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RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 35K～40K

日系大手メーカーがプロダクトマーケティング
担当者を募集。業界情報の収集と報告や本社
との連絡のアシスタント業務。中国やアジア
諸国への出張有り。英語または北京語ビジネ
スレベル必須。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 30K～60K

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。

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 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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

大手監査法人が会計士を募集。日系、香港および
中国法人の会計監査と決算、財務業務、海外
法人設立支援、M&A交渉アドバイスなどの業務。
公認会計士資格保持者で5年程度の経験を
有する方。中国での税務知識のある方優遇。

RGF 香港香港/香港島 35K～80K
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

【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

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

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。

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。

RGF 香港香港/香港島 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

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。

RGF 香港香港/九龍 40K～50K企画・広報・経営管理系/
商社

日系会計事務所が会計オフィサーを募集。香港
日系企業の会計・税務サポート。香港及び日本
オフィスと連携し、会計処理関連の問題に対処、
アドバイス。その他会計関連のアドミン業務。会計
事務所/監査法人などのファームでの経験者歓迎。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K
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

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。

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。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 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

日本食材を扱う貿易商社がスーパーバイザー
を募集。営業チームの管理、既存顧客のフォ
ローと新規開拓。業界問わず5年程度の営業
経験をお持ちの方、もしくは飲食業界での営業
経験者歓迎。

香港/新界 RGF 香港営業・販売系/商社 20K～28K
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パーソル香港
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

パーソル香港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

パーソル香港営業・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

パーソル香港営業・コンサルタント/
外食・フード 20K～80K

外資系食品飲料企業が営業ポジションを募集！
高級飲食店に対する新規取引先の開拓（日系/
非日系）、日系取引先顧客との信頼関係の維持
構築、報告業務（香港拠点/日系顧客）。★営業
実績、ビジネスレベルの英語力。

香港/香港島

パーソル香港営業・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。

パーソル香港営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～30K

日系大手リース会社がアシスタントセールスマネー
ジャー/セールスオフィサーを募集！リース事業に
関するプロセスのフォロー（顧客の財務諸表分析及
び信用調査、資金計画の策定、フォローアップ等）。
★営業経験（業界不問）、ビジネスレベルの北京語。

パーソル香港営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/九龍 ～40K

日系法律会計事務所が営業マネージャーを
募集！在香港日系企業や日系社会に対して
人脈を広げてビジネスチャンスを開拓する、
オフィスの管理業務など。★法人営業経験者、
北京語のできる方、歓迎。

パーソル香港

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。

パーソル香港
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/香港島 28K～30K
資産運用企業がJapanese　Business 
Executiveを募集！　ビジネス対応の翻訳・顧
客からの問い合わせ処理（Eメール/電話、会
議通訳など。★日英の書類作成スキル必須。

パーソル香港営業・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

パーソル香港
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

パーソル香港
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

～30K
(経験により
応相談）

製造業界が営業（エンジニア出身者）職を募集！
エンジニア業務7割、営業サポート業務３割、
営業業務やサポート業務（OEM企業、顧客企業
とのやりとり）。★図面が描け且つ顧客との折衝
ができる方。

香港/九龍

パーソル香港

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

パーソル香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

15.5K～

電子・電気機器業界がマーチャンダイザーアシ
スタントを募集！ベンダーにPOを発行し、部品
の納期を管理、それに伴う事務処理、香港人
スタッフとの連携など。★同様の職種経験の
ある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港生産管理・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
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。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 RMB

～25K

品質管理（管理職）。ＯＥＭ先工場での品質管理。
新機種立ち上げ、不良対策処理、監査対応、顧客対応、
中国人スタッフの管理。★金属加工品、ネジ、軸、ダイ
カスト製品の品質管理経験が豊富にあり中国人
スタッフを管理できる方。北京語：日常会話レベル。

インテリジェンス
広州サービス系/外食・フード マカオ 15K～40K

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

生産管理・品質管理・購買/
建設・建築・内装・住宅関連 広州 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は歓迎。

パーソル香港営業・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。
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Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

25K～
会計・税務の知識があり、実務能力のある方。
海外展開しているメーカーでの財務・経理経験
のある方。製造業の原価計算実務経験のある方。

香港/新界

Reeracoenサービス系/外食・フード 20K～
日系F&Bで店舗ホール兼キッチンスタッフを
募集中。飲食業界の経験者、キッチン、もしくは
ホールの実務経験のある方歓迎。

