
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

【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

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

欧米系の国際金融情報提供サービスを行うグ
ローバル企業がアカウントマネジャーを募集。
新規顧客の開拓、自社商品の販売、契約更新に
関する業務など。Ｍ＆Ａ業界に関心のある方。
金融業界出身者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 40K
営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

北米系不動産投資会社がクライアントサービス
エグゼクティブを募集。営業サポート、顧客リス
トの更新、販売関連書類の確認。顧客フォロー
アップ。マーケティングキャンペーンの実施。マナー
良く電話対応の出来る方。英語会話レベル。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K
営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) RGF 香港技術系（IT・通信）/

金融・保険 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

ファッション関連のWebサイトの翻訳・デジタル
マーケティング企業がデジタルマーケティングス
ペシャリストを募集。Webコンテンツの管理、マー
ケティング活動の実施と分析。デジタルマーケ
ティングの経験がある方。英語ビジネスレベル。

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/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

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頂く予定。

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。

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

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

香港/香港島 22K～26K

世界５カ国に拠点のある現代アートを取り
扱っている画廊がプロジェクトマネジメントの
ギャラリーアシスタントを募集。絵画に興味が
あり行動力のあるエネルギッシュでフレキシブル
な方希望。MAC及び英語必須。

17K～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

不動産仲介業者でのアドミニアシスタントを
募集。日本営業チームのアドミニサポート業務。
オフィスワーク２年以上、英語コミュニケーション
レベル、時間厳守でお仕事を遂行できる方。

Pasona Asia香港/九龍

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

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。

Pasona Asia

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 20K～25K
日系通信会社で伝票の整理や総務全般を担当
する事務職を募集。英語ビジネスレベル、日本
以外での勤務経験２年以上、総務・経理経験
尚良。

Pasona Asia営業・販売系/
建設・建築・内装・住宅関連 広州 25K～

日系建設会社での営業職を募集。中国への投資
情報の収集、広州地域の日系案件及び客先対応。
２年以上の営業経験及び中国語必須。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/新界 30K～40K
大手日系専門商社がゼロからビジネスを創り
出すミッションを担う新規開拓営業を募集。
雑貨製品・玩具等の営業経験があり、顧客・生産
サイドを含めた多方面との調整ができる方。

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

東莞 RMB
26K～30K

音響機器製造販売会社が設計ヒアリングを行
い、工場の設計・生産等の各部門と調整をする
担当を募集。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、北京語会話レベル希望。

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
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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 エグゼクティブシェフ和食経験10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

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

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 寿司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

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/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 20K前後

雑貨専門商社から営業ポジションの募集！
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

日系大手製薬会社よりAdmin is t rat ion 
Manager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）

投資顧問会社より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。

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。

インテリジェンス
香港香港/九龍

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

RMB
15K～40K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
での和食調理、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。

インテリジェンス
広州マカオ

14K～19K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

物流業界がアソシエントを募集！プレゼン
テーション資料、管理書類の作成、各プロジェ
クトの運営コストと予算の分析、管理職のため
の秘書業務など、事務管理の総理など。★ビジ
ネスレベルの英語/北京語必須。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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
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ビジネス（香港・広東共通）



香港在住日本人向けに、1万円からできる投資eNWBサービスや、保険商品などを
提供しているNippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank（以下NWB）は、
12月1日・2日の2日間、第5回投資フォーラムをKerry Hotelで開催した。同フォーラム
では、NWB取締役兼CIO長谷川 建一氏やNWB商品部長の幾田 朋彦氏、外部からの
特別講師らによって世界の経済・金融事情、今後注目の投資商品など、全9セッション
の講演が行われた。

ビジネス（香港・広東共通）
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第5回投資フォーラムを開催
2017年12月1日・2日

「アジアのトップマーケットである香港には、情報が集まり、それに触れる機会は投
資で成功するためには有益です。香港では、金融機関が開催するイベントが多数あ
りますが、日本人の参加者はほとんど皆無です。NWBは投資フォーラムを開催して、
そうした情報ギャップも埋めて行きたいと考えています。」

