企業とは、外国企業と中国企業が
中国の法律に基づいて共同出資により中国国
内に会社を設立し共同経営を行い、出資率に
より利益を配分、経営リスクおよび損失を負担
する形態の有限会社をいいます。なお外国企
業の出資比率は25％以上でなければなりま
せん（中外合資経営企業法第４条）。
　この中外合弁企業を設立する際に許可され
ない場合があり、5つの場合が列挙されていま
す。①中国の主権を損なう場合、②中国の法律
に違反する場合、③中国の国民経済発展の要

求に符合しない場合、④環境汚染をもたらす場合、⑤締結された
協議、契約、定款が不公平で合弁当事者一方の権益を損なう場合
の5つです。
　また中外合弁企業の設立は、中国経済の発展および科学技術
水準の向上を促進することができ、社会主義現代化建設に有利で
なければならない、とも規定されています（中外合資経営企業法
実施条例第3条第1項）。また国家外商投資指導方向の規定および
外相投資産業指導目録に従い、国家は中外合弁企業の業務の奨
励、許可、制限あるいは禁止を行うこともあります。（中外合資経営
企業法実施条例第3条第2項）。（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！

中国会社法の外資企業設立規制その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。

中
国
法
律
事
情
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　冬至に、中国北部では餃子
を、南部では湯圓というダンゴ
を食べます。日本ではカボチャ
を食べますが、この風習は明治
以降に始まったもので、「伝統
行事」と言っていいものかどう
か微妙なところ。
　冬至のカボチャは由来がよく
わかりません。あと付け、捏造が
多い、伝統行事の「由来」。都市

伝説的で、楽しむための語源、話題提供としての「善意の捏
造」ですが、一説に、冬至には「と」の字の付くものを食べる、
というのがあります。冬至（とーじ）→「との字」。豆腐、とうがら
し、どじょう、そしてカボチャ。かつて関東ではカボチャを「とう
なす」と言ったのです。大阪では「なんきん」やで。はいはいそ
のとおり、大阪では「ん」の字の付くものを食べます。れん
こん、うどん、などなど。
　カボチャの呼称の多様性は、安土桃山時代に伝来した、ポ
ルトガル語のカボチャ「abóbora」に由来するボーブラ、ボー
ボラ、ボブラ、ボーフラ、などのあと、のちに日本中に普及する
ことになる別品種が、新たに東南アジア・中国大陸から入って
きたことによります。カンボジア産のボーブラ、という意味で
カボチャボーブラ、中国産あるいは舶来のボーブラ、という意
味でナンキンボーブラ、などと呼んだことが記録に残ってい
て、これらの下略形がそれぞれ「カボチャ」と「ナンキン」です。
カボチャウリ（カンボジアの瓜）、ナンキンウリ（舶来の瓜）と
いうのもあります。同様に、舶来品であることを表す呼称に

「からうり」（唐瓜、福岡県の一部）、「とううり」（これも唐瓜、山
口県の一部）、「るすん」（ルソン島の意味、山形県庄内）、「ちょ
うせん」（朝鮮半島由来という意味、香川や愛媛・高知県の西

部）。「ボーブラ」と「カボチャ」「ナンキン」で品種の違いを言
い分ける地域もあり、江戸の滑稽本には「蕃南瓜（とうなす）
と柬埔寨（かぼちゃ）ほど違ふのは新田の兄（せなご）の色恋
か」というのがあって、冬至、もとい、当時、江戸では「トウナ
ス」と「カボチャ」、両方あったことがわかります。
　「ボーブラ」が古く、「カボチャ」「ナンキン」が新しいわけで
すが、『日本言語地図』その他史料で確かめると、大阪は「ナン
キン」、しかし京都は「カボチャ」であったと認めざるをえま
せん。大阪と京都の間にナンキン/カボチャの境界線があっ
たことは、その後、両者の命運を分けます。「ナンキン」は大阪
より西に広まりますが、カボチャの栽培が早かった西日本に
はすでに「ボーブラ」系が広く定着していて、これを駆逐でき
ず、両者併用の地域が多いです。対して京都の「カボチャ」は
東に展開、栽培がほとんどされていなかった東日本にその名
称と共に一挙に広まってほぼ全域を席巻、それだけでは飽き
足らず、九州でも栽培の遅かった薩摩藩や、中国地方の山間
部と鳥取、四国の徳島、愛媛にまで「カボチャ」を伝えたので
す。そして東京においても「トウナス」を圧倒、現在、標準語ま
でもが「カボチャ」になった、というわけ。もし京都が初めから