香港/九龍

Reeracoen営業・販売系/
その他サービス 25K～

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・プレゼンテーション。

香港/九龍

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 25K～
フォワーディング、梱包、倉庫など、物流に関
するトータルソリューション。既存メインのフォ
ロー営業。

香港/九龍

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 25K～

受注に伴うデータ入力と管理。在庫の確認。
各種資料の作成。電話・お問い合わせ対応。仕入
先への船積みの連絡。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～香港/香港島 日本人顧客担当（出張あり）。金融商品を取り

扱う顧客対応。ビジネスレベルの英語、日本語。
Reeracoen

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）/
コンサルタント

香港/九龍 20K～30K

香港法人設立及び法人委託代行サービスの
提供を行なっている総合コンサルティング会社
が新規開拓営業職を募集。3年以上の同業界
での経験者優遇。交渉力・コミュニケーション力
のある方。会話レベルの英語力。

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 35K～38K

携帯アクセサリーを製造販売している企業が
営業職を募集。３年の消耗品等の営業経験優遇。
マイクロソフトに自信有り学習意欲のある方。
ビジネスレベル英語必須。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 17K～20K
不動産仲介業者がアドミンアシスタントを募集。
日本営業チームのアドミンサポート業務。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、時間厳守で仕事を遂行できる方。

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 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

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～28K 
（資格・経験に
より応相談）

会計税務を中心としたコンサルタント、コーディ
ネーター職。経理に関する実務経験や知識、
資格のある方、会計事務所勤務経験者優遇。
英語、広東語、北京語のいずれかビジネスレベル。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 17K～21K
日本人スタッフチーム１:CS担当２:セールス
アシスタント:香港で就労可能なビザ所持者
（無い方は応相談）。日本語でのビジネス文書
がしっかり書ける方。ビジネス英語力。

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。

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

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～35K高級焼肉レストラン（新規オープン予定）/焼肉
ヘッドシェフ・焼肉経験2～4年以上。

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

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日本語ネイティブで英語などが堪能な方。10年
以上の営業経験（電子分野での経験者歓迎）。
香港での管理職経験。

香港/新界

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。
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香港

香港

深圳

　今回のニュースレターでは、従業員が重度の傷病を
患った場合の対応方法についてご紹介します。今回ご
紹介するのは、職業病などの業務に起因する病気では
なく、業務に起因しない傷病のケースです。また、深
セン市のケースを例に挙げておりますが、その他の地
域でも大差ないとお考え下さい。

一、治療費の負担について
　従業員が業務外の傷病に罹患した場合、原則として
労災と認定されることはありません。つまり、社会保険
制度に基づき、一部の治療費は社会保険から補助が受
けられますが、社会保険で賄えない部分は、個人の負
担となります。会社は、すでに社会保険料を納付すると
いう義務を負っていますので、治療費を負担する必要
はなく、従業員の自己負担となります。

二、医療期間について
　従業員は、業務外の傷病に罹患し、会社を休んで療
養しなければならない場合、本人の勤続年数の長短に
基づき3～24ヶ月の医療期間休暇を取得することがで
きます。この医療期間において、会社は従業員を解雇す
ることができなくなります。また、医療期間において、従
業員は労働を提供することができませんが、会社は医
療期間の賃金を支給しなければなりません。
　深圳市におきましては、この医療期間の賃金は本人
賃金の60％以上、かつ、最低賃金（2,130元）の80％以
上とされています。

三、労働契約を解除する場合の要件
　従業員が重病に罹患し、労働を提供することができ
なくなり、会社が本人を解雇したいと考える場合、①協

議合意により労働契約を解除する、若しくは②医療期
間満了後に経済補償金を支払って解雇する方法を検討
することができます。
①協議合意により労働契約を解除する
　まず、従業員と協議により合意をすることができれ
ば、労働契約は随時解除することができます。この際、
一定の金員を支給しなければ、従業員側が同意をしな
いものと考えられますが、その金額は後述の経済補償
金や医療補助費、並びに医療期間に受けることがきる
はずであった医療期間賃金の総額などを参考に交渉
できると考えます。
②医療期間満了後に経済補償金を支払って労働契約
を解除する

　労働契約法44条1項によりますと、病気に罹患した従
業員が医療期間満了後も元の職務に復帰できず、会社
が手配するその他の職務にも従事できない場合、会社
は経済補償金を支払って、労働契約を解除することが
できます。その場合の経済補償金の基準はＮ＋1となり
ます（勤続年数1ヶ月につき1ヶ月分の平均月給＋1か月
前通知）。なお、労働契約違反及び解除における経済補
償弁法などの関連規定によりますと、会社が前述の規
定により、医療期間満了後に労働契約を解除する場合
に、従業員が重度の傷病により労働能力を喪失したと
認定されたときは、6～12ヶ月分の賃金相当額の医療
補助費を支払わなければならないことがあります。