【ご注意事項】※NWBの提供するサービスや金融商品は香港法による規制をうけます。※当広告は日本国内に
在る者を対象としたものではありません。※セミナーにご参加いただくには予約が必要です。 ※ 主催者の判断に
よりセミナー会場への入場をお断りする場合があります。※保険募集人、保険仲立人、ファイナンシャルプラン
ナー等の財産コンサルティング関連のプロフェッショナルの皆様につきましては、ご参加をお断りしておりますの
で、あらかじめご了承ください。

時間

12月1日 (金) ＜1日目＞

12月2日 (土) ＜2日目＞

9:00～9:30

9:30～10:10

10:40～11:20

11:20～12:20

14:00～15:00

15:00～16:00

9:00～09:50

9:50～10:40

11:10～12:10

第1セッション

第2セッション

第3セッション

第4セッション

第5セッション

第6セッション

第7セッション

第8セッション

第9セッション

2018年のグローバルマーケット展望

中国マクロ経済の現状と
北朝鮮問題の鍵を握る中国の動向 

2018年に向けてのNWB 

改革続くベトナム株式市場の魅力
～4回目のベトナム資本市場開国～

航空機投資戦略について

暗号通貨、ICOについて

米国都市開発投資

CRS時代の海外投資・外国法人活用

シリコンバレー在住の
ベンチャーキャピタリストが
米国ベンチャーの今を語る

演題

2018年1月20日 (土) 「新春の集中講座」

NWB取扱商品や、ケーススタディを含めた実践的な内容で、NWBの
経営陣や社員が投資実践について講演をする投資集中講座です。

参加費用　HKD500(ご昼食 飲茶付)

セミナー案内

「1万円から始める本格資産運用」

初心者歓迎の少人数制セミナーです。質問も気軽にでき、和やかな
雰囲気で説明を聞けるので、参加者からも定評があります。

第1・3・5      土曜日10：30～
第2・4　　 土曜日14：00～
場所：NWBオフィス（Whampoa（ワンポア）駅D2出口から徒歩5分）

毎週土曜開催eNWBセミナー 

  PPW編集部リポート

　今回の投資フォーラムは、2018年のグローバルマーケット展望から様々な
金融商品の紹介まで行われ、参加者にとっては満足度の高い内容でした。今
年4月にオープンしたばかりのKerry Hotel内でのランチ＆ディナー会では、香
港の食文化を楽しみながら、参加者同士で交流を図ることが出来るのもこの
投資フォーラムの良い点だと感じました。
　次回は来年7月12日・13日に開催予定です。香港ならではの得がたい貴重
な情報を入手できるこの投資フォーラムに、一度参加してみてはいかがで
しょうか。

Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank
住所：Unit 1101-1102, 1110 & 1113B, 11/F., One Harbourfront,18 Tak Fung St., Hung Hom
電話：(852)3958-8828
メール：info@nipponwealth.com
ウェブ：https://hkj.www.nipponwealth.com

「投資フォーラムはNWBのシグネチャーイベントです。それぞれの分野で活躍するプ
ロの方々を講師としてお招きするので、我々自身にとっても大変勉強になります。」

NWB取締役兼CIO
長谷川  建一氏

NWB商品部長
幾田  朋彦氏 



香港 深圳

広東

　昨今、多くの新法令が公布・施行されております。今
回のニュースレターでは、製造業に関係が深いと思わ
れる新法令を紹介させていただきます。

一、「広東省企業及び企業経営者権益保護条例
（改正）」2017年12月１日施行

　企業及び企業経営者の権利・利益を保護するため、
企業経営環境を改善するために、広東省人民代表大会
常務委員会が本条例を制定しました。
1.本条例では、いかなる会社及び個人であっても、企業
の正常生産経営活動を妨害する行為又は企業及び企
業経営者の適法な権利・利益を侵害する行為をしては
ならないことが強調されています。その具体例としては
次のものがあります。
　(1)法令の定めなく又は所轄機関の許可を得ることな

