
佐藤製薬
電話：(852)2367-7689
ウェブサイト：www.sato.com.hk

日本の五大製薬、サトちゃんでもお馴染み佐
藤製薬。成長著しいアジアを中心に世界７拠
点でトータルヘルスケアを提供している。香
港でもAPITA太古城（タイクーシン）のほか、
中環（セントラル）、銅鑼湾（コーズウェイベ
イ）、黄埔（ワンポア）で佐藤製品が購入可能
なので、疲れた体にユンケル投入！

佐藤製薬賞
ユンケル黄帝液
10本/名×5セット（計50本）

5名
様

日本のTVや雑誌で話題の東京六本
木店の味が香港でも味わえます！　黄
金生姜しゃぶしゃぶを。代謝がUPし
美肌効果が抜群！疲れた体を内側か
ら温めます。鹿児島黒豚肉で活力も
アップ！　友達、家族、カップルで。会社
の宴会にもばっちり。人気No,1のメ
ニューをお楽しみ下さい。

とん勝賞
総額HKD1,000のお食事券
（HKD50 x 20枚）

3名
様

とん勝
住所：Basement, The Hart, 
  　　4 Hart Avenue, TST
電話：(852)3106- 3308
時間：月～日 12：00～23：30
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看板メニューのふわふわ＆とろとろの絶品オムライスや
洋食で有名なniji bistroに併設する食器店では、ノリタケ
などの高級食器を販売しております。お食事や、ハーバー
シティーでの買い物の後に是非お立ち寄りください。

2名
様

niji Concept
住所：Shop 3208, Level 3, Gateway Arcade, Harbour City, TST
電話：(852)2175-0203

niji Concept賞
ノリタケ食器×２セット

※写真はイメージです

MTR銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅A出口から徒歩1分の好
立地に構える「Salon ar」は、香港歴10年のデイレクター伊
藤氏と大輔氏二人が率いる日系サロン。人気メニューヘッ
ドスパを今回3名様へ。日頃の疲れを頭から集中ケア。

3名
様

ar salon
住所：Shop 3208, Level 3, Gateway Arcade, Harbour City, TST
電話：(852)2241-4600 　　メール：hairsalonar@yahoo.co.jp
フェイスブック：ar salon Japanese Hair

ar salon賞
無料ヘッドスパ

吉祥を祈願して描かれる中
国伝統の芸術作品「花文
字」。家族の健康、会社の発
展、子どもの未来を祈って
描かれ、プレゼントとしても
最適。「幸福」を表す鳥など
の吉兆モチーフを身近に
置き、開運を呼び込もう！

ジョナサン花文字賞
「福」花文字

6名
様

Rainbow Hanamoji
住所：63 Stanley Main St., Stanley Market, Stanley
電話：(852)9389-0077　ウェブ：www.rainbowhanamoji.com

イタリアで修行をした日本人
オーナーシェフのお店。激戦区
の中環（セントラル）で創業10年
の老舗です。ボリュームある料
理と、ワインは５本まで持込が
OKと良心的なお店で本格的な
イタリアンをお楽しみ頂けます。

1名
様

Italian Restaurant Sagrantino
住所：5/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188　ウェブ：www.sagrantino.com.hk
時間：11:30～15:00、18:00～23:00（定休日：日）

Sagrantino賞
ワイン プロセッコ１本無料サービス

昭和の時代にどこにでも
あったカウンターとテー
ブル席が1席だけのカラ
オケスナックが、コンセプトのお店です。初めてご
来店の方でも安心な明朗会計。香港在留邦人は
もちろん、出張者にも人気です。

10名様

カラオケスナック　ちょっと恋
住所：8/F.,SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)5402-5705　時間：19:00~03:00
ウェブ：www.tyottokoi.com
フェイスブック：カラオケスナック　ちょっと恋 

ちょっと恋賞
スパークリングワイン１本無料サービス

帝王学を基礎としたデータベースから、家族・恋
人・上司・部下・取引先など、気になる人との相性

を無料診断します。通常1部
2000円の診断書をペアでプレ
ゼント。ご自身と気になる方の
生年月日をご記入の上、ご応
募ください。

２名
様

ｘ3ペア

一般社団法人Mother earth
ウェブ：https://mama-supple.com
フェイスブック：ままサプリ 

ママサプリ賞
STR診断書（性格診断書）ペア

近年美味しいと人気急上昇の北海道米！　CMで
マツコデラックスさんが起用されるなど一気に
全国区になったお米の中でも「ななつぼし」は、
コシヒカリを親に持つ「ひとめぼれ」と道内系統
との雑種第1代に「あきほ」をかけ合わせた品種
で、同県では定番となっている。

2名
様

HOKKAIDO ASHIBETSU GREEN FARM LTD
住所：Unit 607, 6/F., Remington Centre, 
　　  23 Hung Tong Rd., Kwun Tong
電話：(852)3595-6145

北海道グリーンファーム賞
ななつぼし2kg

アンケートに答えて

お年玉
アンケートにお答えいただいた方の中から、

抽選で合計193名様にお年玉プレゼントが当たります！
応募方法は次ページをご確認ください！
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丸大豆醤油のうまみと
昆布とかつおのだしが
上品に調和し、だしのう
まみが後を引く味わい
深いつゆに、丸大豆
100%使用のおあげが
特長のきつねうどん。

日清 どん兵衛賞
日清のどん兵衛きつねうどん
（1ケース/12ケ入り）

20名様

常陸野は常陸野ネストビール醸造所
のツアーを提供しています。ぜひこの
機会に醸造所を訪問して、世界的に
有名な常陸野ネストビールがどのよ
うに醸造されているかを見学に来て
ください！　香港で最も新鮮なネスト
ビールを試飲することができます。
ビール醸造ツアーについてはメール
（reservations@hitachinohk.com）で
ご予約ください。
※ ツ ア ー 催 行 日 は 毎 週 土 曜
（11:00~12:30、14:00~15:30）

常陸野ネストビール賞
常陸野ネストビール見学ツアーペアチケット

2名
様

HITACHINO NEST BEER
住所：Unit A1, G/F Unison Industrial Centre, 27-31 Au Pui Wan St., Shatin

シューズブランド「REGAL」か
らREGALオリジナルTEDDY 
BEAR3体とオリジナルとオリ
ジナルシューホーン5個をプ
レゼント。REGAL会員になれ
ばお得な情報と入会後5％
OFFが手に入るのでこの機会
にご登録を！

Regal シューズ賞
今年度版REGALオリジナルTEDDY BEAR 3名様
オリジナルシューホーン 5名様

8名
様

REGAL
電話：(852)2116-1552 （Mira Place One店）
　　  (852)2831-8513（SOGO CWB店）
時間：11:00～22:00（Mira Place One店）
　　  10:00～22:00、10:00～22:30 金・土・祝前日（SOGO CWB店）
ウェブ：www.regal.co.jp/shoes/shop/hongkong/index.html

2003年の開業以来、日本女性のキレ
イを応援してきたヘルスケアブラン
ド・LCラブコスメティック。女性特有
のデリケートな悩みを解決する数々
の商品を取り扱う。ショールームは
銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅1分、
オンラインショップも大好評。