「ナンキン」だったなら、きっと今ごろ東京もナンキン。シンデ
レラはナンキンの馬車に乗り、ハロウィンにはナンキン・パ
イ。（って、それはさすがに、パンプキン・パイでしょう。）
　それでも「ナンキン」は大阪文化の勢いに乗って、落語の

「芝居、こんにゃく、芋、たこ、なんきん」（女性の好きな物）と
か、「何がなんきん唐茄子かぼちゃ」（何がなんでも、の意味）
などの言い回しで江戸の巷でも流行りました。さて、アクセン
ト。大阪弁の「マクド」は頭高型●〇〇ではなく〇●〇です
が、「ナンキン」は●〇〇〇（古くは●●〇〇）。あの芸を関西
芸人が演じるときの要領で。♪さて、さて、さてはナンキン●
〇〇〇玉すだれ～。

　カボチャ、トウモロコシ、サツマイモ、ジャガイモ、トウガラ
シ、など南蛮伝来の食材名の分布には、江戸時代の藩の区分
が大きく関係しています。「トウモロコシ」は明治維新後も長
らく南関東～静岡東部だけの限定的呼称で、教科書に載るよ
うになって初めて全国に知られるようになります。東北では、
キミ、キビ、九州、四国、北陸などではトウキビ（唐黍）、この

「キビ」系が最も古く、分布も広いのです。尾張近郊などでは
コウライキビ（高麗黍）または単にコウライ、そして近畿一円
から西にかけて、ナンバ、ナンバン（南蛮黍の略）。その他、モ
ロコシ、トウムギ、トウマメ、などなど実に多様。対して、奈良時
代からあった古い野菜である「茄子」は、糸魚川～三河ライン
を境に、西の「ナスビ」と東の「ナス」にきれいに分かれます。
古代、ナスビ（奈須比）はフォッサマグナを東に越えられな
かったようで、室町時代以降、宮中の「女房言葉」である「ナ
ス」が民間に広まるにつれ、ようやく東国にも伝わったので
す。女房言葉は、おなす（なすび）、おこわ（こわ飯）、おさつ（さ
つま芋）、おでん（田楽）のように言葉の後ろ部分を省略する
のが特徴。しゃもじ、すもじ、こもじ、などの「～文字」も同じく、
杓子の「しゃ」、寿司の「す」、鯉の「こ」に＋「文字」。江戸時代の
隠語「ほの字」（惚れる）なんてのも、いとをかし。冬至にカボ
チャがたくさん売れれば、八百屋さんは「御の字」。

大沢ぴかぴ

花 

樣 

語 

言

言
葉
の
世
界

漫
遊
記 Vol. 130＜かぼちゃvs.なんきん 2.0＞
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マリリンのぶらグル巡り

　中環（セントラル）のカリフォル
ニアタワーは香港のナイトスポット
の中心であるランカイフォンにあ
り、数多くの人気レストランが軒を
連ねる。そんなカリフォルニアタ
ワーの7階に店を構えるステーキ
ハウス「Porterhouse by Laris」が新
シェフを迎え、種類豊富なポーター
ステーキをメインにした新コンセプトの「Porterhouse」として

リニューアルオープンした。
　分厚くてジューシー、ダイナミックな
ステーキで、日本ではなかなか食べれ
ないステーキのポーターハウス。ポー
ターハウスとはT字型の骨付き肉のこ
とで、骨部分からストリップ部分とフィ

レ部分に分かれ、フィ
レ部分が肉の3分の1
を占めるステーキ。フィ
レ部分が少ないとT
ボーンステーキと呼ば
れる。ポーターハウス
はステーキで脂身の多
い部分とフィレ部分を
一度に楽しむことがで
きるのが魅力だ。骨か

らの水分でお肉はジューシーで、お皿にあふれた肉汁や脂
を絡めながら食べよう。ボリュームがあるので2人以上から
のオーダーをおすすめしたい。
　同店ではそんなポーターハウスを6種類用意。US産ドライ
エイジ、ウェットエイジビーフをはじめ、オーストラリア産、ス
ペイン産ビーフ、そしてイベリコ豚のポーターハウスを用意。
すべてのお肉は同店の炭火焼きオーブンでシンプルに素焼
き。そのままでお肉本来の味を楽しむのも良し、同店自慢の

