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今週の香港ピックアップ Exhibitionスペシャルメニューも登場！
Godiva’ Summer Charm

  

Hong Kong Central Harbourfront Event Space
9 Lung Wo Rd., Central
14:30～18:00 HKD380、18:30～22:00 HKD460
VIP1 Day パス HKD760

ゴディバ チョコレートの夏の魅力満載！
　世界中で愛されるベルギー発祥のチョコレート、ゴディバ。2018年、夏の限定製品で

もチョコレートラヴァ―にはたまらない特別ラインを提供！ 長く愛され続けているクラ

シックなチョコレートアソートを始め、贈り物に最適な美しいギフト・ボックス、そして新

鮮なフルーツをチョコレートでコーティングしたデザートなど、伝統的な味わいとモダン

に進化するチョコレートを展開をしている。また、人気のクラッシックな72％ブラック

チョコレートドリンクには、海塩とカラメルフレーバー、シナモンフレーバーも加わり、滑

らかでさらに香り高い味わいが楽しめる。これらの嬉しいラインナップは香港島、九龍、

新界にある27店舗で楽しむことが出来る。Moko store in KowloonとGodiva Lifestyle 

caféでは全てのラインナップと共に特別なメニューも用意されている。ぜひウェブサイト

をチェックして甘い幸せに浸りに行こう！

各国から強豪が集結! タイボクシング、ムエタイの祭典
　タイボクシング、ムエタイの祭典、GRAND EXTREME 2018が開催さ

れる。ロシア、ルーマニア、米国、ブラジル、香港、マレーシア、フィリ

ピン、タイ、日本、韓国、スロバキア、ス

ウェーデン、イランなど合計15カ国か

ら強豪が参戦。香港からは最強と言わ

れる3人のムエタイチャンピオンが挑

戦を受け入れる。エキサイティングな

瞬間を味わえる絶好のチャンス！

Thai Boxing Competition
I-1 WORLD MUAYTHAI GRAND EXTREME 2018

4月16日

エキシビション
Erotic Shan Shui A Prelude

～4月8日

中国水墨画の中に独特の存在感を開花させたアート
　アーティストのKa Sau Chan氏は豊かな感性の持ち主としても知られ

ている。性とは自然で食事や睡眠などの欲求と同じ事柄。作者の独特の

感性で性の本質をとらえ、中国伝統の水墨

画の技法で表現している。2011年の香

港を皮切りに中国、ベルギー、台湾な

どでも展覧会を開催している。また

ドイツでも評価が高く収集家に

支持されている。

Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, Star Hall
19:00~
www.hkticketing.com
HKD1,000、HKD600、HKD400、HKD250

MOKO - Shop M25-M26, MTR Floor, MOKO, Mong Kok
GODIVA Lifestyle Café - Shop 1043A, Level 1, YOHO Mall, 8-9 Long Yat Rd. & 9 Yuen Lung St., Yuen Long
www.godiva.com.hk/hken/hongkong?___from_store=hkcht

Puerta Roja, Shop 3, 1/F., SOHO 189, 189 Queen's Rd. West, Sai Ying Pun
18:00～20:30
www.puerta-roja.com

Puerta Roja 「竹氣 Zhu Qi」
Laurent Martinアジア初の個展!

～5月6日

風の力を感じさせる圧倒的なストロークを表現
　Puerta RojaはLaurent Martin氏のアジアでの初の個展「竹氣Zhu Qi」を開催する。竹の氣やエネルギー

とされる文字通りの意味である「竹氣」と名付けられたこの展覧会は香港の海と、その風の動きを象徴す

る「帆」をテーマに展示されている。最新作であるシリーズの「台風」がハイライトの一つでもあり、自然の

嵐のちからを見事に捉えている。作者がアジアを巡っている間に得た東洋の哲学的およびインスピレー

ションを「竹氣Zhu Qi」にて数学的法則とバランスを取り入れて表現。古代の伝統的な竹の素材に、4つの

自然の要素「土、木、火、空気」を取り入れた彼の作品は重力に逆らうように、そして中国の書道を思わせ

る優雅なストロークを思わせる調和のある曲線を描いている。それらが与える影やシルエット、フレキシ

ブルなハーモニーから動きと静寂の両面を堪能することが出来る。アジアでは香港が初! ぜひこの機会を

お見逃しなく。

Hong Kong Orchid Festival 2018
香港蘭花節2018

4月13～16日

貴重な品種も！ 香港屈指の蘭のフェスティバル
　2018年の蘭フェスティバルが開催される。今年は会場を12,000平方

フィートに規模を拡大。今回は10年ぶりに台湾蘭の専門業者も参加し、

販売ブースも同様に増設される。蘭の栽

培についての特別講座、園芸用品や肥

料の紹介も行われ。丹精を込めて育てら

れた貴重な蘭が鑑賞できる機会。ぜひ

お見逃しなく！

Exhibition

Exhibition

Place ONE, 2/F., D2 Place, 9 Cheung Yee St., Cheung Sha Wan
4月13日(金) 12:00～19:00、4月14～15日(土・日) 10:00～19:00
4月16日(月) 10:00～13:00
www.orchid.org.hk　　
大人HKD10、子供HKD5

 点心代表DIM SUM ICON　
「ガーフィールドシリーズ」

～4月24日

食べるのがもったない？可愛い点心がお目見え！
　DIM SUM ICONは今回はアメリカのキャラクター、ここ香港でも根強い

ファンの多いガーフィールドの点心シリーズを展開。11種類ある点心はカ

スタード饅頭などのデザート系点心並びにヌードル類などもあり豊富！ 使

用されるすべての材料は厳選されたもので、可愛いだけじゃなくて味の

クオリティーにも注目！

Shop L308, 3/F., The ONE
11:00～23:00

SiChuan Da Ping Huo
四川菜大平伙

  