く、企業に審査、考査、評定、評価、鑑定、ランク付
けなどの活動をすること。

　(2)企業に対して刊行物の定期購読、指定商品の購
買、工事の請負い、有価証券・商業保険の付保な
どを強要すること。

　(3)企業に賛助又は寄付を強要すること。
　(4)企業の従業員採用活動を妨害すること。
　(5)企業の出入り口通路を封鎖し、人員物資などの出

入りを妨害すること。
2.行政機関が、企業及び企業経営者の適法な権利・利
益を妨害する行為をしてはならないことが強調されま
した。具体的には次のものがあります。
　(1)違法な罰金を徴すること、又は罰金を徴するときに

省財政部門統一書式の領収書を発行しないこと。
　(2)違法に操業停止を命じること、又は法定な事由な

く企業の生産経営活動を制限すること。

　(3)違法に営業許可証や証書を差し押さえること、抹
消すること。

　(4)企業が行政の監督検査を受けるとき、企業に財物
を要求したり、受領するなどして、違法な利益を得
ること。

　本条例は政府部門の行政管理職能を規範化し、行政
権執行の濫用を防止するものです。本条例の施行に
よって、今後、外商投資企業の中国での経営環境がある
程度改善されるものと思います。

二、「増値税消費税関連事項の手続きの更なる適
正化に関する国家税務総局の公告」2017年
10月13日施行

 　本公告の主な内容は次のとおりです。
1.2018年1月1日より、期限切れの増値税証憑による相
殺控除は、国税局がその承認を担当するものとする。
2.2017年11月１日より、納税人が増値税と消費税の一
括納税を申請する場合、一括納税申請資料において説
明をするだけでよく、増値税、消費税を別々に申告する
必要はない。
3.「期限切れ増値税証憑による相殺控除問題に関する
国家税務総局の公告」（国家税務総局公告2011年第50
号）が改正された。
　本公告は、期限切れの増値税証憑による相殺控除手
続き及び増値税と消費税との一括納税の手続を明確
かつ詳細化するものであり、納税手続きの簡便化に資
するものです。

三、「深セン経済特区消防条例修正案」（2017年
10月17日公布・施工）

　2017年10月17日、深セン市第六届人民代表大会常務

委員会第二十会審議により、「深セン経済特区消防条例
改正案」が可決されました。今回の改正は、消防検収申
請時に提出すべき書類の簡素化に関するものです。
　従前の規定によりますと、大型の人員密集場所の建
築工事及びその他特殊な建築工事において、建設会社
が消防設計審査を申告するとき、公安機関の消防機構
に建築工事計画許可証又はその他の証明文書を提供
しなければならず、建設工事竣工後、公安機関消防機
構に“消防施設検査合格証明文書”を提出し、消防検収
を受けなければならないとされていました。
　改正後の本条例により、建設工事計画許可証が消防
設計審査時の必要書類から除外され、また消防施設検
査合格証明文書も消防検収申請時の必要書類から除
外されました。
　本改正案により、消防検収時に提出すべき資料が簡
素化され、消防検収の申請が比較的容易なものとなり
ました。

以上

新法令の紹介

中
国
法
律
コ
ラ
ム 24

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
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

ビジネス（香港・広東共通）
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　香港ソフトボールAA
リーグでは、12月12日
（日）、カオルーンシャング
リラホテルにて毎年恒例
のクリスマスパーティを
開催致しました。300名以
上のリーグメンバー、ご

家族、来賓の方々に出席頂き、1年を締めくくるに相応しい盛大な
パーティとなりました。
　今回がステージデビューであったチアリ―ティングチーム、プ
ラチナム香港の華麗なパフォーマンスから始まったクリスマス
パーティは、先シーズンの優勝チームや成績優秀者の表彰を行っ
た後、各種ゲームやラッキード
ロー等を行うなど、盛り沢山の内
容となりました。
　早食い競争では、各チームの
大食い・早飲みメンバーが鎬を削
る大接戦を繰り広げ、ラッキード

ローでは、協賛企業様、関係者の皆様より御提供頂きました数々
の協賛品にお子様から大人まで釘付けになりながら大いに盛り
上がりました。
　お子様向けには、キッズルームの用意とともに、バッティングの
体験をしてもらうコーナーを設け、楽しんでいただきました。
 