LC Love Cosmetic賞
足用シャンプー すあしびじん ５名様
LC特製マグカップ（非売品） 10名様

15名様

LC Love Cosmetic
住所：9/F., Coasia Bldg., 496-498 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2892-2552　　　　　時間：11:00～20:00  日祝日休）
ウェブ：www.lovecosmetic.asia　フェイスブック： LC lovecosmetic Hong Kong

ショールーム

清潔に、美しく、快適に。をスローガンに上質なクリーニングを
提供する恒隆白洋舎。香港で37店舗を展開し、日本人御用達
といっても過言ではない。高温多湿な香港で、クリーニングに
お悩みの方は、先ずは相談してみよう。

6名
様

恒隆白洋舎
電話：日本語ホットライン(852)2333-3670
ウェブ：www.cleanliving.com.hk/jp

恒隆白洋舎賞
HKD５０割引券３枚付き券 ３名様
HKD４５０分割引券 3名様

毎日運行、おひとり様でも大歓迎！　気軽に充実したバスツアーが楽しめると人
気の、あのパンダバスの特性グッズを各1名様にプレゼント！　パンダバスのオ
リジナルキャラクター、パンダがついた非売品グッズを手に入れるチャンス！

2名
様

パンダバス
住所：5 Room 507-508, 5/F., East Ocean Centre, 98 Granville Rd., TST
電話：(852)2724-4440　ウェブ：www.pandabus.com
フェイスブック：@PandabusHongKong　インスタグラム：pandabus_hongkong

パンダ賞
パンダバス特製マグカップ 1名様
パンダバス特製エコバック 1名様

応募締切2018年2月末日

応募締切2018年2月末日アンケートに答えて

をGETしよう！

お年玉
アンケートにお答えいただいた方の中から、

抽選で合計193名様にお年玉プレゼントが当たります！
応募方法は次ページをご確認ください！

プレゼント
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佐藤製薬
電話：(852)2367-7689
ウェブサイト：www.sato.com.hk

日本の五大製薬、サトちゃんでもお馴染み佐
藤製薬。成長著しいアジアを中心に世界７拠
点でトータルヘルスケアを提供している。香
港でもAPITA太古城（タイクーシン）のほか、
中環（セントラル）、銅鑼湾（コーズウェイベ
イ）、黄埔（ワンポア）で佐藤製品が購入可能
なので、疲れた体にユンケル投入！

佐藤製薬賞
ユンケル黄帝液
10本/名×5セット（計50本）

5名
様

日本のTVや雑誌で話題の東京六本
木店の味が香港でも味わえます！　黄
金生姜しゃぶしゃぶを。代謝がUPし
美肌効果が抜群！疲れた体を内側か
ら温めます。鹿児島黒豚肉で活力も
アップ！　友達、家族、カップルで。会社
の宴会にもばっちり。人気No,1のメ
ニューをお楽しみ下さい。

とん勝賞
総額HKD1,000のお食事券
（HKD50 x 20枚）

3名
様

とん勝
住所：Basement, The Hart, 
  　　4 Hart Avenue, TST
電話：(852)3106- 3308
時間：月～日 12：00～23：30
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看板メニューのふわふわ＆とろとろの絶品オムライスや
洋食で有名なniji bistroに併設する食器店では、ノリタケ
などの高級食器を販売しております。お食事や、ハーバー
シティーでの買い物の後に是非お立ち寄りください。

●名
様

niji Concept
住所：Shop 3208, Level 3, Gateway Arcade, Harbour City, TST
電話：(852)2175-0203

niji Concept賞
ブランド食器

※写真はイメージです

MTR銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅A出口から徒歩1分の好
立地に構える「Salon ar」は、香港歴10年のデイレクター伊
藤氏と大輔氏二人が率いる日系サロン。人気メニューヘッ
ドスパを今回3名様へ。日頃の疲れを頭から集中ケア。

3名
様

ar salon
住所：Shop 3208, Level 3, Gateway Arcade, Harbour City, TST
電話：(852)2241-4600 　　メール：hairsalonar@yahoo.co.jp
フェイスブック：ar salon Japanese Hair

ar salon賞
無料ヘッドスパ

吉祥を祈願して描かれる中
国伝統の芸術作品「花文
字」。家族の健康、会社の発
展、子どもの未来を祈って
描かれ、プレゼントとしても
最適。「幸福」を表す鳥など
の吉兆モチーフを身近に
置き、開運を呼び込もう！

ジョナサン花文字賞
「福」花文字

6名
様

Rainbow Hanamoji
住所：63 Stanley Main St., Stanley Market, Stanley
電話：(852)9389-0077　ウェブ：www.rainbowhanamoji.com

イタリアで修行をした日本人
オーナーシェフのお店。激戦区
の中環（セントラル）で創業10年
の老舗です。ボリュームある料
理と、ワインは５本まで持込が
OKと良心的なお店で本格的な
イタリアンをお楽しみ頂けます。

1名
様

Italian Restaurant Sagrantino
住所：5/F., The Loop, 33 Wellington St., Central
電話：(852)2521-5188　ウェブ：www.sagrantino.com.hk
時間：11:30～15:00、18:00～23:00（定休日：日）

Sagrantino賞
ワイン プロセッコ１本無料サービス

昭和の時代にどこにでも
あったカウンターとテー
ブル席が1席だけのカラ
オケスナックが、コンセプトのお店です。初めてご
来店の方でも安心な明朗会計。香港在留邦人は
もちろん、出張者にも人気です。

10名様

カラオケスナック　ちょっと恋
住所：8/F.,SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
電話：(852)5402-5705　時間：19:00~03:00
ウェブ：www.tyottokoi.com
フェイスブック：カラオケスナック　ちょっと恋 

ちょっと恋賞
スパークリングワイン１本無料サービス

帝王学を基礎としたデータベースから、家族・恋
人・上司・部下・取引先など、気になる人との相性

を無料診断します。通常1部
2000円の診断書をペアでプレ
ゼント。ご自身と気になる方の
生年月日をご記入の上、ご応
募ください。

２名
様

ｘ3ペア

一般社団法人Mother earth
ウェブ：https://mama-supple.com
フェイスブック：ままサプリ 

ママサプリ賞
STR診断書（性格診断書）ペア

近年美味しいと人気急上昇の北海道米！　CMで
マツコデラックスさんが起用されるなど一気に
全国区になったお米の中でも「ななつぼし」は、
コシヒカリを親に持つ「ひとめぼれ」と道内系統
との雑種第1代に「あきほ」をかけ合わせた品種
で、同県では定番となっている。

2名
様

HOKKAIDO ASHIBETSU GREEN FARM LTD
住所：Unit 607, 6/F., Remington Centre, 
　　  23 Hung Tong Rd., Kwun Tong
電話：(852)3595-6145

北海道グリーンファーム賞
ななつぼし2kg

アンケートに答えて

お年玉
アンケートにお答えいただいた方の中から、

抽選で合計●名様にお年玉プレゼントが当たります！
応募方法は次ページをご確認ください！
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丸大豆醤油のうまみと
昆布とかつおのだしが
上品に調和し、だしのう
まみが後を引く味わい
深いつゆに、丸大豆
100%使用のおあげが
特長のきつねうどん。