ソースやサイドディッシュと
共に味わうも良し。シーフー
ドを楽しみたいなら大振り
のカナダ産ロブスター
「Whole Canadian Lobster
(HKD528)」を。たっぷりの
ガーリックバターでロースト

した身は弾力があってぷりぷり。スロークックした鱸「The 
Slow Cooked Black Cod（HKD318）」はタイ産のアスパラガス
を添えて、ふりかけドレッシングで味付けしたアジアンテイス
トにアレンジを加えた一品。
　同店はステーキハウスだ
がベジタリアンメニューも充
実。「The Porterhouse beyond 
Burger（HKD148）」はスモー
クビールート、アボカド、レタ
スがフランスの菓子パンに

挟んであり、通常のバーガー同様にボリュームがあり、食べ
ごたえがある。カボチャのピュレ、グリル野菜、アーモンドを添
えた「Tomino Cheese（HKD208）」はバルサミコ酢の酸味で味
わい深い。
　料理を一層を味わい深くしてくれるワインは忘れずに。種
類豊富な選りすぐりのワインを取り揃えており、お好みのワ
インまたは料理に合ったワインを知識豊富なソムリエに気
軽に相談して選んでもらう。

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！

Porterhouse
住所 : 7/F., California Tower, 30-36 D’Aguilar St., Central
電話 : (852)2522-6366
時間 : 月～金 12:00～14:30、18:00～22:30、土日 18:00～22:30
ウェブ : porterhousehk.com/en

肉好きは一度は足を運びたい絶品ステーキが揃うステーキレストラン
「Porterhouse」

シックでお洒落なインテリア

エグゼクティブシェフの
Angelo氏

ポーターハウスステーキ「Spain Los Norteños Rubia 
Gallega Prime 60 Day Dry‒Aged 」

クリーミーなまろやかさとトマトの
酸味が絶妙の「Burrata」

自家製パスタを使用した
「 Fresh Papparadelle」

料理の数々
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　再開発により、かつてウェディングカードスト
リートとして親しまれていたLee Tung Avenue
には現在、お洒落なカフェやコーヒーショップ、
ベーカリーが多く存在しているが、そんな飲食
店の中で異彩を放つのが、新たにオープンし
たチャイニーズレストラン、Hay！ だ。
　母体のモダン・チャイナレストラングループ
は香港と中国で10店鋪以上のレストランを運
営しており、今回上海料理と北京料理提供する
Hay! をオープン。
　同店自慢のメニューから一部をご紹介しよ
う。前菜の「Vegetarian goose with bean curd

(HKD48)」はパリッと
した自家製の湯葉に
人参、キノコ、生姜を
刻んだたっぷりの餡
が詰まっていて美
味。「担々麺(Dan Dan 
noodle in spicy soup/ 
HKD38)」は雌鳥で
とった味わい豊かな

スープと、具の豚ひき肉、唐辛子、ゴマダレの
バランスが絶妙な風味を醸し出す。また、通常
であれば北京ダックは事前に予約して一羽単
位でしかオーダーできないことが多いが、こち
らの店では2人で頂くのにちょうどよいサイズ
の 「Peking duck pancake(HKD38)」を提供して
いる。パリパリの皮が付いたローストダックに、
コクのある海鮮醤とネギをたっぷり付けて召し
上がれ。
　店内はボックス席や鏡の銘刻、古い郵便箱、
魚市場で見られるような赤い照明など、オール
ドスタイルの香港を連想させるようなモチーフ
が数多く散りばめられており、センスの良い
インテリアが特徴的。立地と店内の様子からす
ると高級店のように思うかもしれないが、メ
ニューの価格は概してリーズナブルなので、安
心して食事を楽しむことができる。少人数での
気軽な食事にもぴったりの中華レストラン、
Hay！ を是非訪れてみて。

Hay!
住所：Shop G01, Lee Tung Avenue, 200 Queen’s Rd. East, Wan Chai
電話：(852)2388-3666
時間：8:30～22:30

湾仔の上海料理、

Hay!で気軽にモダンな中華料理を
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