　協賛頂きました企業様、関係者の皆様、協賛品のご提供、誠に
ありがとうございました。
　また、今回のクリスマスパーティ実行運営に携わって頂きまし
た皆様、本当にありがとうございました。
来年のご参加もお待ちしております。
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第73期・順位表

入団に関するお問い合わせはHKSA Men’s AA League広報
深田まで(masami.fukada.j@gmail.com)

広東 香港

香港 香港＆広州
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ザ・メトロポリスレジデンス　The Metropolis Residencs

香港

ラ・セゾン　逸濤湾  (Tower 1  Flat C )

（所在地） 紅磡（ホンハム）

（間取り） 2LDK   実用面積478sqf　　 

（室　内） 内装良好、海景、高層階、家具・家電応談

（環　境） MTR紅磡駅直結、尖沙咀へも徒歩圏、

 中国方面への通勤良好

（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！

（月　額） HKD22,000 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK+S   実用面積745s.f
（室　内） 家具・家電付き、新内装、全海景、
 マンション無料ブロードバンド
（環　境） MTR西湾河駅近接、
 太古のAPITAまで徒歩約１０分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD35,000 (管理費、税金込み)

（所在地） 太古（タイクー）
（間取り） 3LDK+S   実用面積1,280sqf　

バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、海・山景、高層階
（環　境） MTR太古駅、AEON/APITA近接、

大型クラブハウス完備
（備　考） 太古エリア一番のハイグレードマ

ンション！ 12月末空き予定
（月　額） HKD75,000 (管理費、税金込み) 

マウントパーカーレジデンス　Mount Parker Residences  (Flat D)
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
エイブルネットワーク広州 TEL (86)133-1089-1352
広州市天河区天河北路183-187号大都会広場712室 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室

広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室

OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86)136-3285-3590
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元

ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区深南東路2017号华乐大厦506室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号
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香港 香港

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。

友人の子供で大学生の方からお悩み相談をいただき
ました。
母も自分もとてもお世話になっているところでアルバイ
トをしています。
人に教える仕事です。
自分にはそれが向いていない気がします。
上の人に相談しましたら、
「誰でも最初はできないけれど、続けることが大切だよ。」
「その能力はきっと君の役にたつと思うよ。」
と言われます。
母にも相談しましたら、「とにかくお世話になったところ
だから失礼のないようにね。」
と言われました。
自分自身としてはいろんなバイトをしてみたい。
居酒屋のバイトなど接客業はとても楽しくて向いてい
る気がします。
というもの。

もうね。答えは出てますよね。

ご本人は「やりたくない」笑

一番大切なのは自分の気持ちです。
それが全てです。

「やりたくない」という心の声は聞こえているので
次に、どうしたら周りに理解してもらうかを考えるだけ
です。
調和を大切にしながら、どのように伝えたらいいのか。
いつどんな方法で辞めるのが一番迷惑をかけないのか。
を考える。

ここで陥りがちなのは、
「周りの気持ちを考える」
「母がなんていうか考える」

他人の気持ちや行動はコントロールができない領域
です。
考えても考えても答えが出ないんです。

このコントロールできないことがまず最初に来て
ぐるぐる悩んでいるということは多々あります。
答えが出ないことで悩んでいるのでとてもしんどいです。

親や先生や社会の常識は自分から出た考えではありま
せん。
ですからそれに従って生きようと思うと「辛さ」や「苦し
み」が生まれるのです。

自分の気持ちをまず聞いてあげる。
その上でどのように周りと調和させてあげるかを考え
行動している方は主体的に生きている人です。
全ては自分の心に忠実に、自分ができることだけに終
始しているので健全な心を持っています。
何より自分に嘘をつくことがないので自己肯定感が高
まります。

その人が口にする内容を聞いていると、
前者か後者かすぐにわかります。

人のこと、環境のこと、社会のこと、コントロールできな
いことに腹を立て、コントロールしようとしている人な
のか。
自分の気持ちを大切に、どうしたら周りに伝わるのか、
周りと調和する存在になれるのかを考えている人。