日清 どん兵衛賞
日清のどん兵衛きつねうどん
（1ケース/12ケ入り）

20名様

常陸野は常陸野ネストビール醸造所
のツアーを提供しています。ぜひこの
機会に醸造所を訪問して、世界的に
有名な常陸野ネストビールがどのよ
うに醸造されているかを見学に来て
ください！　香港で最も新鮮なネスト
ビールを試飲することができます。
ビール醸造ツアーについてはメール
（reservations@hitachinohk.com）で
ご予約ください。
※ ツ ア ー 催 行 日 は 毎 週 土 曜
（11:00~12:30、14:00~15:30）

常陸野ネストビール賞
常陸野ネストビール見学ツアーペアチケット

2名
様

HITACHINO NEST BEER
住所：Unit A1, G/F Unison Industrial Centre, 27-31 Au Pui Wan St., Shatin

シューズブランド「REGAL」か
らREGALオリジナルTEDDY 
BEAR3体とオリジナルとオリ
ジナルシューホーン5個をプ
レゼント。REGAL会員になれ
ばお得な情報と入会後5％
OFFが手に入るのでこの機会
にご登録を！

Regal シューズ賞
今年度版REGALオリジナルTEDDY BEAR 3名様
オリジナルシューホーン 5名様

8名
様

REGAL
電話：(852)2116-1552 （Mira Place One店）
　　  (852)2831-8513（SOGO CWB店）
時間：11:00～22:00（Mira Place One店）
　　  10:00～22:00、10:00～22:30 金・土・祝前日（SOGO CWB店）
ウェブ：www.regal.co.jp/shoes/shop/hongkong/index.html

2003年の開業以来、日本女性のキレ
イを応援してきたヘルスケアブラン
ド・LCラブコスメティック。女性特有
のデリケートな悩みを解決する数々
の商品を取り扱う。ショールームは
銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅1分、
オンラインショップも大好評。

LC Love Cosmetic賞
足用シャンプー すあしびじん ５名様
LC特製マグカップ（非売品） 10名様

15名様

LC Love Cosmetic
住所：9/F., Coasia Bldg., 496-498 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2892-2552　　　　　時間：11:00～20:00  日祝日休）
ウェブ：www.lovecosmetic.asia　フェイスブック： LC lovecosmetic Hong Kong

ショールーム

清潔に、美しく、快適に。をスローガンに上質なクリーニングを
提供する恒隆白洋舍。香港で31店舗を展開し、ご自宅やオフォ
スへの集配もしている。高温多湿な香港で、クリーニングにお
悩みの方は、先ずは相談してみよう。

3名
様

恒隆白洋舍
電話：日本語ホットライン(852)2333-3670
ウェブ：www.cleanliving.com.hk/jp

恒隆白洋舍賞
クリーニングクーポン（HKD４５０）

毎日運行、おひとり様でも大歓迎！　気軽に充実したバスツアーが楽しめると人
気の、あのパンダバスの特製グッズを各1名様にプレゼント！　パンダバスのオ
リジナルキャラクター、パンダがついた非売品グッズを手に入れるチャンス！

2名
様

パンダバス
住所：5 Room 507-508, 5/F., East Ocean Centre, 98 Granville Rd., TST
電話：(852)2724-4440　ウェブ：www.pandabus.com
フェイスブック：@PandabusHongKong　インスタグラム：pandabus_hongkong

パンダ賞
パンダバス特製マグカップ 1名様
パンダバス特製エコバック 1名様

応募締切2018年2月末日

応募締切2018年2月末日アンケートに答えて

をGETしよう！

お年玉
アンケートにお答えいただいた方の中から、

抽選で合計●名様にお年玉プレゼントが当たります！
応募方法は次ページをご確認ください！

プレゼント
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東京メガネ
住所：10/F, SOGO Dept. Store 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2895-3348

ブルーライトから瞳を守る、お洒
落で実用的な眼鏡。反射防止機
能付で、ブルーライトを約40％
カット。（フレームの色は指定で
きません）

東京メガネ賞
PC・スマートフォン用メガネ

6名
様

炉端焼、稲庭うどん 稲庭養助
紅磡店
住所：Shop A1, 27 Man Tai St., Whampoa Estate, Hung Hom
電話：(852)2393-8355

時間：12:00～15:00、18:00～23:00
ウェブ：www.sato-yoske.co.jp　　　　フェイスブック：稲庭養助 香港

香港で炉端焼と本場の稲庭う
どんが愉しめると人気を集める
「稲庭養助」。子から孫へと一子相
伝、門外不出の完全なる手作業
によって生まれた喉ごし滑らか
なうどんと新鮮な海の幸は必食。

稲庭養助賞
つゆ入り稲庭うどん２人前

5名
様

尖沙咀店
住所：17/F., Prince Tower,  12A Peking Rd., TST
電話：(852)2555-6606

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」。日
系サロンの中ではカット
料金もシャンプー込みで
HKD380と手頃。人込みか
ら外れた西湾河店で癒さ
れてみてはいかが？

REBUAUX 西湾河店賞
無料ヘッドスパ

10名
様

REBUAUX 西湾河店
住所： Shop GD37, Lei King Wan, Site D, 25 Tai On St., Sai Wan Ho
電話：(852)2303-0773

携帯電話の端末購入から各種プランのご契約、レンタルWi-Fi、インターネット回
線のお悩みなど、通信系のサービスを安心の日本語で一手に引き受けるニッテ
ル・コミュニケーションズ。尖沙咀と銅鑼湾に各店舗があり、利便性も抜群だ。

3名
様

Nittel Communications
住所：Rm. 1804, 18/F., Tern Plaza, 5 Cameron Rd., TST
　　  Unit 1408, 14/F., Capitol Ctr., 5-19 Jardine`s Bazaar, CWB
電話：(852)3971-0804、(852)3427-9660　ウェブ：www.nittel.net/hk
フェイスブック：ニッテルコミュニケーションズ 香港

ニッテル賞
世界各国対応 携帯充電アダプター

ココイチでお馴染みカレー専門店を
香港で7店舗、ステーキをメインとし
たMeat Kingを展開する壱番屋。あの
ココイチのカレーが
恋しくなったら是非お
立ち寄りあれ。「肉バ
ル」として人気のMeat 
Kingも忘れずに。

18名様壱番屋賞

COCO壱番屋
住所：尖沙咀（チムシャーツイ）、銅鑼湾（コーズウェイベイ）、
  　　荔枝角（ライチーコック）、九龍湾（カウルーンベイ）、
  　　旺角（モンコック）、將軍澳（チェンクァンオー）各店舗
ウェブ：www.ichibanya.com.hk
フェイスブック： CoCo壱番屋香港

ココイチロゴ入りスプーン２本セット 10名様
ココイチ監修ベビースターラーメン ①ポークソースチーズカレー味 2袋 x 4名様 
                                    ②ビーフソースやさいカレー味 2袋 x 4名様

ら～めん台風。
住所：Shop 7, G/F, Po Shing Mansion, 81 Tai Ho Road, Tsuen Wan
　　  G/F., 39 Fife Street, Kin Wong Mansion, Mong Kok
電話：(852)24197717（荃湾店）、(852)2487-4488（旺角店）
時間：12:00～16:00、18:00～22:30年中無休（荃湾店）
　　  12:00～15:30、17:00～22:30 年中無休（旺角店）
ウェブ：http://jp.ramen-taifu.com　フェイスブック：らーめん台風。