四、従業員が死亡した場合の補償について
　深圳市の社会保険局の政策によりますと、基本養老
保険の納付期間が累計で6ヶ月を超えている従業員が
業務外の傷病により死亡した場合、その遺族は葬儀補
助金及び弔慰金を受給することができます。

　葬儀補助金は、深圳市の前年度従業員平均月給の3
倍です。
　弔慰金は、死亡した従業員の扶養家族が1人の場合
は深セン市の前年度従業員平均月給の6倍、2人の場合
は9倍、3人以上の場合は12倍となります。
　従業員が業務外の傷病により死亡した場合において
は、会社は遺族に対して何らかの補償をする必要はあ
りません。しかし、実務におきましては、従業員の遺族が
会社に押しかけて、様々な補償を要求することが多くあ
ります。そのような場合は、遺族が過激な行動を起こす
ことを予防するために、弁護士を立てて交渉する、社内
で募金活動を行い遺族に寄付する、労働組合経費から
一定金額の寄付をする、会社も道義的見地から一定金
額の金員を何らかの名義で支給する、政府部門に協力
を依頼するなどの対策を講じることが賢明と考えます。

　今回のコラムは以上です。なにかご質問などござい
ましたら、小生のメールにご連絡いただければ幸甚で
す。どうぞよろしくお願いします。

従業員が重病を患った場合の対応について

中
国
法
律
コ
ラ
ム 2５

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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（所在地） 広州天河区珠江新城華明路
（間取り） 1LDK 86㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅徒歩5分圏内、
 AEONほかショッピングモール傍、日本料理店多数、
 建物敷地内に緑、近場クリニックや輸入食材コンビニが有り便利
（室　内） 内装はフローリング
 部屋に入った瞬間、日本で生活しているような雰囲気
（備　考） プール・ジム有り、24時間セキュリティ万全、
 建物管理会社日本語対応有り
（月　額） 10,000元～ 

（所在地） 広州天河区珠江新城冼村路
（間取り） 3LDK 135㎡
（環　境） 珠江新城CBDに位置
 静かなエリア
 建物の裏には西洋風のバーストリート有り
 とても住み心地がいい部屋
（備　考） プール有り、24時間セキュリティ万全
（月　額） 16,000元～

（所在地） 天河区天河東路

（間取り） 3LDK 135㎡

（環　境） 家具家電完備、ショッピング・交通共にすごく便利。

 特に妻帯者の方に人気のある物件。

 日本人・インターナショナルスクールの通学バスストップ有り。

（備　考） プール有り、テニスコート付き、24時間セキュリティ万全

（月　額） 12,000元～

星滙雲錦

天河新作

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

朱美拉マンション
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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

ライフ（香港・広東共通）
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香港

　PPW　保険業界に飛び込んだ経緯を教えて頂けますか？
　才田氏　元々、保険に無縁の大手通信会社に勤めていまし
た。当時、家の購入を考えていた時、不動産の営業の方に
ローンの相談をしたが見当違いな事を言われ全く相談に
乗ってくれず、いかにも損得感情の営業で、本当に聞きたい
お金の事はやはり他の人をあたっても相談できる人がいま
せんでした。お金の知識がなければ損をしたりだとか自分自
身のように困ってる人は大勢いるのではないかと思い「それ
なら、自分がなろう、やってみよう」と決心したのが保険業界
に飛び込んだきっかけです。

　PPW　思い切って飛び込んだ保険業界でしたが、当時の心
境を教えて頂けますか。
　才田氏　当時28歳、将来的にも安定した会社に勤めていた
ので勿論、周りからは多少の反対もありましたが…。笑　家
族・子供・マイホームのローン…。背負う物も多かったですけ
ど、プレッシャーでさえ楽しく感じ、良い意味でやってやろうと
いう感情が先走っていましたね。という半面、人生設計をもっ
と明確にしたいと思った真面目な自分もいました。それでも、
漠然とした自信もあったので何とかやっていけるかなと。

　PPW　ずばり当時の営業実績など教えて頂けますか？
　才田氏　家族や周りが何もいわなくなるぐらいです・・・・・・・・・
家のローンが完済できるか！？ という感じです。