前者は人生は思い通りににはならないと感じています。
いつも不安を感じていて、いつも何かに怒っています。
後者は全ては自分の捉え方だと思っています。
どんなことが起こっても自分と世界を調和させていくし
なやかさを持っています。

あなたはどちらの生き方がいいですか？

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第58回 コントロールできるものとできないもの
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①ペットは飼い主を外に連れ出してくれる
　太陽光と新鮮な空気は気分を高めるほか、日光はうつ病、
がん、肥満、心臓発作などの身体的、精神的条件に効果的な
ビタミンDの体内での
生成を促す。またペッ
トと一緒に外出する
と、飼い主も自然と関
わる時間を持つことが
できる。木々の音に耳
を傾け、吹く風を感じ
てみよう。自然の音や
雰囲気は、人の心を不
思議と落ち着かせてく
れる。

②ペットは飼い主を運動させる
　犬の散歩やフリスビーをするな
どの外での運動は、自然に体内の
エネルギーを増強してくれ、骨や
筋肉を身体的に強化するだけでな
く、飼い主の自尊心さえも高めてく
れる。ある研究によれば動物を
飼っている人は、大人子供関わら
ず、血圧、コレステロール、中性脂
肪が共に低く、循環機能に優れ、主
要な心臓のトラブルを経験するリ
スクが低いことが分かっていると
いう。また、そうして体が健康にな
ることで、精神衛生にもよい働きを
及ぼす。

③彼らはアレルギーや喘息を軽減し、免疫力を高める
　意外かもしれないが、家庭で毛皮をまとった同居人と共
に育った子供は、一般的なアレルギーを発症する確率が低
くなる。アレルギーは、人を目覚めにくく、無感覚にさせ、不
眠症やうつ病などの精神的健康問題のリスクを高める。

　研究によると、2匹以上の犬や猫と接
触して育った赤ん坊は、ほこり、草、ブタク
サ、ペットアレルギーなどのアレルギー
を発症する可能性が通常の半分以下で
あり、喘息のリスクも低いとされている。

④ペットとのスキンシップがストレスを軽減する
　ゆったりとした気分でスキンシップや被毛のお手入れを
行うことは、あなたの犬や猫をリラックスさせるだけでなく、
あなた自身の心を慰めてくれる。彼らの
柔らかい毛皮の質感とあたたかさ、深い
呼吸に意識を向けて彼らと繋がること
で、ストレスと不安感の軽減に役立つオ
キシトシンが分泌され、血圧とコルチ
ゾール値を下げるのに役立つ。

⑤ペットの存在は気を紛らわせ、自身の存在を保ってくれる
　ペットの存在は身の回りのことに悩んでいる貴方の心を
和ませ、気持ちを落ち着かせてくれる。ペットと佇む。それだ

けだが、人は満たされている時、過
去のことも未来のことも心配しな
いものだ。
　彼らのユーモラスでかわいい姿
を写真や映像に収めるのも、いい
気分転換になるだろう。

　香港初の自転車共有サービス、Gobee.bike
の一部ユーザーは、スマートフォンで自転車の
ロックを解除することができなくなり、これに
伴って11月末までにサーバーとソフトウェアが
アップグレードされた。11月初めの木曜日、
ロック解除ができないという顧客からの苦情
が同社のFacebookページに投稿され、金曜日
になって同社は、「現時点でGobee.bikeアプリ
を使用できず不利益を被っているユーザーが
いることは認識しており、できるだけ早く通常
の状態に戻すよう努めています。今しばらくご
辛抱頂きたく思います。」と声明を発表した。
　ユーザーのPatsy Lin氏は、「このように便利
なサービスが、長きに渡り利用できないのは
非常に残念です。」Lin氏はそのために、夫との
ライディングトリップを10回以上キャンセルし
なくてはならなかった。
　Gobee.bikeは4月に香港でリリース。6ヶ月
で30万人が、数百台もの自転車を利用する
べくアプリをダウンロードしたとされている。
ヘビーユーザーのDavid Chan氏は、11月3日に
8台の自転車のロックを解除しようとしたとこ