「ら～めん台風。」ラーメン無料券
ら～めん台風。賞

香港のラーメン業界に旋風を
巻き起こし、根強い人気を誇
る、荃湾の「ら～めん台風。」・旺
角の「ら～めん漁場台風。・つけ
めん漁場台風。」両店舗で利用
可能なラーメン無料券を3名様
にプレゼント！

3名
様

オフィス用チェアをプレゼント。ランバー
サポートが背骨のカーブに合わせて快適
にフィットします。香港・九龍エリア以外、
東涌（Tung　Chung）、ディスカバリー・ベイ
（Discovery　Bay）へのお届けは料金が発
生致します。

KOKUYO賞
KOKUYO ENTRY CHAIR 1脚
（座面カラー・黒）

1名
様

KOKUYO International Asia Co., Ltd
住所：8th Floor, The Sun’s Group Center, 
  　　200 Gloucester Rd., Wan Chai
電話：(852)2522-3292 　
ウェブ：/www.kokuyo.com

PPW読者の皆様に、クラッ
シックなメンズシューズ
ショップ「タッセルズ」で使
えるお得なギフト券をプレ
ゼント！　セントラル店で
HKD500、コーズウェイベ
イ店でHKD250、お買い物
に使えるギフト券を進呈！

10名様

Tassels @ Causeway Bay store
住所：6/F, Sogo Causeway Bay, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2833-2436　ウェブ：www.tassels.com.hk

Tassels銅鑼湾賞 (銅鑼湾店限定)
ギフト券 HKD250（使用期限：2018年7月31日）

10名様

Tassels @ Central store
住所：Shop B64-65, Basement, The Landmark, Central
電話：(852)2789-9911　ウェブ：www.tassels.com.hk

Tassels中環賞 (中環店限定)
ギフト券 HKD500（使用期限：2018年7月31日）

PPW読者の皆様に、クラッ
シックなメンズシューズ
ショップ「タッセルズ」で使
えるお得なギフト券をプレ
ゼント！　セントラル店で
HKD500、コーズウェイベ
イ店でHKD250、お買い物
に使えるギフト券を進呈！
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深セン友睦三九歯科
住所：深圳市羅湖区人民南路2002号佳寧娜友誼広場D座1階
電話：(86)180-0251-6659（24時間対応日本語ホットライン）
時間：9:30～17:30

きめ細やかな診療とサービスが
好評で日本語対応可の「友睦三九
歯科」から、2018年3月1日から3か月
有効な「超音波スケーラ（歯石取り）
と全口レントゲン無料券」と「ホワイ
トニング半額の割引券」をそれぞれ
2名様へ。

友睦三九歯科賞
「歯石取りパック無料券」 2名様
「ホワイトニング半額券」 2名様

4名
様

Q１欠かさず読んでいる記事を最大３つ選んでください。
＜香港ページ＞①今週の香港ピックアップ　②香港ローカルニュース
③美人画報　④特集記事　⑤目から鱗の中国法律事情
⑥中国法律コラム　⑦教えて！総経理！　⑧ままサプリ
⑨世界の野球~日本人指導者の挑戦~　⑩風水の奥義を行く！
⑪香妻日記　⑫Holiday Panda Walk　⑬香港ソフトボールリーグ速報！
⑭大将Gocchandesu　⑮マリリンのぶらグル巡り　⑯花様語言　
⑰日系ヘアサロン特集　⑱キレイをつくるレシピ帳
＜広東ページ＞⑲今週の広東ピップアップ　⑳深圳街歩き　㉑広州
在住かあちゃんの知恵袋　㉒何があってもNever Mind…The没問題
（メイウェンティ）！　㉓熱き深センの“草”サッカー　㉔広州のローカル
探訪　㉕広州のオススメ語学学校を紹介！

Q２PPWが運営するウェブサイトはどちらのデバイスから閲覧する
　　機会が多いですか？ 
①パソコン　②スマホ　③iPad　
④PPWのウェブサイトを閲覧したことがない　⑤興味がない

Q３PPWが運営する日本人のための生活情報便利帳「ぽけっとページ
（PP）」は持っていますか？

①持っている　②持っていない　③持っているが利用していない
④ぽけっとページ（PP）は知らなかった　⑤興味がない

Q４PPWが運営するフェイスブックページ「ぽけっとページ」は「いい
ね！」していますか？

①「いいね！」している　②「いいね！」していない　
③フェイスブックページは知らなかった　
④興味がない　⑤フェイスブックアカウントを持っていない

Q５PPWが運営するツイッターページ「香港週刊新聞PPW」は
　　「フォロー」していますか？
①「フォロー」している　②「フォロー」していない　
③ツイッターページは知らなかった　④興味がない　
⑤ツイッターアカウントを持っていない

Q６PPWメルマガ配信サービスに登録していますか？
①登録している　②登録していない　③メルマガ配信は知らなかった
④興味がない　⑤その他（具体的にご記入ください）

Q７PPWが運営するグルメサイト「ぽけっとグルメ」を利用していますか？
①利用している　②利用したことがある　③知っているが利用してない
④グルメサイト「ぽけっとグルメ」は初めて知った　⑤興味がない

Q８PPWが運営する公式アプリ「まるごと香港」を利用していますか？
①利用している　②利用したことがある　③知っているが利用してない
④公式アプリ「まるごと香港」は初めて知った　⑤興味がない

Q９PPWが運営するYouTubeチャンネル「週刊PPW新聞」を
　　利用していますか？
①利用している　②利用したことがある　③知っているが利用してない
④YouTubeチャンネル「週刊PPW新聞」は初めて知った　⑤興味がない

Q10PPWが運営するWeChatチャンネル「PPW広告」を
 　　利用していますか？
①利用している　②利用したことがある　③知っているが利用してない
④WeChatチャンネル「PPW広告」は初めて知った　⑤興味がない

応募方法
アンケートにもれなくお答えいただき、
editor@pocketpage.com.hkまでメールをお送りください。

郵送先情報をご記入ください
①ご希望のプレゼントをひとつお選びください　
②氏名（漢字・ローマ字）　③住所　④電話　⑤メールアドレス

応募要項
・応募は一世帯につき、1回限りとさせていただきます
・当選者にはメールにてご連絡いたします
・香港・広東在住の方を対象とさせていただきます
・応募受付および当選確認に関するお問い合わせは受け付けておりま
せん
・当選者は責任を持ってプレゼントを受け取る義務を有します
・個人情報は同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供するこ
とはありません
・アンケートにお答えいただきました読者に、今後、当社が運営する
サービスをメルマガ配信やダイレクトメールでご案内する場合がご
ざいます
・プレゼント発送時期は3月中旬以降を予定しています（事前の予告な
しに発送時期が変更される場合がございます）

個人情報の取扱いについて
ぽけっとページウイークリー（以下、PPW）読者の皆さまよりご提供頂き
ました個人情報は当選者様へのプレゼント発送、今後のPPW誌面の改
善及び強化の目的に利用させていただきます。

世界に名立たる高級ホテル「Mandarin　Oriental」内
のSPAを体験!!　中国随一の経済都市である広州の喧
騒の中でも快適なリラクゼーション体験を味わう！