本場四川の味を楽しもう！
　ハリウッドロードに控えめにたたずむ四川料理の名店。開店20周年

を記念して絶品の四川料理が味わえる新しいブランチメニューがス

タート。ピーナッツペースト、鎮江酢とも呼ばれる風味豊かな黒酢、四川

のうま味のある唐辛子を使用した担々麺

は、お店を代表する味。本場の味を楽し

む絶好の機会！

LG/F., 49 Hollywood Rd., SOHO, Central
12:30～14:30、18:30～23:30

Concert Hall, Hong Kong City Hall
20:00～22:00
(852)3761-6661
https://ticket.urbtix.hk/internet
HKD240、HKD180、HKD120

コンサート ～Hong Kong Oratorio Society present
Mendelssohn & Bruckner A Musical Praise

4月5日

ホールに響き渡る美しい歌声
　少人数の音楽愛好家たちからスタートし、現在は国籍の異なる多くの

メンバーも加わり、現在最も長い歴史と香港最大のメンバーを持つ合

唱団HKOS。バッハ、ヘンデル、メン

デルスゾーンや中国の作曲家Xian 

Xinghai及びHuang　Ziの名曲を含

む古典音楽と現代の作曲家による

オラトリオと合唱を披露する。

SF映画の世界を深く知ろう!
　Hong Kong film achieveは、2つのSF映画「Children of Men」（2006）

と「The Martian」（2015）を特集し、科学の専門家とベテランの映画評論

家に審査後の講演を依頼。参加者は映画

の解説を聞き、内容をより深く理解すること

ができる。SFファンは足を運んでみよう。

Hong Kong film achieve主催
「Sci-Fi-Sci」

4月8～15日

2 Science Museum Rd., TST East
www.lcsd.gov.hk/en/searchall.php?filters[]=all&keyword=Sci-Fi-Sci#nav
HKD55

Kowloon Bay International Trade &
Exhibition Centre (KITEC)
20:00

コンサート
MIYAVI "DAY 2"ワールドツアー

4月9日

“サムライギタリスト”が香港へやってくる
　MIYAVIは、ギターをピックを使わずに指で演奏するという独創的な

スタイルで、世界中から注目を集めているアーティスト。海外ファンも

多く“サムライギタリスト”と呼ばれて

いる。7度目となるワールドツアーを

見逃すな！

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

香港&広東

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  入浴剤「きき湯」をスープと勘違いし誤飲
　香港中毒インフォメーションセンターが、日本の入浴剤「きき
湯」をコーンスープと間違えて誤飲したケースや、「使い捨てカ
イロ」を胡麻スープと間違えて5日で3袋食べてしまったケース
などを紹介し、誤飲防止のために食品ではないものは適切な場
所で保管するようにと市民に呼びかけました。
　中国語で「湯」はスープを意味しますので、きき湯のパッケー
ジにある「湯」や「疲労回復」の文字、黄色い粒の入浴剤の画像
が「コーン」と勘違いしたのではと考えられています。ホッカイロ
は、80歳の男性が香港名物の胡麻スープと勘違いをして食べて
しまい病院に運ばれました。病院での治療により食べたホッカ
イロは全て排出され身体への後遺症などはなかったようです。
　日本の商品やお土産は香港の方に大変喜んでもらえますが、日本の商品を渡すときには注意点な
ども一緒に伝えると良いかもしれません。
　なお、香港中毒インフォメーションセンターは、2017年の中毒被害件数は3,983件（死亡39件）と発
表。きき湯やホッカイロの他にも、排水溝の洗浄棒を幼児がキャンディと間違え食べそうになるなど
の報告も多いようなのでご注意ください。

  アジア系外国人に住みやすい都市 香港28位
　世界の480都市のうち、アジア系外国人

（駐在員）にとって住みやすい都市のラン
キング2018年度版を人材コンサルティング
会社「ECA International」が発表。上位トップ
10は、1位 シンガポール、2位 ブリスベン、3位 
大阪、アデレード、シドニー（同率）、6位 名古
屋、東京、パース（同率）、9位 ウェリントン、10
位 横浜、キャンベラ、コペンハーゲン（同率）
となり、香港は28位となりました。
　このランキングでは「天候、ヘルスケア、住

宅、インフラ、レジャー、治安、政治的緊張、大気汚染」などが評価項目となっており、「生活費」は評価
項目に入っていないのが特徴です。また、客観的な評価項目のみを扱っており、在住者の主観的意見
などは含まれていないとのこと。
　ECA Internationalのアジア代表者によると、香港は天候（大雨や台風による業務への影響）、ヘルス
ケア（感染症の流行しやすさ）、政治的緊張、大気汚染などの項目で評価が低めになっており、2014年
以降は評価が低下傾向に。5年前のランキングでは香港は11位でした。
　一方、香港は中国の都市の中では最も評価が高くなっています。香港以外の中国の都市に注目す
ると100位にマカオ、114位に上海、134位に北京と続き、マカオは天候（台風被害）、中国本土の各都
市はインターネット（政府による規制）と大気汚染の項目で特に評価が低くなりました。　
　なお、ECA　Internationalによると調査対象となった日本の各都市はすべて上位40に入っており、
インフラや商品・サービスが充実していると評価されています。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

ローカルニュース
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募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社 

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB～30K
生産技術部長。工程改善活動、コスト管理、
人員管理など部内をまとめる仕事。★機械を
学んだ方で設計図が読める人。北京話：できれ
ば尚可。

深圳

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
物流・倉庫

RMB～20K
（+業績給）

日系企業を中心に新規開拓営業。★物流営業
経験者または、中国での就業経験をお持ちの方。広州

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 20K
教育機関が秘書を募集！　日本人ディレクターの
秘書業務スケジュール管理や会議準備など。
香港と日本本社の調整業務など。★マネジメン
トポジションの秘書経験3年以上。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 15K～25K

金融関連企業が営業を募集！　営業サポートと
して総務・マーケティング業務からスタート。
（将来的には営業として勤務。★出張はほとん
どなし。銀行/金融関連の経験者歓迎。）

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港/九龍

20K～30K
（経験や能力に
より応交渉）

ジュエリー業界が営業マネージャーを募集！
主に既存顧客のフォローアップ営業、個人予算
の達成、書類の作成業務など。★営業経験者、
英語もしくは北京語が可能な方。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