　PPW　有言実行ですね。
　才田氏　しかし、営業には数字より大切なことがあると思い
ます。確かに会社を保つ為にある程度の数字は必要ですが、
それでは本当に大切なことが何か見失う可能性があります。
お客様のために何ができるかの視点を持つことが大切であ
り、お客様に合った保険商品を提供しお客様と末永くお付き
合いをして頂いていることが私の最大の実績でもあります。

　PPW　話が戻りますが、なぜ日本ではなく海外だったので
すか？
　才田氏　28歳で転職した外資系保険会社を得てinsurance110
の前身である来店型の保険代理店を起業し、お客様から相

談を受けると同時にお客様の為にもっとできることはないだ
ろうかとジレンマにかられ日本の保険事情では資産運用や
投資商品に限りがあることにもどかしさもあったので次第に
海外の保険商品に目を向けるようになりました。その矢先、
海外事業部としてNNIグループと現insurance110が提携し香
港に来ました。日本人に最適な資産形成を提供しご相談に
親身にお答えする会社作り、スタッフ育成をしています。

　PPW　最後にinsurance110のこれからの展望を教えて頂け
ますか？
　才田氏　海外ならではの保険の知識（旨み）を日本人にもっ
と広めていきたいですね。保険という目に見えない商品なの
で、まだまだ日本国内の保険に頼りきってる方も多数見受け
られます。一口に保険と言ってもその役割、特徴は全く違いま
す。保険も役割分担して、お客様の人生にとって活きた保険
になるようしっかりした保険に対する知識を伝えていければ
いいと思います。

　終わりに
割愛したが、ユーモアあふれる才田氏のトークには筆者も
度々笑みがこぼれた。才田氏を一言で言えば「人情深い」だ。
お客様の信頼や安心はここから生まれている。今ではアジア
中心に飛び回って忙しい毎日を送っているそうだ。自分にとっ
て本当に必要な保険情報を提供してくれるinsurance110では
後悔先取りセミナーを筆頭に各種セミナーを週2回開催。今後
もお客様の声を元にセミナー内容を増やすそうだ。セミナー
参加者様の声を下記（セミナー参加者の声）QRコードからご
覧頂きたい。

insurance110 Vol 2
今回、PPW編集部はinsurance110の
才田 弘一郎（サイタ コウイチロウ）ディレクターへ独占取材！
海外ならではの保険の見直しやテクニックを
顧客目線でセミナーを週2回開催している
「2時間で学べる！ 後悔先取りセミナー」では
多くの参加者から好評を得ているという。
PPW編集部は同氏が実際にどのように
保険と向き合い保険業界に参画したのか、話を伺った。

Insurance110 (インシュランス ワン・テン)　
住所：Rm. 3902, 39/F., Windsor House, 311 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)3182-0110

ディレクター
才田  弘一郎氏

気
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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。

香港

「家に帰ってくるとゲームばかりしています。依存的に
なるのでは？ と心配です。」
こういうお母様、多いですね。
まず、ゲームを与える時期ですが
与えるのは遅ければ遅い方がいいです。ゲームの早期
教育(笑)を受けた子供たちと差がついて、「勝てない」
「面白くない」と依存的になることが少ないとの報告も
あります(笑)。とはいえ、みんながやっていることを徹
底的に禁止すると抑圧されていた反動でゲームを手
離せなくなってしまうこともあるので難しいところです。
何でもバランスが大切です。
過度にいきすぎることを「依存」といいます。
アルコール依存、薬物依存、買い物依存、、色々ありま
すね。
どれも「満たされない心」が原因です。ゲームも過度に
依存しているなら、そのものをやめさせようとしても上
手くいきません。

何故それに没頭しているのかを考えてみましょう。
私たちも誰しも、朝からTVをつけていて、ボンヤリ観て
いたら気づいたら夕方だった！！ という経験があるかと
思います。
「あー。今日も何もできなかった。」と思うのですが、また
翌日も繰り返してしまいます。
TVやゲームは受け身のまま時が過ぎていくので楽な
のですが、そこからは何も生まれません。
では取り上げたり、電源を消したり、強制的に終了させ
ればいいのでしょうか？
TVを観ている行為、ゲームをしている行為そのもので
はなく、その奥にある「気持ち」に注目してみましょう。
根本にある「寂しい気持ち」「承認されたい気持ち」な
どの蓋をしている気持ちがなくならないと、繰り返し受
け身の行動を取り続けるものです。