2名
様

広州文華東方酒店（Mandarin Oriental Guangzhou）
住所：広州市天河区天河路389号
電話：(86)20-3808-8879 

広州文華東方酒店（Mandarin Oriental Guangzhou）賞
ホテル内SPA無料ペアチケット

アクセス良好な広州東駅近くの日本式焼肉店
【びっくりカルビ】で焼肉初めを!!　大好評のホル
モンや特製カルビはもちろん、豊富な1品メニュー
も取り揃えております！！ (食べ放題、飲み放題以外)

名
様20

情熱焼肉びっくりカルビ
住所：広州市天河区林和中路148号嘉逸豪庭ホテル1階
電話：(02)3884-1686、 (02)3810-8001

情熱焼肉びっくりカルビ賞
150元分の食事券（※食事券のみの使用は不可）

2017年秋、深圳の旧西武ビルにオープンした「良
質素材工房　粋」は、広東省の良質食材を提供す
ることをモットーにしている。同店からは、焼酎
(720ml)の無料券を2名様にプレゼント！

2名
様

良質素材工房 粋
住所：深圳市羅湖区東門南路華都園大厦（旧西武大廈）14階
電話：(86) 755-2591-7425、
  　　135-3073-6535 店長 安まで（日本語可）

「良質素材工房 粋」賞
こだわり焼酎無料券

1名
様

日本料理 金澤
住所：深圳市南山区南光路126号鵬都大厦1階
電話：(86)755-2652-3524 　時間：11:30～14:00（土日のみ）、17:30～23:30

「日本料理 金澤＠深圳・南山」賞
お好きな定食＆ドリンク1杯（ビールOK）日本料理

深圳・南山の日本料理店「金澤」は、旬の食材と
日本を感じる懐かしの味を堪能できる老舗。多く
の日本人に愛されるこの名店からは、2018年5
月末まで有効なお好きな定食とビールを含むド
リンクのセットをプレゼント！

60年以上の歴史を持ち、東京、大
阪を含む世界中に21校舎を展開
する中国語専門学校「TLI」の深圳
校舎から、ハイレベルなクラスを
しっかり体験できる1か月レッスン
無料券を10名様にプレゼント！ 

※来校前にご予約ください 
※初回レッスン申込みは2018年4月30日まで

TLI深圳語学中心賞
中国語レッスン1か月無料券

10名様

TLI深圳語学中心
住所：深圳市南山区蛇口海上世界明華国際会議中心1209A（会場世界駅近く）
電話：(86)755-21618221、183-0764-0426、136-4147-9756 (日本語OK)
メール：tlishenzhen@qq.com

TLI深圳語学中心

募集要項
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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/小売・流通 香港/九龍 35K～50K

日系Eコマース企業がEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。マーケティング
業務や新規顧客獲得の企画。5年以上のオン
ラインマーケティング関連業務経験者。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 25K～30K

日系証券会社が会長秘書を募集。会長のスケ
ジュール管理、電話対応、会議のアレンジ・資料
の作成、日本本社との連絡など。3年以上の
秘書・アシスタント業務の経験をお持ちの方。
英語ビジネスレベル。

日系不動産企業が営業担当者を募集。新規顧客
の開拓、既存顧客のフォロー。不動産情報提供、
物件下見・同行、クロージングまでの一連の業務。
香港での就業経験もしくは営業職経験者。
英語で業務上対応可能な方。

RGF 香港香港/香港島 15K～19K営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

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

日系大手電気・プリンターメーカーがセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

RGF 香港香港/九龍 20K～30K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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ージャーを募集。
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

日系保険ブローカーが資産運用コンサルタント
を募集。香港在住日本人への資産形成コンサル
ティング及び提案、金融商品選びのサポート
など。個人向け営業、資産運用コンサルティング
経験のある方。保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/金融・保険

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K～23K

日系大手物流会社の空輸事業部がセールス
コーディネーター（内勤）を募集。営業担当者の
サポート業務、見積書作成補助、スケジュール
調整。営業経験者、もしくは営業事務、貿易事務
などの経験者。英語ビジネスレベル。

香港/新界

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

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。

個人向け金融サービスを提供する金融機関が
リレーションシップマネージャーを募集。投資
信託・債権の営業推進全般、営業推進事務サ
ポート。金融機関（銀行、証券会社、投信会社
等）で5~10年程度の勤務経験がある方。

RGF 香港香港/九龍 30K～60K営業・販売系/金融・保険

日系アパレル系商社が品質保証マネージャー
を募集。品質保証管理、新規仕入先開拓。・品質
保証経験（10年程度）または仕入先指導の経験
がある方。出張訪問で仕入先工場の良否を判定
できる知識がある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 40K～45K営業・販売系/商社

欧米系アパレル企業がカスタマーサービス
担当者を募集。電話やメール、ＳＮＳによる顧客
へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、商品
改善に貢献する。カスタマーサービスの経験者
や、顧客対応に長けた方。

RGF 香港香港/香港島 21K～22K

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RGF 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 17K～20K

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

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 40K～50K

EMS事業を行う日系商社が会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告。香港
もしくは海外法人での会計実務経験者。

香港/九龍

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。

香港/新界 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

15K～20K

日系物流会社がミャンマー（ヤンゴン）勤務の
営業職を募集。既存顧客フォローと新規顧客
開拓。営業戦略立案、報告書・企画書の作成。5年
以上の営業経験のある方。コミュニケーション
能力が高くタフで誠実に働ける方。

その他アジア RGF 香港営業・販売系/小売・流通 1.5K～2K
USD 
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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 香港/九龍 25K～30K

金融系アフィリエイト企業がセールスマネー
ジャーを募集！　ブログ・YouTube・メールマ
ガジンなどの更新と、電話営業・応対、メール
等の顧客対応全般。

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

香港/香港島 20K～28K
アートギャラリー運営企業がプロジェクトマネ
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。★翻訳通訳、海外出張可能な方歓迎。

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）/
その他・教育・公的機関など

15K～20K
幼児及び小学生の学習・教育指導、教材準備、
採点など（小学生の学習指導の内容は、国語・
算数のみ）。★幼稚園・小中高教諭、塾講師
経験者は尚可。

香港/香港島

インテリジェンス
香港18K～20K香港/香港島

アウトソーシング企業で日本人のゲームユー
ザー向けのカスタマーサポート業務（お客様と
のメール・チャット・電話対応）、書類整理、通訳
翻訳。★ 英語ビジネスレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

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

17K～20K香港/香港島

フルタイム・パートタイムOK！　日本語教師募集！
幼稚園～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

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

大手物流業界が営業/アシスタントを募集！
コーディネート及び顧客管理業務全般。★関連
経験と高いコミュニケーション力をお持ちの方。

香港/新界

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

25K～26K
カードのマーケティング管理（商品選択、在庫
管理、償還実績の分析、予算管理、販促活動）。
★営業・マーケティング経験5年以上。

香港/九龍

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～24K

PC・家電周辺機器メーカーが生産管理を募集！
工場の監査、新商品生産立会い、生産工程上
の不具合改善、効率化など生産調整業務。
★工場対応経験をお持ちの方歓迎。

香港/九龍

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）

応相談

大手製薬会社が２ポジション募集！　①総務
マネージャー。★財務基礎知識、管理部門の
マネージャー経験要。②マーケティング担当。
★ブランド（主にスキンケア）育成（販売促進、
広告制作）。