電子材料販売商社が営業ポジションを募集！！
既存顧客のフォローアップ業務を担当。★営業
経験2～3年以上必須、工場とのやり取りに
最低使用できる程度の北京語力。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

19K～25K
（経験や能力に
より応交渉）

会計事務所がプロジェクトマネージャーを募集！
企業の活動上の会計・税務・法務・労務の問題
に関しての最初の窓口業務、日系企業への監査/
税務申告業務のサービスご案内。★3年～5年
以上の社会人経験。

香港/香港島

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）
サービス系/外食・フード 50K～70K

寿司レストランが（エグゼクティブ）シェフを
募集！ 香港第1号店のシェフとしてお客様にこ
だわりのお寿司とHappy空間を提供。★寿司
職人のご経験がある方、海外に和食を広めた
い方。

香港/香港島

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

25K
（経験や能力に
より応交渉）

電子部品販売会社が営業を募集！　基板実装
（EMS）の営業業務全般及びEMS業務の管理、日系
既存顧客のフォローアップ営業。★EMS営業経験者
優遇（なくても電機業界での営業経験者の方）、コミュ
ニケーションレベルの英語ができる方（北京語尚可）。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K以上
（経験や能力に
より応交渉）

タバコ販売企業が営業を募集！　既存顧客の
フォローアップ営業、工場からデリバリー手続き、
中国、ヨーロッパへの出張有り（メインは香港）。
★営業経験者、出張が可能な方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍

20K～35K
（経験や能力に
より応交渉）

電子デバイス製造会社がセールスエグゼク
ティブを募集！　法人向けにOA機器工場の営業、
中国、タイ、ベトナムにある工場とのやり取り
など。★電子製造／貿易業界の法人営業経験者。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

会計・監査・経理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 応相談

アパレル業界が経理、財務を募集！　日本、中国、
東南アジアのグループ会社の会計チームの
統率。外国為替、原価管理、税務に関する業務。
★金融・会計の専攻出身の方で、4年以上の
関連経験。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 20K～25K

輸入品関連業界がアカウントマネージャーを
募集！　ディレクターのアシスタントをしながら、
購買・マーチャンダイズ・サンプル商品の手配・
物流・販促の範囲を担当。★日本出張あり、商業/
マーケティング関連の知識尚歓迎。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K前後
（経験や能力に
より応交渉）

IT企業がカスタマーサービスを募集！　日本の
お客様からのご注文を電話で受けるパソコン
のデータ入力業務。★事務作業経験者、基本
的なPCの操作やエクセルができる方(日本語
入力)、丁寧な応対ができる方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

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）

20K～22K

化粧品販売企業がカスタマーサービスを募
集！　カスタマーサービス業務全般、受注対応
（商品の説明・請求書発行・配達スケジュール
のアレンジ）など。★経験不問、カスタマーサー
ビス経験がある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）
営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K

電子業界が法人営業を募集！　最初は東京勤務
にて関東圏の市場からスタート。華南、タイ、
ベトナムなどにもコンタクト。★将来海外（中国
または東南アジア）で就労できる方。

日本（東京）→
海外

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

23K～28K
（経験や能力
により応交渉）

日系商社が人事総務ポジションを募集！　駐在
員のサポート業務全般（日本本社への報告書
の作成、数字の取りまとめ、基本的な経理業務
の補佐など）★3年以上の総務・秘書・営業事
務等の経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

マーケティング・
企画・リサーチ/
小売・流通・通信販売

13K～20K
（経験や能力に
より応交渉）

スマートフォンケースデザイン・販売企業がマーケ
ティングを募集！　フェイスブック／インスタグラムな
どSNSへの投稿、インフルエンサーと協力をしマー
ケティング企画とアレンジ等。★社内スタッフと
スムーズにコミュニケーションができる英語力。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

マーケティング・
企画・リサーチ/
小売・流通・通信販売

13K～20K
（経験や能力に
より応交渉）

小売業運営をしている企業がEcommerce
スタッフを募集！　オンラインビジネス戦略の立案、
イーコマースのオペレーション管理など。★イー
コマースビジネスを経験された方、マネー
ジャー/管理経験者歓迎。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

応相談

海外事業開発マネージャー（エリア全体を統
括し海外事業をけん引いただく事業部長）。
★事業立上げ経験、飲食業界へ強い興味が
ある方。勤務地は香港を含むアジア、欧州、北米
など（日本での研修期間あり）。

香港、
その他海外



香港＆広東

新生活
サポート！

読んで理解する基礎知識編【ビジネス】・・・・・・・・・8～9ページ
知っておきたい香港ビザの正しい知識、知って安心！　香港の保険事情、
香港の住宅種類と住宅選びのポイント＆契約の手順、中国で気を付け
たい就業規則

読んで理解する基礎知識編【プライベート】・・・・・10～11ページ
香港におけるメイド事情＆雇う際のポイント、日本とどう違う！？　香港の
教育事情と、それぞれの学校の特色、病気になったらどうするの！？　香港
の医療マニュアル、いつから使える！？　香港の携帯電話＆通信事情

新一年生、何から始める編【ラーニング】・・・・12ページ
学習塾、語学学校、プログラミング学習など．．．

新一年生、何から始める編【サークル】・・・・・13ページ
テニス、空手、ビリヤード、合唱団など．．．
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T&Morris
1992年創業、累計取引実績5,000社以上。蓄積された豊富な経験をもと
に日本人スタッフがさまざまなケースに対応。会社設立や口座開設、税務
に関するコンサルティングなど、香港でビジネスをする上で必要不可欠
な各種サービスを提供している。

住所：Rm. 1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852) 2881-6326
メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

私たち日本人が外国で働く上で必要不可欠なものといえば「ビザ（VISA）」。昨今、香港の市場変化や多様化する日本人の働き方
の中で、ビザを取り巻く環境も変化している。
香港で生活を始めるための第一歩がビザの取得です。香港IDカードはこのビザを取得した後の手続きとなる。香港で働く外国人が
取得するビザの種類や取得方法、または却下されてしまった場合の対処方法について、T&Morrisの総経理、服部孝吉氏に詳しく教
えていただいた。