お子さんのしているゲームを覗いてみてください。興味
を持って寄り添ってあげてください。
そして、感じたことをそのまま伝えてあげてください。
「へー。凄いね！」
「上手だね。」
「これを倒すとどうなるの？」
するとお子さんの目が輝き出します。
色々饒舌に説明してくれたならしめたものです。
きっといつもの時間より短くTVやゲームを切り上げる
ことができるでしょう。
なぜなら、「心」が満たされたから。

ご飯を食べる。
運動をする。
仕事をする。
全ての行動に丁寧に心を込めることで、その事自体が
充実して意義のあるものになるのです。
時間が短くても満ち足りた気持ちになるので依存する
ことがなくなります。

ゲームに愛を注いでみませんか？

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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     勝ち組コメント
　開幕5連勝中の大関軍、初回に2点先制を先制するとエースマロが味方の
好守もあり3被安打の今季初完封。四球も4回にのみ与えたがその他の回は
安定したピッチングを見せた。攻撃陣も上位も下位も打点を稼ぎ13得点と
好調を維持。2018年初戦を快勝し波に乗っていきたい。

     負け組コメント
　本日は強豪大関さん。ムードメーカー山田の最終戦でもあり、絶対勝ちた
いところ。ただ、櫻打線は鳴りを潜め、ゼロ行進.....。最終回、5番小山が意地の
ヒット、2アウトで山田を迎える。誰もが最後のホームランを期待したが、初球
を平凡なサードフライに打ち取られ、ゲームセット。次回の打線爆発に期待！！

香
港
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
速
報
！

第73期・順位表

チーム名
オオゼキ

カイザース

サンダース

ドリームス

ベアーズ

サクラ

コンポードー

ブレーブス

ツナーズ

パイレーツ

アタッカーズ

ロイヤルズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1.000

1.000

1.000

0.600

0.571

0.500

0.500

0.429

0.400

0.400

0.333

0.286

0.200

0.000

差
0.0

0.0

1.0

2.5

2.5

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

4.0

4.5

4.5

6.5

第73期　第14節　1月14日

オオゼキ
サクラ

勝利投手：久下(兄)
敗戦投手：井土

HR：高尾　仲野

HR：

2
0
6
0
3
0
1
0
1
0

13
0

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　73期リーグ第5戦はロイヤルズ戦。2018年最初の試合を勝利で収めたいパ
イレーツは12名で挑んだ。エース吉富は2018年初戦ということで肩痛をこら
えての先発志願。我慢のピッチングで5回を3失点に抑える好投。パイレーツ
打線は初回2本の2塁打と相手のエラーも絡み4人の打者で3得点なおも無死
1、2塁とチャンスはあったが追加点奪えず。その後もチャンスに打線がつなが
らず、4回に谷のソロ本塁打で何とか追加点を取り、結果的にこの本塁打が勝
利へ導いたものの計6安打と打線は絶不調！これではあまりにも投手が可哀
そうであり、次回以降の打線奮起に期待し、勝ち数を増やして行きましょう！！

     負け組コメント
　新年の初戦。主力の不在も勝って気持ちよく滑り出したいところであった
が、3vs4の僅差の敗戦。攻撃は安打7本、四死球4つと出塁はするも打線の
つながりが無く大量得点にならず残念。守備では、各人慣れないポジション
での出場になるも、レフト山田の本塁で刺すレーザービーム等好プレイ有
り。次戦こそ2018年の初勝利を気持ちよく迎えましょう。

ロイヤルズ
パイレーツ

勝利投手：吉冨
敗戦投手：丸山

HR：

HR：谷

0
3
1
0
1
0

1
0 X

0
1

3
4

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　2018年初戦。試合は2回に動く。ファーボールとヒットで、1
アウト1、3塁。向かえるバッターは鍛冶さん。相手好投手から、
新年初打席でランニングホームラン。3回にも追加点を奪い、4
回からは万全の継投策で逃げ切り、開幕6連勝！

     負け組コメント
　負けても明るい我らがイーグルス。これまで平均得点4.7。
対するカイザースさんは、好投手＋剛速球投手の2枚看板を
擁し、ここまで無敗。しかも全ての試合で2桁得点を上げてい
る。先攻イーグルス、今日も3回まで0行進が続き、寒風吹きす
さぶ石硤尾に完封の声が聞こえ始めた頃、ようやく打線が目
を覚ました。丸山四球、日下ヒット、ネーザンエラーで無死満
塁とすると、7番潘が放った打球はセンターへ、丸山が還って
まず1点。一死後、「さかなクン」のゲッツー崩れの間に日下が
還って2点目。なお、2死1、3塁で冨安監督がライト線に火を噴
くようなツーベース。この回、計4点。続く木内、樫本が四死球
で出塁、ツーアウト満塁となったところで、迎えるバッターは不
動の3番ミスター中原！！チームの期待は最高潮！！がしか
し・・・。中原さん、試合後の飲茶、ご馳走様でした。本当に美味
しかったです。