香港/九龍

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（食品・
日用品・アパレル）

17K～20K
インテリア業界がパーソナルアシスタントを募集！
総務（会議資料作成・オフィス備品管理）、秘書
（ディレクターのアシスタント・通訳翻訳）など。
★英語力を活かして、出張可能な方。

香港/九龍

インテリジェンス
広州サービス系/外食・フード 15K～40Kマカオ

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
深圳

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 RMB～30K

営業マネージャー。ODM製品の新規モデル受注
をメインの営業活動。新規の顧客開拓もあり。
★オーディオ製品の開発もしくは営業経験者。
英語もしくは北京話ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 香港/新界 30K

倉庫管理ポジション。顧客訪問へ営業と同行し、
お客様のニーズを探り提案をし、その内容を
倉庫スタッフに下し実行。倉庫現場でのスタッフ
管理や指導。

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 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。

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 香港/香港島 20K～25K

日系保険ブローカーがファイナンシャルコンサ
ルタントを募集！　日本人駐在員・そのご家族に
向けた、将来のための資産運用のコンサル
テーション。★営業・コンサルティング・CS分野
での経験者優遇。

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 香港/香港島 応相談

外資系金融情報サービス会社よりから２ポジ
ション募集！　①リレーションシップマネージャー。
②リージョナルアカウントマネージャー。★日系
法人顧客向け営業活動、プレゼンなど。M&Aや
経済分野の時事ニュースに興味関心のある方。

25K～35K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

グローバルアセットマネジメント会社がFund 
Administratorを募集！　トレーディングチーム
のサポート業務全般。★会計や簿記の知識。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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（食品・
日用品・アパレル）

香港/香港島 22K
外資系アパレル企業が人事・総務ポジションを
募集！　従業員の雇用手続、ステータス管理など。
★日本語・英語要、ビザサポートあり。

AOBA専門職/
プロジェクトマネージャー 香港 応相談

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
提案・実行。英語ビジネス。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。

AOBA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 RMB28K

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、
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、英語読み書き以上。

香港
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Reeracoen
企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～35K

成長中の会社で会社の管理に携わる業務。
各店舗の売上げ、収支状況の確認、数字分析、
原価計算。（原価計算には、輸入関税、空港
使用料、為替、エア便、船便など色々なものが
関わってきます。）

香港/新界

サービス系/外食・フード 20K～22K香港/新界
香港国内日本食レストラン３店舗の店舗チーフ
を担当。３店舗全てのオペレーション管理から、
既存の店舗香港人スタッフの教育がメイン業務。

Reeracoen

Reeracoen18K～22K香港/九龍
大手日系サービス企業が企画担当者を募集。
ローカルの個人のお客様向けに、日本行きの
パッケージツアーの企画に携る。

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光

Reeracoen会計経理・経営管理/
医療関連 香港/九龍 25K～40K

本社と連携を取りながら主に財務・総務・人事
と健全な企業運営の為に管理面の整備及び
運用を管理職としてマネジメントしつつ、現在
責任者が自ら行っている各種実務をフォロー。

香港/香港島 25K～40K Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港にある日系証券会社が機関投資家や個人
投資家向けの新規開拓営業担当を募集。主に
日本株や投資信託の販売が中心。

香港/香港島 18K～23K Reeracoen営業・販売系/
小売・流通・通信販売

大手日系商社が営業担当を募集。中国にある
クライアントから商材を仕入れ、社内の海外
グループ企業に引き渡すルート営業がメイン。
商材は車載のプリント基板。

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。

香港/香港島 20K～25K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系F&Bが店舗ホール兼キッチンスタッフを
募集。お客様へお料理の提供、調理をはじめ、
ローカルスタッフと共に、店舗運営の実務業務
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。

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

Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 東莞 15K～20K

日系大手商社系企業で中国の東莞にある契約
工場にて日系企業や社内レポートなどに関わる
事務全般。一般的な報告書だけでなく、購買、
物流、在庫管理などなど幅広く担当。

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 20K～45K
日系監査会計企業が会計士を募集。アジア
マーケットの受注が増えている為、中国・アジア
市場に興味があり、スタッフと柔軟なコミュニ
ケーションが取れる方を募集。

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。

Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

日系企業がアジア・オセアニアを飛び回るケー
ブル・ハーネスの法人営業を募集。3年以上の
営業経験・英語ビジネスレベル必須。電気分野
での経験歓迎。

香港/新界

Pasona Asia

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
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営業・販売系/
その他・教育・公的機関など 香港/香港島 20K

研修サービス/語学レッスンを販売する営業兼
カスタマーサービスを募集。既存の法人顧客
への提案や語学学校へ通う生徒の問い合わせ
対応。英語ビジネスレベル・四大卒以上・営業
経験3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
日系通信会社が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

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 17K～20K

外資系企業で日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサービスを担当。電話・メール・
チャットでお客様からの問い合わせに対応。翻訳
業務あり。英語ビジネスレベル。マルチナショナル
なベンチャー気質の環境を楽しめる方。

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 28K～30K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲームの
アフィリエイトマーケティング部門でプロジェクト
マネジャーの補佐を募集。新規企画の現場とのす
り合わせを担当。英語ビジネスレベル。マルチナ
ショナルなベンチャー気質の環境を楽しめる方。

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

外資系企業が日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサポート部門でサポート役を募集。
提携アフィリエイトへの支払い等を担当。英語
ビジネスレベル。マルチナショナルなベンチャー
気質の環境を楽しめる方。

ビジネス（香港・広東共通）
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　前回は中国の会社法の基礎知識と中外合弁企業について解説
しました。今回はその続編です。

・中外合作企業
　中外合作企業とは、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、
合作契約により合作当事者間の権利義務関係を規定する企業形
態をいいます（中外合作経営企業法第2条）。出資比率ではなく、
契約により権利義務関係を規定できる点や有限会社以外の形態
にもできる点に中外合弁企業との違いがあります。
　中外合作企業の設立時にも許可されない場合が法律上列挙さ
れています。①中国の主権または社会公共利益を損なう場合、②
中国の安全を脅かす場合、③環境汚染をもたらす場合、④法律、
行政法規あるいは国家の産業政策その他の事由に違反する場合
の4つです（中外合作経営企業法実施細則第9条）。

　また中外合弁企業のように奨励されて
いる業種は中外合作企業にもあります。中
外合作企業の場合は、製品輸出または技
術が先進的な生産型企業を奨励するとし
ています（中外合作経営企業法第4条）。

・外資独資企業
　外資独資企業は、外国企業などが全額
出資により設立する企業です。ただし中国
国内の分支機構は除きます（外資企業法
第2条）。
　外資企業にも設立許可が下りない場合
があり、その理由が法律上に列挙されてい
ます。

　①中国の主権または社会公共の利益を損なう場合、②中国の安
全を脅かす場合、③中国の法律または法規に違反する場合、④中
国の国民経済発展の要求に符合しない場合、⑤環境汚染をもたら
すおそれのある場合の5つです（外資企業法実施細則第6条）。
　また外資独資企業は明確に新聞、出版、放送、テレビ、映画、対
外貿易、保険、郵便通信などの業種を行うことを禁止しており（外
資企業法実施細則第4条）、公用事業、交通運輸や不動産業などに
も制限があります（外資企業法実施細則第5条）。
　さらに外資企業は中国国民経済の発展に有利で、顕著な経済
効果および利益を取得することができるものでなければならな
い、ともしています（外資企業法第3条）。（続く）