ろ、サーバーのアップグレードについてと、
サービスはすぐに再開するとの旨のメッセー
ジを受け取った。「普段、私は買い物や子供た
ちの送り迎えに自転車を利用しているのです
が、今回の件によって、歩いて行かなければな
らなくなりました。」Chan氏は、同社のウェブ
サイトでは問題点やアップグレードの現状に
ついては通知がされていないとし、顧客との
コミュニケーションを改善する余地があると
述べた。
　週が明けて月曜日になっても問題は解決さ
れず、同社はより詳細な通知を出した。広報担
当者によれば同社のネットワークプロバイダ
は、ここ数ヶ月間、香港を拠点とする新規ユー
ザーの数が増えたため、ロッキングシステム
に影響が出たとのことだった。今回のトラブル
のためのメンテナンスは毎週行われ、11月末
までに全てのバイクに対してシステムの修正
を終える見込みとした。今回の不具合へのお
詫びとして、同社は5時間の利用に相当する、
HKD50のクレジットを既存のすべてのユー
ザーに付与することを決定したという。
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セラピードッグのみならず、全てのペットは飼い主の心と体、
精神を健やかにしてくれる。ここに５つのその理由をご紹介ます。

バイクシェアリングアプリの
“Gobee.bike”が
不具合のお詫びとしてすべてのユーザーに
HKD50のクレジットを付与
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　ディズニー映画『ナイトメ
アー・ビフォア・クリスマス』は世
界中にいまだ熱烈なマニアが
います。ハロウィンとクリスマス
が錯綜するキテレツな話です
が、アメリカ人のハロウィン観
がわかるだけでなく、クリスマ
スの描写も考察に値します。
　『ナイトメアー～』のクリスマ
ス世界には、キリストの要素が

全く含まれていません。これを、「メリー・クリスマス」ではなく
「ハッピー・ホリデーズ」と言い替えるような、非キリスト教徒
への配慮としての「ポリティカル・コレクトネス」ととらえること
は可能です。けれども卑近な例で、日本のクリスマスのことを
考えてみてください。キリスト抜きでもクリスマスが成り立つ
ことが、まさに実証されているではありませんか。「クリスマ
ス」（キリストのミサ）は、ギリシャ語やラテン語では「キリスト
の誕生」で、現在のイタリア語、スペイン語、ポルトガル語など
南部のカトリック圏の言葉でも「誕生」に由来します。しかし、
北欧はどうでしょう。スウェーデン語、デンマーク語、ノル
ウェー語、北部の低地ドイツ語などでは「ユール」と言って、こ
れは北方ゲルマン系民族の伝統行事「冬至祭」のことです。ゲ
ルマン民族のキリスト教化はとても遅かったので、つまり北
欧～北ドイツでは、キリスト抜きのクリスマス（＝冬至祭）が
全くもって可能なのです。「夏至祭」も盛んで、シンボルの三角
みそおでんのような形のポールは、同じくディズニー映画の
『アナと雪の女王』でエルサの戴冠式のときに立てられてい
ます。
　北欧はクリスマスの準備が早いと言われます。これは、ユー
ルの始まりが北欧版女の子の節句、ルチア祭=12月13日から