Employment Visa（就業ビザ）
　被雇用者として勤務する場合の査証（就業ビザ）と投資家とし
て法人経営を行う場合の査証（投資ビザ）があります。どちらもビ
ザの表記上は、“Employment”となっています。駐在員や現地採
用で勤務するほとんどの方が就業ビザを取得しています。申請
者が担当するポジションについて外国人で保管する必要性と申
請者自身の適正についての審査が行われます。初回は2年間も
しくはパスポート失効期限前の発給となります。過去の経験を問
われますので、履歴書とその証明となる書類の準備が必要です。
ビザ取得後は届け出たスポンサーの下での勤務のみ認められ
ます。勤務先が変わる場合は新たに申請を行う必要があります。

Dependent Visa（家族ビザ）
　配偶者または親がEmployment　Visa・Permanent　ID所持者
又は香港人の場合に取得可能です。子供は18歳以上は対象外
ですが、初回取得時が18歳未満であればその後の継続は可能
です。移民局へ届け出ることなく、就労・就学・企業の立ち上げな
どが可能な自由度の高いビザです。但し、原則としてビザスポン
サーの期限を超えてビザが発給されることはありません。

Training Visa（研修ビザ）
　香港内での研修を目的とした最長12カ月取得可能なビザで

す。研修の意義とその内容が香港で行う必要が有るものかどう
かをビザで審査します。延長やEmployment　Visaへの直接的
な切り替えは認められず、研修終了時には一旦香港を離れる必
要があります。

申請手続き
　各種ビザ申請は申請書類を提出後、審査に4～6週間を要しま
す。申請するビザによっては、審査ポイントが異なるため、求めら
れる書類も当然異なります。必要書類については移民局のガイド
ブックに記載してありますが、申請の背景等により追加書類を求
められることが多々あります。適切な書類の準備と申請背景につ
いてのポイントを押さえたサポートレターの作成がスムーズなビ
ザ取得の鍵となります。一旦ピントのづれたサポートレターを提
出してしまい、後出しで場当たり的に軌道修正等ということになる
と審査担当官に悪い印象を与え、審査に要する時間が長引いた
り、場合によってはビザが認められないということも有り得ます。
　ビザ取得は香港生活の第一歩、躓いてしまってはすべてが台
無しになってしまいます。初期の段階で経験者や専門エー
ジェントに相談し、入念に準備してください。

もし申請が却下されたら
　一旦ビザ発給要件を満たさないと判断され、不許可となると

覆すのは困難です。しかしチャンスが全くない訳ではなく、却下
からのリカバーに成功した例も少なからずあります。提出した書
類や申請内容を再度確認し、問題点を探しましょう。そのために
も提出書類はすべて控えを取っておくことをお勧めします。

マニュライフ生命　平原奈津子氏
住所：23/F., The Lee Gardens, 33 Hysan Ave., CWB
電話：(852)9722-0012
メール：natsuko_hirahara@manulife.com.hk
ウェブ：www.hiraharanatsuko.hk

2018年6月9日(土)開催予定「プチ財テクセミナー」
詳しくは、平原氏宛てにお問い合わせください！

知っておきたい香港ビザの正しい知識
ビザVISA 

日本と香港では保険事情も異なる。今回、香港で保険アドバイザーをしている、カナダ系大手保険会社・マニュライフ生命の平原氏に
お話を伺った。香港に移り住む際に気をつけておきたい保険のこと、また、香港ならではのお得な保険等、知って安心の情報が満載。

香港の保険事情
　香港では、貯蓄性の高い保険が豊富です。日本の保険をイ
メージしていると、信じられないほどの高金利です。香港は規制
がゆるく、比較的自由な投資活動ができるため、そのようなこと
が可能になっています。
　保険商品の種類は日本とあまり変わりません。むしろ、全体的
に見ると、日本の方が種類が多いほどです。税金の安い香港で
は、節税スキームのような保険は存在しません。ただ、割合の違
いがあり、香港では、掛け捨てのものよりも、圧倒的に貯蓄型の
ものが多いです。
　最近の傾向としては、香港人も長寿のため、年金で受け取れ
るタイプのものに人気が集中しています。同じく長寿の日本人に
とってもメリットのある商品だと感じます。
　香港に住んでいなくても入れる保険は存在しますが、香港ID
を所有していると保険の選択肢も増えます（中国ワーキングビ
ザでも可）。また、香港で銀行口座があると、保険の加入の際に
有利です。

香港在住の日本人が考えるべき保険について
　保険の加入には優先順位があります。以下、優先順位の高い
順に説明していきます。

① 医療保険
　香港は医療費が高い！　医療費への対策は必須です。駐在員の
場合は、会社が加入していることが多いと思いますが、そうでな
い場合は、自分で契約する必要があります。ローカルの方々が
入っているような、手術と入院のための保険があるので、まずは
そちらの検討をおすすめします。

　ただし、香港IDを取得するまでは、現地の保険への加入が難
しいため、引っ越し前に海外旅行傷害保険をかけておくことが
重要です（クレジットカード付帯のものでも可）。
② 家財保険
　医療保険同様、会社で契約している場合は必要はありません
が、もしご自身で住宅の契約をする場合は入っておくことをおす
すめします。香港の住宅は水漏れも多く、また、盗難等の被害も
耳にします。家財保険に加入しておけば、そのような被害に遭っ
た際も安心です。
③ 労災保険（アマさんを雇う場合）
　もしアマさんを雇う場合は、労災保険への加入が必須です。自
分たちが雇用する側になることを意識しましょう。
④ 貯蓄型保険
　上記のようなリスク回避のための保険に加入したら、次は将来
のための保険を考えましょう。ここで登場するのが、香港ならでは
の貯蓄型保険です。引っ越したばかりで香港ドルの手持ちが少な
い場合でも日本円を香港ドルへ両替し、資金を調達するだけの価
値があります。

契約の流れ
＜1回目＞ご予約後、面談
・　不安を感じていることを伺う
・　すでにご契約中の保険の内容を伺う
・　ご相談内容に合わせて、いくつかの商品を提案
　↓
ご検討
　↓
＜2回目＞ご予約後、面談