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

中国会社法の外資企業設立規制その2
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

目
か
ら
鱗
の

15

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

現代日本人に必要な貯蓄から投資へのパラダイムシフト

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。

「日本人は死ぬときがもっともお金持ち」

　ということを聞いたことがある人は少なくないだろう。いわゆ
る日本人の貯蓄指向の高さを表す端的な表現である。実際、総
務省統計局の家計調査結果による世帯別平均貯蓄（負債）残高
のデータを見ると以下のような状況が浮き彫りになる。

40歳未満世帯平均貯蓄額：608万円（平均負債額942万円）
40～49歳世帯平均貯蓄額：1,024万円（平均負債額1,068万円）
50～59歳世帯平均貯蓄額：1,751万円（平均負債額645万円）
60～69歳世帯平均貯蓄額：2,402万円（平均負債額196万円）
70歳以上世帯平均貯蓄額：2,389万円（平均負債額83万円）

　これは平均値となるが、相続税の基礎控除額である3,000
万円（+600万円/人）を超える資産を残して死ぬ日本人はか
なりの数に上るというのが容易に推測できる。

　これに対しアメリカ人の7割は貯蓄額が10万円未満であっ
たり、過去何度もひどいインフレやお金の無価値化を経験し
た中国人は少しのお金を手にしたら一刻も早くそれを不動
産や金融商品や貴金属に替えようとするので貯蓄に対する
関心は高くない。日本人の貯蓄に対する意識の高さはどちら
かというと世界では珍しいことであると言えるかもしれない。

　ところが日本人は民族の伝統として古来よりずっと貯蓄好き

であったかと言うとどうやらそうでもないらしい。「宵越しの金
は持たないのは江戸っ子の粋」というのは俗な習慣かも知れ
ないが、明治時代に郵便貯金制度を導入して国民に貯蓄を奨
励したもののなかなか定着せず、金利を大幅に上げたりする
など預金集めのために結構苦労をしたという歴史もある。そ
の風向きが変わったのは第二次世界大戦敗戦後の1945年。

　「戦後ニ於ケル国民貯蓄増強方策」を制定して戦後復興の
ための資金を民間から集めることを目的に積極的な指導教
育をはじめたこと。このころに「貯蓄は美徳」という思想を
作って貯蓄を奨励したことが現在の日本人の貯蓄率の高さ
につながっているという。つまり日本人の貯蓄好きは約70年
前に始まったと言っても良い。

　焼け野原となった祖国を復興させるために民間のお金を
集めてそれを基幹産業に融通する。それが功を奏して今日の
日本の繁栄があると言えるのでこのときの政策は有効であっ
たと言える。しかし、それはどこかで是正をすべきであったか
もしれない。

　お金は経済の血液なのでそれが投資や消費に使われれば
景気は活性化する。逆を言えば貯蓄で銀行口座に滞留してい
るという状態はあまり良いことではないのだ。特に株式市場
など直接金融の発達した今日の日本では銀行から企業への
融資はかつてほど活発ではない。銀行ではそうして滞留した

巨額の預金の運用先として国債を買うことになる。

　政府が銀行を通じて預金者からお金を借りて、それを公共
事業などの投資に回す。自分で投資をせずに貯蓄に走る国
民の資金を政府が代わりに投資しているという意味では資
金の滞留を解消する一助にはなっているとも言えるが、あく
まで「国の借金」としての勘定に乗っているのでやがて利払
い負担に苦しむことになる。だったら国債を通じて国民から
「お金を借りる」より増税を通じて国民から「お金をもらう」方
が良い、と国の金庫番である財務省が考えるのは自然なこと
かもしれない。

　国民としてはたまったものではないが。。これは国としても
大きな失敗であると思う。本来なら戦後復興を遂げたあとの
どこかの時点で「貯蓄は美徳」のスローガンを取り下げて、
「投資は美徳」という新たな題目を掲げるべきであったのだ。
貯蓄信仰の厚い日本ではいまだに投資はギャンブルであり
悪であるという印象を持っている人は少なくないが実際はそ
うではないことは欧米人や中国人などの投資活動を見てい
れば明らか。

　「貯蓄は美徳」という国全体の包む雰囲気が変わらないの
であれば、今個人レベルで投資に対する意識を高めてゆか
なければならない。

ビジネス（香港・広東共通）
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ビジネス（香港・広東共通）
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香港滞在暦20年以上で、広東語が堪能。前職である日系損害保険会社に
て、リスクマネジメントビジネスに従事。現在は資産運用、生命保険のマ
ルチプレーヤーとして活躍中。京都府出身。2014年NWBに参画。

リレーションシップ・マネージャー 
筏 富佐子 Fusako Ikada

コメント
お客様の立場に立った的確なアドバイスを心がけています。

同志社大学卒業後、コスモ証券（現岩井コスモ証券）なんば支店入社。中
小企業オーナーの新規開拓、リテール顧客の証券営業に従事、その後
HSBCプレミア、シティバンク本店営業部の勤務を経験。個人の資産運用
一筋のベテラン。大阪府出身。 2015年NWBに参画。

リレーションシップ・マネージャー 
大盛 麻子Asako (Maggy) Omori

コメント
常に親切、丁寧な対応を心がけています。

Nippon Wealth Limited
リレーションシップマネージャーのご紹介

会 社 名

設 立

所 在 地

代 表 者

資 本 金

従 業 員 数

事 業 内 容

Nippon Wealth Limited, a Restricted Licence Bank

2013年8月5日

Unit 1101-1102, 1110 & 1113B, 11/F, One Harbourfront, 18 Tak Fung Street, Hung Hom, KLN

(取締役兼CEO) 中島 努 　(取締役兼CIO) 長谷川 建一

3.63億 香港ドル　※新生銀行が50％を出資

40名

香港における銀行サービスおよび資産運用アドバイスと金融商品の売買・媒介

2007年、野村證券入社。東京の支店で個人営業を経験。企業派遣の北京
留学にて北京語を学習し、帰国後は本店ウェルス・マネジメント部で主に
上場企業オーナーを対象にプライベートバンカーを務める。京都府出身、
米国公認会計士資格保有。2014年NWBに参画。

共同営業部長 
吉岡 甲子郎 Koshiro Yoshioka

コメント
香港で国際分散投資をスタートしてみませんか？



Nippon Wealth Limited(以下NWBとする）は、新生銀行出資50％の日系ウェルスマネジメント専門の金融機関です。NWBにて
働く、個性溢れるリレーションシップマネージャーのメンバーをご紹介します。どのリレーションシップマネージャーも経験と知識
が豊富ですので安心してお気軽にご相談下さい。

ビジネス（香港・広東共通）
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2008年、みずほ銀行入行。支店にて個人営業を経験。2015年からはスイ
スみずほ銀行に出向。オフショアでの資産運用、資産管理業務に携わる。
帰国後はウェルスマネジメント部にて中核先富裕層の資産運用、資産承
継コンサルティングを担当。神奈川県出身。CFP®。FP1級技能士資格保
有。2017年NWB参画。 