イーグルス
カイザース

勝利投手：川満
敗戦投手：吉冨

HR：

HR：鍛冶

0
0
0
6
0
3
4
0
0
X

4
9

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

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・北・英語生徒大募集中
プライベートレッスンで、経験豊かな教
師が丁寧に教えます。生徒様のご要望
にあわせ日本語で教える事ができます。
まず無料体験をしてみませんか。詳細は
ホームページをご覧ください。又は日本
語でお気軽にお問い合わせください。
電話：8100-0514
  　　（電話のみです、SMSができません）
メール：info@wdllanguage.com
ウェブ：www.wdllanguage.com　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
英・広・北京語の生徒募集

日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか!日本語が話
せる講師が発音や文法を丁寧に教えま
す。マンツーマンまたは2～5人の少人
数制で講師の指名も可能なので、自分
のペースで語学をマスターできます。
ただ今、英語/北京語/広東語の30分間
の無料授業が体験できます。詳しい内
容については、日本語でお気軽にお問
い合わせください。

電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港三田会  新年会兼総会
来港したばかりの方や、日本で参加し
たことがない方も、香港で知り合いを
増やすチャンスです。香港三田会の新
年会兼総会を3月2日（金）に開催しま
す。みなさまお誘い合わせのうえ是非
ご参加ください。申込締切は2月9日
（金）です。
●日時：3月2日（金）午後7時～
※午後6時30分受付開始
●場所：Novotel Century Hong Kong 
※会場はB1/Fのファンクションルーム  
238 Jaffe Road, Wan Chai, Hong Kong  
●会費：HKD550（現役学生HKD200）
●年会費：HKD150（現役学生免除）会

費と年会費の合計HKD700は当日会場
にて申し受けます。ご不明な点、ご質問
等ございましたら、お気軽にご連絡くだ
さい。
連絡先 事務局 山本
メール:hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

富山県人会メンバー募集！
定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山
県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！

メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
香港和僑会は、海外で組織のリーダー
を目指す人達の交流を促進し、成功を
応援するNPO法人です。毎月開催の定
例会、業種別の分科会、起業＆経営相
談会、商談会や展示会のアレンジ、貸
会議室など、様々なサービスを提供し
ております。経営者や起業家に限らず、
駐在員や学生、主婦の方も、お気軽に
ご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新春コンサート2018
香港日本人合唱団新春コンサート
2018を開催いたします。ご来場をお待
ちしております。
日時: 2018年2月4日(日)15時開演

場所: 香港日本人学校小学部香港校
入場料: 無料
今年は「愛」をテーマに歌います。
ゲストは日本人小学校音楽隊。
連絡先: 香港日本人合唱団事務局
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！香港一アットホームなサッ
カーチームです！活動内容は、毎週末
の試合、練習、海外遠征、飲み会、レクリ
エーションと幅広く年間通じて活動して
います！サッカー経験問わず、チーム
の一員となり一緒に楽しく盛り上げてく
れる方大募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:

https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので参
加したい方はお気軽にご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
メール：mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その
他ゆかりのある方。定期的にイベント
をやっておりますのでぜひご参加くだ
さい。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！ 毎月1回、平日の19時または、ラン
チタイムに集います。経験不問・登録料
などいっさいかかりません。ユニークな
メンバーが多い、楽しいサークルです。
奈津子携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師、臨床検査技師募集
セントラルのクリニックにて通訳がで
きる医療スタッフ(パート)を募集して
います。臨床検査技師は採血業務がで
きる方を希望。私達と一緒に海外で活
躍する邦人の皆さんの健康をサポー
トしませんか？ 詳細に関しましては、
メールまたは電話でメディポートの堀
までご連絡ください。
メディポート電話：25771568　　 
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
当センターでは、日本人の受付事務ス
タッフを募集しています。勤務内容は
生徒さん対応、電話やメールのやり取
りなど。PCできれば尚可、長期勤務可
能な方。
勤務時間：月、火 18：00～22：00 
ご興味があればお気軽にご連絡下さ
い。委細面談。
電話：(852)3520-2329　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネイ
ティブな方であれば、未経験者も大歓
迎です。時給+歩合給もあります。お気
軽にお問合せください。