とされるためではないでしょうか。しかし北欧より遥かに早い
のが日本のクリスマス商戦、この開始日はハロウィンの伝来
によって実に明確になりました。11月1日です。ハロウィンの
10月31日が終わるとカボチャの飾りは全て消え、緑と赤のク
リスマスモードへと一変します。これは川劇の変臉を彷彿さ
せる見事なツラ変わり。スーパーの寿司売り場をオレンジ色
に彩っていた「ハロウィン巻」はこの日をもって「サーモン巻」
へと名前がもとに戻ります。きっと31日の深夜０時にシンデ
レラのごとく魔法が切れるのに違いありません。
　実際はハロウィンのカボチャは腐るまで放置するものとさ
れます。クリスマスツリーは1月6日まで飾るのが「正統」。しか
しクリスマスツリーこそ本来、キリスト教とは何ら関係ありま
せん。ユールの木です。北方ゲルマン民族は改宗後も樹木信
仰を捨てず、清教徒の国アメリカへの移住後には、アダムとイ
ブのリンゴを表す赤や金色のボールが付けられ、てっぺんに
はキリスト誕生を知らせるベツレヘムの星。冬至がキリスト
教の衣装をまといます。電飾は、キリストこそまさにこの世の
「光」、電化される前はローソクです。『星の王子さま』の日本
語訳は岩波書店の翻訳出版権が切れた2005年初頭までずっ
と内藤濯の古い訳のままで、フランス語の原本ではただツ
リーの光（la lumière）とだけ書かれている部分を「ロウソクが
光っている」としてありました。え、ツリーにロウソク？かつて
の日本の子供たちはさぞ不思議に思ったでしょうね。2005年
以降の新訳本でも内藤版を踏襲した「ロウソクの光」が新潮
社版にありましたが、ほかの訳者は「きらきら光る」とか「クリ
スマスツリーの灯り」とか、しています。
　そもそもキリスト教では、クリスマスをキリストの「誕生」と
はしていません。キリストの誕生日は不明なので、「降誕」の
記念日だと、難解な理屈をこねています。英語の「クリスマス」
が盛んに使われ始めたのは19世紀からで、これはドイツ、北

欧から大量の移民が冬至祭の習慣を持ってアメリカに渡った
時期と一致します。率直に言いましょう。クリスマスもまた、ハ
ロウィンと同じく、キリスト教の行事ではなかったのです。キリ
スト教徒でないあなたも、冬を明るくする冬至のお祭りだと
思ってはしゃげばいいのです。キリスト教にとって最も重要な
のはクリスマスではなくイースター、復活祭です。香港に来て
初めてイースターを知ったという日本人は結構いますが、さ
すがの日本もこの行事の商業イベント化は難しいでしょう
ね。濃厚な宗教色を取り去ったら、卵とウサギぐらいしか残り
ません。
　サンタクロースもまたクリスマスとは別物。彼のご先祖（？）
にあたるシンテルクラース（聖ニコラウス）の日は12月6日、オ
ランダ語圏の子供の祭典です。北欧のユールにも伝統的な
サンタがいます。香港ではクリスマスの翌日26日も休日で、こ
の日はオーストラリア、カナダなど旧英領地域に広く根付いて
いる「Boxing Day」にあたります。教会の寄付活動のプレゼン
トの箱（box）を開ける日だったとか、クリスマスに休まず働い
た人たちのための休日だとか言われます。香港には、クリス
マスプレゼントをこの日まで待って開けるという独特の風習
があって、「拆禮物日」いう独自の呼称があります。「禮物」（贈
り物）の箱を「拆」（こわす）=開封する日。この日について知ら
ない在住日本人が多いのは、公式名称が「The first weekday 
after Christmas Day」となっているからです。
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　BingoBoxは中国内に無人のコンビニ
エンスストア200店舗超を展開し、ヨー
ロッパ、香港とその他アジア諸国へ目を
向けている。香港において、同社はいくつ
かの現地パートナーと共同で公園、村、公
営住宅など、コンビニエンスストアが無
い地域を対象に無人店舗を運営してお
り、2018年の第2四半期までに韓国とマ
レーシアにも進出する予定でいる。
　同社によれば、より多くの無人の
BingoBoxストアがオープンすることに

よって、顧客が購入しているものに関するより多くのデータを得ることができるため、その
地域の住民に魅力的な製品を提供することが可能になり、在庫管理が容易になるのだと
いう。
　今年6月、上海に最初のBingoBoxストアがオープンして以来、広州を拠点とするF5 
Future Storeなど、様々なベンチャー企業が同様の事業を試している。
　小売業界の変革は顕著で、テクノロ
ジーと小売企業は物理的な小売取引
とオンライン商取引を融合させる段階
まで来ている。米国のアマゾンは従業
員専用だがチェックアウトフリーの店
舗・AmazonGoを、7-Elevenは5月にソ
ウルで初の無人店舗、Signatureを
オープンした。South China Morning 
Postを所有するEコマースの巨人、アリ