リレーションシップ・マネージャー
桝谷 徹 Toru Masutani

コメント
香港だからこそ実現できる資産運用を通じ、皆様の将来への備えを
サポートして参ります。

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。

  開催日程　・  第1・3・5  土曜日10：30～
　　　　　・  第2・4　   土曜日14：00～

  場         所    NWBオフィス

eNWBセミナー「1万円から始める本格資産運用」

【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。 

お問い合わせ

2011年、日系証券会社入社。主に企業オーナーや医師など富裕層のクライ
アントを数多く開拓し、トップセールスとなる。リレーションシップマネー
ジャーとしてクライアント一人ひとりの将来の目標（ゴール）に向けた資産
の管理、運用のアドバイスを行っている。香川県出身。2016年NWBに参画。

リレーションシップ・マネージャー 
上村 剛士 Tsuyoshi Uemura

コメント
セミナーで皆様にお会いできるのを楽しみにしています。

Tel:3958-8828　(日本語)
E-mail: info@nipponwealth.com

お申込みサイトは
こちら→



香港 香港

香港＆広東

◆2018年のキーワード ◆ 
　新年あけましておめでとうございます。
　この一年も健康に恵まれ、楽しい年となりますよう心よりお祈
り申し上げます。
　さて、2018年はどのような年になるのでしょうか？

　日本では「一年の計は元旦にあり」と言い、新暦の1月1日が一
年の始まりですが、風水では冬から春に変わる「立春（今年は2
月4日）」を一年の始まりとみなします。人がおぎゃあと生まれた
時の瞬間を四柱推命で鑑定するように、一年の始まりである立
春を誕生日と見立てる方法があります。四柱推命を使ってその
一年がどのような動きになるかを予測する方法があります。   
　この立春の四柱推命は、以下の通りです。
　年　戊(陽土) 戌(陽土) 戊辛丁
　月　甲(陽木) 寅(陽木) 甲丙戊
　日　丁(陰木) 卯(陰木) 乙
　時　癸(陰水) 卯(陰木) 乙
 
◆2018年に起きること◆　　 　　　 　　 
　この四柱推命の方法で見ても風水で見ても、2018年に入ると
これまでとは流れが変わり、潤いのないエネルギーの中に突入
していきます。
　流年風水では、九紫火星というエネルギーが中央に宿ります。
このエネルギーは「喜慶星」といって、結婚や子宝に恵まれるなど
おめでたいエネルギーですが、中央に宿ると火エネルギーの強
さが災いして「火炎土燥」、火の力は歯止めが効かなくなります。
　2018年の四柱推命では、水を吸い取ってしまう木エネルギー
が多く、火エネルギーの強い一年となるため、水エネルギーは
儚くなります。潤いが足りない、ということは水エネルギーが足
りないのですから、知恵を意味する水が足りない、つまり知恵が

回らない、という意味にもなります。
　人々のマインドはカラッカラのカッサカサです。心の中に潤
いがなくなるのですから、当然の事ながら気持ちに余裕がなく
なります。本来ならば知恵を使って乗り切ることができる問題も
気持ちの上で焦ってしまいどうして良いのか分からなくなりま
す。タイミングを待って対処すれば上手くいくと分かっていても
衝動的になってしまうのです。

◆孟意堂風水的この一年を乗り切る奥義◆ 
　この秋から冬にかけて放送されたテレビドラマ「監獄のお姫
さま」で小泉今日子さん演じる馬場カヨが口癖のように「冷静
に、冷静に」と自分に言い聞かせていました。あの番組を見て、
「さすがクドカン（宮藤官九郎）さん。2017年の終わりに2018年
に向けてのメッセージを送ってるわ。」と感心したものです。この
一年、まずは「冷静に」「冷静に」です。
　衝動的にならず冷静に乗り切るために使うべき風水グッズと
してはまず「ひょうたん」が挙げられます。木のひょうたんは木の
ひょうたんの、石のひょうたんは石の、銅のひょうたんは銅の使
い方があります。

うに無病息災、邪気を払い病気や災いをデトックスしてくれるも
のです。金運を引き寄せる使い方もできます。以前、武當山派の
道場に行った際に、これでもかと言わんばかりにひょうたんのコ
レクションがありました。気功師にとっても風水師にとっても
ひょうたんはなくてはならないツールです。
　戦国時代、豊臣秀吉公はひょうたんをトレードマークにして
いました。ひょうたんは風水では人が持つ8つの宝の中の一つ
で、戦いを鎮め平和に導くツールでもあります。秀吉公もきっと
戦いの向こうに平和を願っていたのでしょう。衝動的になって感
情の赴くままに戦うのではなく、今後を見越した一手を打つた
めにひょうたんを活用していたのだと思います。

風水の奥義を行く！ 第71回  2018（戊戌）年はこうなる！の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

彦坂 久美子
＜プロフィール＞
　名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、著名ブ
ランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常派風水
に師事。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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ライフ（香港・広東共通）

香港＆広東

最近、お父さんから相談を受けることが増えました。
こちらのコラムを読んでくださっているお父さんも多い
そうです。
ありがとうございます( ◠‿◠ )

今の時代はジェンダーフリーが当たり前になり、
お父さんも子育てに参加することが増えました。
若いお父さん、お母さんをみていると本当に２人三脚
で子育てをしていらっしゃって、微笑ましいです。

一方でうまくいっていないご家庭のお悩みもよく耳に
するようになりました。

お父さんが子供の習い事の成果に厳しすぎる。
赤ちゃんや幼児との関わりがわからないようだ。
子供に優しい言葉がかけられない。
というもの。

これは狩りの時代から獲物を捕って評価されてきた男
性と火を守り、情報共有して子供を育ててきた女性。

両者の価値観が決定的に異なる為に生まれるお悩み
です。

◯◯さんのお父さんはこんなこともあんなこともやって
くれるのに、あなたはやってくれない。
適正に評価されることを願っているお父さんが一番嫌
がる言葉です笑

男性の中にも女性が優位な方は比較的容易に母性を
感じることができますが、多くの男性は感じることがで
きません。

生まれてすぐに母性が目覚める母とは違い、
男性は子供がある程度意思疎通ができるようになって
から父性が生まれる人が珍しくないのです。
「パパすごい！！」「パパと一緒がいい！！」
これらの言葉で必要とされていると感じ、守りたくなる
ものです。

私はお母さんにはお母さんの役割があり、
お父さんにはお父さんの役割があると考えています。

オムツを替えたり、ご飯をあげたり、何もできない子供
をただただ慈しみお世話ができるのは母性が得意と
する愛。
厳しく社会のルールを教えたり、達成した時に褒める
のは社会と繋がる父性が得意とする愛。

「つ」がつく９歳までは存在そのものを認めるお母さん
の無償の愛。
10歳からは社会的責任を教えるお父さんの愛が必要

になってくると思っています。

お父さんは広い社会と繋がるパイプの役割。
社会のいろんな情報を家庭に伝え、
のちに世に出ていく健全な人間を育てる役割です。

無償の愛と社会の責任の愛
両者のバランスが取れている家庭が理想の家庭では
ないでしょうか？

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61回 お父さんとお母さんの役割

ライフ（香港・広東共通）
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