電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両
方を募集中です。アルバイトは週２日
からの出勤も可能です。女性のお客様
が１人でも来れる明るい雰囲気を目
指しているお店です。ご興味がある方
はこちらまでメールで簡単な履歴書を
お送りください。追ってご連絡をいた
します。
メール：sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANT INOでは、
パートタイムで勤務できるホールス
タッフを募集中です。勤務時間・曜日
は応相談です。まずはお気軽にご連
絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Eva
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイム
も可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。パートタイム希望の方は
メールで勤務可能な曜日、時間帯も記
載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人入居者募集！
銅鑼湾のElizabeth House
超便利な立地のマンションです。
春には大規模修繕工事も完了！
2LDK 実用面積 540sqf
家賃 HKD19,500（管・税込み）
ウォシュレット設置済み、家具・家電応
談。弊社管理物件の為、入居中のトラ
ブルも迅速対応！不動産仲介料も不
要です！
お問合せは三宝不動産まで。
電話：2566-0155
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

ライフ（香港・広東共通）
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　藤田嗣治（1886-1968）
はレオナール藤田の名で
も知られる世界的に有名
な日本人芸術家。
　24歳で東京国立芸術
大学卒業。パリのモンパ
ルナスに移り、ホアン・フリス、パブロ・ピカソ、アンリ・マ
ティス等と交友を深める。彼は短期間で名声を集め、経済
的な面でも成功を収めた。また有名な写真家マン・レイ

の愛人であったといわれていたキキをモデルに
「Reclining Nude with Toile de Jouy」（寝室の裸
婦キキ）と題される作品を完成させ、パリでセン
セーションを巻き起こし、その絵は8000フラン以
上で買いとられた。
　1918年の展覧会の以降も女性や猫の素晴ら
しい絵画でより多くの名声を得た。彼の独創的
なテクニックは唯一無二の作品を生み出し、そ
れによりフランスからレジオン・ドヌール勲章、
ベルギーからはレオポルド勲章が贈られた。
　藤田の猫に対する強い愛情は一生尽きること

はなかった。彼の作品の大部分は猫を中心にしている
か、或いは構図に入てれいる。1930年には20枚のエッ
チングからなる「猫の本」を出版した。この本は、当時の
「珍しい本トップ500」の中の1冊となった。
　藤田は、1935年のミルウォーキー・ジャーナルとのイン
タビューで、「男性により魅力を感じさせたいと願ってい
る女性は、猫たちを
もっと自身のまわり
に置くべきだ。女性
には女性だけが
持っている美しさ、
可能性がある。しか
し残念なことにほ
とんどの女性は猫から学ぶことが出来る自身の可能性を
開発する方法を学んでいない」と語っている。
　藤田の作品のオークションはアートコレクターや猫の
愛好家たちの間で非常に人気が高い。揃いの作品には
$25,000から$30,000の範囲で値がつけられている。日本
では作品の多くはブリヂストン美術館と東京現代美術館
で見ることができる。

幸運度：☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：ありのままで
全体運：アウトドアは吉。愛情運は良好。犬や
戌年の人は幸運をもたらしてくれるかも。
仕事：良好。恵まれた才能で会社に貢献し、上
司に感謝される。収入や報酬も安定。困難に
遭っても助けてくれる人が現れる。昇進の
チャンスは、是非挑戦して。ただ、新たな立場
への責任とプレッシャーへの覚悟は必須。
財運：好調。贅沢な暮らしを楽しむも良し、貯
めるのもまた良し。
愛情：異性に出会うチャンスが多い年で、シン
グルは職場内の同僚やビジネスパートナーと
進展があるかも。陽の土（戊）は、女性の伴侶
を表すので、運命の男性に巡り会う機会も。恋
愛中なら関係をステップアップさせるのにい
い年。配偶者との関係は安泰。
ソーシャル：仕事が忙しい分、社会的な活動に
費やす時間は減りそう。同僚や仕事のパート
ナーと休日にアウトドアを楽しんで関係を深
めるのは◎。
健康：ウォーキングやサイクリングなど、外で
の運動が吉。胃や消化器系器官に注意し、腎
臓周辺に結石や腫瘍が無いかは検査して。