・　契約をしたい商品が決まっていれば、書類作成の手続き
　↓

「保険証券」のお届け
　↓
＜契約後＞年1回「年次報告」をお届け
・　日本に帰国後、もしくは、他国へ異動後も、メールと郵便で対

応が可能

保険選びや契約の際の注意事項
① 堅実な会社の商品を選ぼう
② ギャランティー（最低保証金額）が高いものを選ぼう
　ご提案書には通常、保証金額と予測金額が併記されています

が、予測金額の部分は大幅にブレる可能性もあるので注意
が必要です。

③ 損益分岐点が何年目か確認しよう
　早期解約は元本割れのリスクがあるので、事前にチェックし

ておくことが重要。
④ シンプルな商品を選ぼう
　自分で納得できないような複雑な商品は避けた方が賢明。
⑤ 販売員の方が購入している商品を聞いてみよう

知って安心！ 香港の保険事情
保険
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スターツ香港
住所：Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2, 463-483 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2836-0760
メール：starts@starts-hk.com
ウェブ：www.starts.co.jp/hongkong

東京の半分程度しかない面積の香港には約740万人が生活していて、人口密度は世界中でも上位にあり、日本の約19倍の6,544
人/km2となっている。
香港に住むことが決まった場合、香港にはどのような種類の物件があり、どのような流れで契約をするのか不安は尽きません。
そこで香港で住宅探しをする上でのポイントをスターツ香港の総経理、桜木竜二氏に教えていただいた。

日本人駐在員が多く住んでいる賃貸物件の種類
■賃貸マンション
　香港の賃貸住宅のほとんどは分譲マンションになっていて、
部屋ごとにオーナーが違います。中にはデベロッパーがまとめ
て所有している建物もありますが、全体的にはそのようなケース
は少ないのが実情です。デベロッパーの所有物件は大体条件が
整っていますが、個人オーナー物件の場合は個別に条件交渉を
行う必要があります。

■サービスアパートメント
　サービスアパートメントとは、ホテルと同じようなサービスが
受けられる賃貸マンションのことです。週数回のお部屋掃除、
ベッドメイキングなどがあり、水道光熱費・管理費等は賃料に含
まれ、家電家具付きです。食器付きのアパートメントもあります
ので、トランクひとつで済み始めることが可能です。1カ月からの
契約になりますので、短期滞在者や単身赴任の方には大変便利
な物件です。

住宅選びのポイントと契約の手順
■間取りと面積
　香港ではワンルーム（スタジオタイプとも呼ばれる）またはベッド
ルームが一般的。ベランダが付いている物件はほとんどありま
せん。また契約面積には公共部分も含まれています。そのため実際

に使用できる室内面積は契約面積の約80％前後となっています。

■賃料
　物件ごとにオーナーが違いますので、同じマンションでも賃
料にばらつきがあり、内装の良し悪し、家電家具の種類によって
異なります。低層階よりは高層階の賃料が高くなるのは日本と同
じです。またお部屋からの眺めによっても異なってきますが、海
が見えるお部屋は人気物件で賃料も高くなります。

■賃料以外の管理費・税金など
　管理費・・・マンションの管理費用、エレベーターや公共部分
の電気代など
不動産税・・・政府が認定した年間賃料（※1）の5％を3カ月に1
度、４期に分けて支払います
※1年間賃料：実際の賃料とは異なります

契約期間
　2年契約が一般的です。1年以内は解約負荷、2年目より2カ月
前の通知で途中解約可という契約が多いです。

その他
■家具
　香港の賃貸マンションは家電家具付きが一般的です。足りな

いと思われる家電家具については不動産業者を通じてオー
ナーと交渉するのがベストです。

■アフターメンテナンス
　住居者にとって入居後のトラブルが最も心配なことです。すべ
てオーナーとの相談事になります。住居者との立場でトラブル解
決の交渉を行ってくれる不動産業者を選びましょう。

引っ越しまでの手順
　物件案内⇒条件交渉⇒仮契約・手付金支払い（賃料の1カ月
分が一般的）⇒所有権などのチェック・引渡し前の物件チェック
⇒本契約・契約金の支払い（保証金＋前家賃1カ月分（手付金）
＋印紙税や管理費などのテナント負担分）⇒入居者の物件の最
終チェック⇒引っ越し

香港の住宅種類と住宅選びのポイント＆契約の手順
不動産

盛唐法律事務所（Sheng Tang Law Firm）
住所：深圳市福田区福華1路1号大中華国際交易広場15階西区
電話：86-755-8328-3652
メール：odake@yamatolaw.com

中国で働く駐在員にとって厄介な会社の就業規則。新しく赴任した多くの中小企業のマネジメント層の日本人駐在員は就業規則
の知識に乏しい方が多く、中には就業規則を制定してない会社もあるという。
目まぐるしく変わる中国の法律も抑えながら、就業規則を定めるときにどのような点に気を付けなければならないか、盛唐法律事
務所の法律顧問、大嶽徳洋氏に詳しく教えていただいた。

　就業規則とは、法律には定められていないような詳細な内容
を会社の規則として定めたものと理解できます。法律上、就業規
則の制定時期は特に定められておらず、いつでも制定及び改訂
が可能で、法律事務所を通じて手続きを行えば、約2週間程度で
制定することが可能です。

1．試用期間について
　試用期間だけを約定した契約は無効で、設定には期間制限が
あります。試用期間は1度しか約定できません。一旦離職した後、
再就職した場合は再度、試用期間を約定することはできません。
また、試用期間中であっても無条件に解雇することはできません。
　試用期間中に解雇処分とする場合は、採用時に採用条件を明
確に提示して、それに該当したことを立証する、もしくはその他
の解雇要件に該当したことを立証しなければ、違法解雇と認定
されるリスクがあります。