ババは、顔認証とモバイル決済技術を活用した無人のコーヒーショップ、Tao Caféを運営し
ており、ライバルであるJD.comは、動作と顔認証を利用して購買行動を追う仕組みの2つ
のコンビニエンスストアを運営している。
　BingoBox創業者のChen Zilin氏曰く、無人店舗には多くの利点があるのだという。労力が
かからないのでコストを抑えられ、人が少ない地域でも運営できて、各店舗に組み込まれ
た技術で盗難も防止できる。
　ユーザーは携帯電話でQRコードをスキャンして入店し、自動的に商品をスキャン、集計
するチェックアウトカウンターで商品を購入。支払いは、AlipayやWeChat Payなどのモバイ
ルウォレットを使用して行われる。
　Chen氏は「各品目に付けたRFIDタグは、システムによって商品が支払い済みかどうかを
検知する。さらにCCTVカメラが店舗を24時間365日監視しているので、BingoBoxの店で万
引きしようとすれば、その後はBingBoxに入店すらできなくなるんだ。」と語った。
　実際BingoBoxでは、100万件以上の取引に対して盗難被害は10件程度で済んでいる
という。
　中国のBingoBox店舗達は現在、平均して毎日約850元（HKD1,000）の売上を上げてお
り、1日6,000元を売る店舗もあるそうだ。GGVキャピタルとQiming Venture Partnersなどに
よる増資を得て、同社は来年末までに5,000店舗を展開する計画を立てている。最初の出店
からわずか5ヶ月での快進撃。同社の動きから今後も目が離せない。

無人コンビニエンスストアの
BingoBoxが急成長
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　尖沙咀（チムサーチョイ）のショッピング
モール・K11側にオープンして1周年
を迎える鶏居酒屋「鶏ジロー」。
日本で44店舗を展開する同グ
ループの海外第1号店は、木目
調の外壁に赤提灯が目印の昭
和の大衆居酒屋を彷彿とさせる
ホッと寛げる空間だ。
　しかしながら、ただの居酒屋と侮る
なかれ。看板メニューの焼鳥は、徳島県産
のブランド鶏「すだち鶏」を日本から直接買い付
けるこだわりぶりで、安心・安全も併せて提供。がぶっと頬
張れば、その弾力とジューシーな肉から鶏本来の甘みを十
分に感じられる。旨みを凝縮する為、蒸すような工程で焼
き上げるスタイルは、鶏居酒屋として日本で地位を確立し
つつある「鶏ジロー」ならでは。さらに自慢の焼鳥と双璧を
なす「唐揚げ」は、ボリュームもたっぷりで大人気。11

月のグランドメニュー刷新により、寒くなってきた
この時期に嬉しい「トマト寄せ鍋」や「水炊

き鍋」といった温まるメニュー
の提供も開始した。
　店内はテーブルが25席、カ

ウンターも10席完備しており、最
初のお食事から2軒目のちょい飲み、

さらにお一人様での利用まで幅広く対
応。日本食店としては珍しく、（ディナーの

み）土日も営業をしている。テイクアウトも受け付けている
ので、年末年始のホームパーティーやうっかり飲み過ぎてし
まった後の奥様へのお土産にも重宝しそうだ。平日は日に
よって異なるランチ
も好評で、中でも同
店が推奨する「焼鳥
丼」は是非一度、食
してほしい。
　贅沢に日本産米
を敷き詰めた丼ぶりに焼鳥がドカッと乗っかる。一度食べ
たらやみつきになること間違いなしだ。
　寒くなって人肌とお財布が恋しくなるこの季節、庶民の
強い味方「鶏ジロー」が、きっとあなたを温かく迎えてくれ
るはず！

鶏ジロー 
住所：Shop A, G/F., Minden House, 
　　  13-15 Minden Ave. & 3 Blenheim Ave., TST
電話：(852)2191-3570
時間：月～金 ランチ12:00～14:30、
　　  ディナー 18:00～23:00（金曜24時まで）
　　  土日 ディナー 16:00～24:00（日曜23時まで）
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