幸運度：☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：選択肢
全体運：社会活動が活発になる運勢。リスキー
な投資で資産を減らさないよう注意を。
仕事：将来の方向性は間違っていない。周囲
の人々との関係を良くすることで、キャリアの
発展に役立つことも。仕事に対する熱意と献
身を示すことで、周りの人達が、貴方を新しい
仕事に導いてくれるかも。
財運：戌年の人々は、投資でお金を稼ぐアイデ
アを与えてくれる可能性あり。保守的過ぎると
お金の流れが止まり、資産は育たない。投資
で資産を増やすことを選択肢に入れてみて。
愛情：シングルなら少し忍耐が必要な年になる
かも。ただ、友人や親戚から出会いがもたらさ
れる可能性はあるので、人付き合いは大切に。
パートナーがいる人は、マメな連絡が必要。
ソーシャル：人間関係に慎重な姿勢でいたあな
たも、今年は積極的なスタイルをとることで、よ
り多くの人と知り合うことが可能に。それはいず
れ、キャリアと金運を向上させるのに役立つ。
健康：牛が犬と出会う年は、人との付き合いが
充実。幸せと健康の鍵もそこにある。牛と犬の
両方が土のグループに属しているので、胃と
消化器系、腎臓、泌尿器系の調子には注意。

幸運度：☆☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：情報収集
全体運：キャリアと富に非常に恵まれた１年。
持っている力を仕事に集中させれば最高の結
果を出すことができるだろう。
仕事：チャンスの扉は大きく開かれている。優
れたリーダーシップを発揮できる１年。
財運：良好。 投資からのリターンはスローだが
安定。資産をより増やすためにはクリエイティ
ブな思考を持とう。
愛情：ドラマティックな兆候はないかもしれな
いが、カップルの関係性は安泰。独身男性は
将来の妻やパートナーを見つけられる可能性
あり。独身女性なら、将来の恋人は金融関係の
仕事かも。意中の人がいるなら、進展には献
身や忍耐が肝要。夏には運勢が高まる。
ソーシャル：単独行動を好む寅年だが、持ち前
の優しさを発揮すれば、社会的なコミュニティ
で信頼を得ることができる。もし１人で参加す
るのが億劫なら、午（うま）年の友人を誘おう。
健康：胃や消化器系、腎臓や泌尿器系には要
注意。膝、足、頭、顔の安全にも気をつけて。

幸運度：☆☆☆☆☆☆☆/10
幸運の鍵：収穫
全体運：勤勉さが富を得る鍵。財産は名声や
良い人間関係、愛、贅沢とゆとりのある人生を
もたらす。
仕事：キャリアのための投資を惜しまないこと
で、競争力を高める新たなスキルを得ること
ができる。実力を周囲に示す年になるかも。
財運：金運は良好なので、勤勉に働くこと。資
産はゆっくりと増えていく。
愛情：好調の兆し。ソーシャルサークルで人気
者になるかも。シングルなら仲間を見つける
のにも良い時期で、戌年の人ならラッキー。一
目惚れは吉。夫婦関係は良好で、恋人がいる
人は結婚を考えるのもお勧め。
ソーシャル：全て順調。人からの評価を高める
ことは、ビジネスやキャリアからの収入アップ
にも繋がる。
健康：忙しくても健康を疎かにするのはNG。胃
や消化器系、腎臓と泌尿器系に加え、五行で
いう”木”にあたる人は腕や脚、肝臓、神経系統
に注意。

Tsuguharu Foujita 
藤田 嗣治

猫と芸術

もうすぐ旧正月！
干支で占う今年の運勢は？

鼠年 寅年 兎年丑年
（うし）

今年の旧正月の元旦は2月16日。今年で中国歴は4715年を迎える。2018年の干支は犬であり、
不動産や農業、環境、領地の完全性、宗教的や精神的な分野に注目が集まるとされている。
旧暦の新年を迎えるにあたり、今回は干支ごとの今年の運勢をお届けする。自分の生まれた干支
の運勢をチェックしてみて！

出生：1912、1924、
　　  1936、1948、
　　  1960、1972、
　　  1984、1996、
　　  2008

出生：1912、1924、
　　  1936、1948、
　　  1960、1972、
　　  1984、1996、
　　  2008

出生：1913、1925、
　　  1937、1949、
　　  1961、1973、
　　  1985、1997、
　　  2009

出生：1913、1925、
　　  1937、1949、
　　  1961、1973、
　　  1985、1997、
　　  2009

出生：1914、1926、
　　  1938、1950、
　　  1962、1974、
　　  1986、1998、
　　  2010

出生：1914、1926、
　　  1938、1950、
　　  1962、1974、
　　  1986、1998、
　　  2010

出生：1915、1927、
　　  1939、1951、
　　  1963、1975、
　　  1987、1999、
　　  2011

出生：1915、1927、
　　  1939、1951、
　　  1963、1975、
　　  1987、1999、
　　  2011
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