2．副業について
　法律上、副業は禁止されていませんが、従業員の副業を禁止
したい場合は就業規則に明定する必要があります。

3．残業代について
　従業員に残業をさせた場合、割増した額の残業代を支払う必

要があり、平日残業は1.5倍、週末残業は2倍、法定休日残業は3
倍の割増率となっています。
　なお、労働契約または就業規則に明定することで、残業代の
計算基数を基本給ベースとすることができますが、その規定の
ない場合は、手当などを含む賃金総額で残業代を計算しなけれ
ばならなくなるリスクがあります。

4．減給について 
　原則として従業員の賃金を減額することはできません。ただ
し、就業規則に明確な規定がある場合、合理的な範囲内におい
て減額をすることも可能です。

5．賞与について
　賞与やダブルペイは法律に定められている強制的なもので
はなく、会社が業績や本人の評価などを勘案して支給するか否
か及びその金額を決定することができます。ただし、就業規則ま
たは労働契約などにおいて賞与やダブルペイを必ず支給する
と規定されている場合は、支払い義務が生じます。

6．有給休暇について
　累計勤務年数は、他社を含む勤務年数を指しますが、入社初
年度は有給休暇を支給する必要はありません。有給を消化でき
ない場合は会社に買取義務が生じ、賃金の300％を支払う必要
があります。
　尚、就業規則で規定を設ければ、未消化の有給休暇は次年度
に繰り越すこともできます。（実務においては今年度の有給休暇

は次年度に繰り越すことができると定めている会社が多い）。会
社が有給休暇を消化するに十分な期間を従業員に与えていた
にもかかわらず、従業員が消化しない場合は、有給休暇は消滅
すると就業規則に規定することも可能です。

7．病気休暇について
　病気休暇期間は正常勤務時間賃金の60％以上、最低賃金の
80％以上の病気休暇賃金を支払う必要があります。

　就業規則は、従業員全体又は労働組合との協議を経て、従業
員らに周知して、初めて効力を発しますので、従業員から就業規
則を遵守することを誓う旨、一筆もらっておくと良いでしょう。中
国での就業規則の制定に関する事項でわからないことがあれ
ば、ぜひ最寄りの法律事務所へ相談してみてください。

中国で気を付けたい就業規則について
中国労務規定

          労働契約期間
３か月以上１年未満 
１年以上３年未満
３年以上又は無固定期間

最長試用期間
１か月
２か月
６か月

累計勤務年数
1～10年
10～20年
20年以上

最少有給休暇日数
５日間
10日間
15日間
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香港＆広東

新生活
サポート！

海外での新生活に不安はつきもの。
香港・広東在住者必読の基礎知識を8つのテーマでご紹介！



ニッテルコミュニケーションズ香港
メール：info@nittel.net　ウェブ：www.nittel.net/hk

＜銅鑼湾店＞
住所：Unit 1408, 14/F., Capitol Centre, 
　　  5-19 Jardine’s Bazaar, CWB
電話：（852）3427-9660

海外に引っ越したからこそ使いたい、携帯電話やインターネット。
いつから使えるのか！？ そして、どうしたらお得で安心な契約ができるのか！？
今回、香港で通信サービスを提供しているニッテルコミュニケーションズの松井氏にお話を伺った。

香港の携帯電話＆通信事情
携帯電話の契約形態は、以下の3つがメインです。　
① プリペイド式SIMカード契約
　予め料金を前払いしておく方式。使い切った段階で、必要な

場合はチャージを行う。
② 月額式SIMカード契約
　月々の支払い。2年契約が一般的。
③ 携帯端末付き契約
　月々の支払いが基本。最初に保証金の支払いが必要。
　日本とそれほど大きな違いはありませんが、③の契約の際、最
初に保証金を支払う必要があるところは異なります。これは、機
材を持って逃げてしまうことを避けるためで、基本的には、最初
に支払った保証金は契約期間内の月額から分割で差し引かれ
ます。日本と同様、契約期間を待たずに解約をすると、通常、違約
金が発生するので注意が必要です。

香港在住の日本人におすすめの通信会社・契約について
　最近では、3ヵ月や1年という比較的期間が短く、違約金のかから
ない契約が人気です。研修で短期間だけ滞在されるという方も多
くいらっしゃいますので、そんな方々にぴったりのサービスです。
　また、ローカルの店舗では、英語・広東語・中国語での対応と
なりますので、言葉やサービスの質の違いに不安がある方に
とっては、日本語対応、日本と同様のサービスが受けられる日系
の通信会社を選ばれた方が安心ではないでしょうか。言葉の問
題がないため、契約の際ももちろんですが、契約後に紛失・盗難

等の緊急事態が発生したとき、請求書に不明な点が出てきたと
き等にもスムーズに対応してもらえるという点でメリットを感じ
ていらっしゃる方が多いです。
　一昔前に比べて、携帯電話（主に、スマートフォン）は、個人に
とってかなり大切なものになりました。その点で、何かあった際に
安心できるということが重要になってきているのだと思います。

契約の流れ
　契約の流れは以下の通りで、基本的には当日中に通信ができ
るようになります。パスポートのみで契約可能なため、引っ越し
てきたその日から携帯電話を使うことができます。
来店（予約は不要）
→機材あり→通信確認（30分程度）
→機材なし→在庫あり→通信確認（30分程度）
　　　　　→在庫なし→取寄せ（2～3日程度）
　ニッテルコミュニケーションズ香港に関して言うと、新たな契
約の際には、データ移行やアプリの引継ぎ等のサポートも行っ
ております。

通信会社選びや契約の際の注意事項
　自宅の電波が悪い、街中で繋がりにくい等の問題が発生する
こともあります。こちらに関しては契約時にはわからないため、
結果、契約期間満了までそのまま使い続けるか、違約金を支
払って解約するしか方法はありません。そういった事態を避ける
ために、契約後にもアンテナ回線の変更ができる会社を選ぶこ

とをおすすめします。
　また、支払いの際、思っていた金額を上回っていたため、よく
よく請求書を確認してみたら、プラスαのサービスが付帯され
ていたなんてことも多々あります。言葉が理解できないからと適
当に相槌を打ってしまうと、こういった事態が発生する可能性が
高いので、十分注意してください。
　更に、契約期間満了時には、電話で更新の有無の確認がなさ
れます。その際には、必ず料金の確認を行いましょう。更新のタ
イミングで、料金が上がる可能性もあります。

その他
　自宅やオフィスのインターネットの契約でも同じことが言えます。
　また、日本から香港に引っ越してくる際に気をつけていただ
きたいのは、SIMフリーのスマートフォンかどうかをしっかり確
認してくること。国内ではSIMロックの解除が必要ないと言われ
ている場合でも、海外では必要となってくることがあります。日本
国内で契約中の会社に問い合わせる際には、必ず海外へ引っ越
すことを伝えるようにしましょう。

epis Education Centre
ウェブ：www.epis.com.hk

＜香港教室＞
住所：1/F., Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177

＜九龍教室＞（5月移転予定）
住所：Shop 144-145, 1/F, Laguna Mall, 8 Laguna Verde Ave., Hung Hom
電話：(852)2362-0221

＜わかば深圳教室＞
住所：南海大道1113-1115号 花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702

いつから使える！？ 香港の携帯電話＆通信事情
携帯電話＆通信

香港の教育事情は、日本のそれとはかなり異なる。学校の特色も様々だ。親御様たちにとって、学校選びやその後の受験事情はか
なり気になるところだろう。通学・受験事情について、香港で15年の実績！現地に根付く学習塾epis Education Centre代表・澤村
氏にお話を伺った。

通学事情
　香港には２つの日本人学校（香港校＜2018年度より小学部・
中学部併設＞・大埔校）があります。近年は、香港各地のインター
ナショナルスクール（以下、国際校）に通学する小・中学生の増加
が顕著です。国際校はアメリカやイギリス、カナダ等様々な国の
教育制度に基づいて教育が行われています。現地校も含め、香港
では小・中学生の教育に関しては、多様な選択肢が用意されてい
ると言えます。しかしながら、シンガポールや上海等のように日本
人高校は存在しません。したがって、日本の高校に進学しない場
合には、必然的に国際校に通学することになります。

受験事情
　近年、帰国生入試を実施する私立中学も増えています。帰国
生入試とは言っても、その実態は様々で、一般入試と同じ問題を
課される場合、国語と算数の試験だけを実施する場合、英語力
重視で試験を行う場合等に大別され、児童の教育履歴に合わせ
て学校を選択していくことが可能です。
　高校受験は、中学受験よりも更に多くの学校が帰国生のため
の入試制度を用意しています。私立高校だけでなく、国立高校
や公立高校も帰国生入試を実施しています。また、香港やシン
ガポールで入試を実施する私立高校の存在が、海外からの受験
をより容易なものにしてくれています。
　多くの大学も帰国生入試を採用しています。大学によって制度
の内容は様々ですが、国際校での成績、共通テストのスコア、そし
て、小論文や学力試験、面接等を総合して合否判定が行われま
す。一方で、欧米の名門大学への進学の道も開かれており、高校
生たちにとっては将来の選択肢を広げていくことも可能です。

ローカルスクール・インターナショナルスクール・日本人学校
実際に子どもを通わせているママたちの体験談

＜ローカルスクール＞
その国・地域の教育制度に基づいて教育を行う機関
　ローカルスクールでは、広東語はもちろん、英語・北京語も同
じように勉強するため、多言語習得が可能です。先生との会話
は、主に広東語か英語で行われます。年に数回の個人面談以外
は、連絡帳でのやり取りが基本で、それにより子どもの学校生活
の様子等を知ることになります。
　多国籍の生徒が集まるのは、国際都市香港ならでは。育った
環境も考え方も様々なので、いじめ等の問題は少ないと思いま
す。しかし、常に膨大な宿題と頻繁に行われる大小様々なテスト
の準備に追われ、それを支える保護者の精神的負担も少なくあ
りません。

＜インターナショナルスクール＞
外国人の子どもを対象とする教育機関
基本的に、使用言語は英語です。先生と保護者のコミュニケー
ションでは、連絡帳・メール・電話等様々なツールが使用されま
す。教科に関しては、日本のように科目として区別されているも
のもあれば、一つの事象を様々な角度から複合的に学ぶものも
あり、テキストが存在しない場合もあります。自宅学習や宿題は、
オンラインで行うことも多いです。
　ボランティア活動やPTA活動で保護者の参加が求められる等
大変な面もありますが、独特なイベントがあったりと楽しさも感
じます。

＜日本人学校＞
海外に住む日本人の子どもに対して、
日本国内の小・中学校と同等の教育を行う機関
　先生からは連絡帳・クラス便り・メール等で小まめに学校での
様子が伝えられ、保護者側からも気兼ねなく相談できます。授業
参観等も頻繁に行われるため、直接学校での様子を知る機会も
多いです。
　毎日の通学バスや各種行事に関して役員や係りを割り当てら
れ、時間的・体力的負担は少なくありませんが、環境や学習内
容、学校からのサポートには満足しており、子どもを安心して通
わせることができています。今後日本に帰国することや他国に移
り住むことがあっても、その国の日本人学校へスムーズに移行
できることも魅力の一つだと感じています。

日本とどう違う！？ 香港の教育事情と、それぞれの学校の特色
教育

＜尖沙咀店＞
住所：Rm 1804 ,18/F., Tern Plaza, 
  　　5 Cameron Rd., TST
電話：（852）3971-0804
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HKO ARIGATOO LIMITED
HKO ARIGATOO PHIL MAIDS
住所：Unit 510, 5/F., 
  　　131-132 Connaught Rd. West, Sai Wan
電話：(852)2816-7667
メール：contact@hkophilmaids.com

現在、約37万人の外国人メイドが香港で就労しており、その中でもフィリピン人のメイドは約18万人を占めている。今日まで、そし
て今後もメイドは必要不可欠な存在となっているが、香港へ赴任する駐在員や帯同する家族にとって、メイドを雇う際の不安は尽
きない。そこで日本語が話せるメイド派遣に特化したエージェント、HKO ARIGATOO LIMITEDの代表、昆久子氏にメイドを雇う際
の給与や待遇事情、雇用する際の注意事項について教えていただいた。

　物価が決して安いと言えない香港では、「結婚後も夫婦が共働
きをしながら家計を支える」という考えが古くからあります。この
考え方は、香港人と日本人の家庭においてかなり異なります。日
本人の家庭では結婚後、「子供は母親が育てるのが当たり前」と
いう考えが他国よりも強い傾向にありますが、香港では「家庭に
入る」という考えはなく、「出産後は子育てをだれかに支えてもら
う」という考えがあります。「女性が結婚または出産後も働ける環
境がある」というのは日本にはない側面ではないでしょうか。
　香港では、若い夫婦で共働きをしている家庭、子育て中の家
庭、高齢の両親のお世話が必要な家庭、中には香港のようにビ
ジネスが発達した地域では海外出張で留守にしている家庭が
メイドを雇って家を守らせているケースも見受けられます。メイ
ドに支払う給料はエージェントによって異なるというわけでは
なく、香港政府が定めた最低賃金（2018年3月現在：HKD4,410/
月）を基準にして、仕事内容や労働時間などを考慮した上で雇
用主が給料を決めます。契約内容には食費を別途支払うか、ま
たは支給することも含まれています。また雇用主側の負担で保
険加入、本国へ一時帰国するための有給休暇（2年に1度）を与
える義務があります。一時帰国の往復航空費用は雇用主側の負
担となります。契約時の内容と実際の内容があまりにも異なる
場合はトラブルになります。これらの判断が難しい場合はエー
ジェントへ相談してみると良いでしょう。
　弊社が実施したアンケート調査では、「日本語を話せるメイド

がいる」と回答した家庭は多くありませんでした。理由としては
今まで日本人の家庭向けの日本語が話せるメイド派遣に特化し
ているエージェントが存在しなかったため、出会える確率がか
なり低かったのではないかと推測しています。実際、日本語が話
せるメイドはいますが、たいていは欧米人の家庭や香港人、中
国人の家庭で働いています。初めての海外生活で直面する言葉
の壁に適応できず、奥様だけ帰国してしまうケースもありますの
で、日本語が話せるメイドがいることは仕事面だけでなく言葉
の面においても海外生活の心強い存在になってくれるはずで
す。逆にお子様の英語教育を重視している家庭では英語が話せ
るメイドが重宝されます。研修生として日本での滞在経験があ
るフィリピン人は、日本語と英語が話せるので、日本人の家庭に
はマッチングしていると思います。
　メイドの探し方には、主に２つの方法があります。1つはフィリ
ピンからの呼び寄せです。呼び寄せに関してはフィリピンからの
送り出し機関と香港側の受け入れ機関、つまりエージェントが必
要になります。もう1つの方法は、現在香港で就労しているメイ
ドが契約終了時に別の雇用主と契約をすることです。後者に関
してはタイミングが合わないと非常に難しいため、費用および
手続きの面などの違いを把握した上で、適したメイドを選ぶこ
とが重要です。またエージェントからの紹介文やレジュメだけを
鵜呑みにするのではなく、本人と直接インタビューし、細かい部
分もきちんと話したほうが良いです。なかなか聞きにくい内容

もあると思いますので、そのようなときはエージェントに相談し
てみることをお勧めします。また日本人の常識がメイドの常識と
同じではありません。もちろん、異文化に対する理解も重要です
が、まずは思いやりを持ってメイドに接することが大切です。

香港におけるメイド事情＆雇う際のポイント
メイド

ロンドン医療センター香港診療所
住所：Room 822, 8/F., Leighton Centre, 77 LeightonRd., CWB
電話：(852)2398-0808
メール：info@iryohk.com.hk　ウェブ：iryohk.com.hk

香港には、日本では珍しい家庭医が存在する。家庭医とはどんな存在なのか？　そして、香港の医療は日本とどのように違うのか？
1992年にロンドンで開院し、昨年、香港で医療サービスを開始した、ロンドン医療センター香港診療所医院長・伊原氏にお話
を伺った。

香港の医療事情
　大きく分けると、パブリック（公立）とプライベート（私立）の病
院があります。公立の医療技術は世界トップクラスですが、その
医療を安価で受けられるとあって、待ち時間もかなり長いです。
誰でもいつでも同水準の医療が受けられる日本から来ると、戸
惑うこともあるかもしれません。
　香港では、病院の使い分けが重要になってきます。命にかかわ
る緊急を要するものは公立（救急の場合は待ち時間なし）、緊急
を要さないものは私立を利用するというのが一般的です。香港人
もこのような使い分けをしており、風邪等緊急度が低いものや、
通って治す必要のあるものは予約の取りやすい私立を利用し、手
術の必要があるもの等は公立を利用する傾向にあります。
　医者の数で言うと、4割が公立、6割が私立で、私立の中でも家
庭医と専門医に分かれます。公立と私立の壁は厚く、決して連携
がとれている状況とは言えないため、最初に選ぶ病院がとても
大切です。不安な場合は、家庭医を受診し、信頼できる専門医を
紹介してもらいましょう。
　専門医は、その専門分野ではプロフェッショナルですが、患者
の家族構成や普段の生活まで把握していません。そのため、家
庭医が患者の幅広い要素を把握し、医療の提案をしていきま
す。また、家庭医には、必要のない検査や手術を抑制する役割も
あります。

香港在住の日本人が注意すべき点について
　医療の充実している香港ですが、それらを受ける前に、各自で
対策をすることも大切です。

　香港は、日本に比べ大気汚染の問題が深刻で、引っ越してき
てから気管支炎に悩まされているという方も多いため、空気清
浄機を常時使用する等の対策が必要になってきます。また、バ
スの多い大通りでは空気の汚れが激しいため、極力そういった
道を避ける、外出時はマスクをする等の工夫をしましょう。大気
汚染レベルを発信しているサイトも存在するので、それらを確
認し、大気の状態を知っておくことも重要です。夕方になると、更
に空気が悪くなるため、屋外での運動はできる限り朝、車通りの
少ない時間帯に行うことをおすすめします。
　更に、私達を悩ませるのは、夏の暑さと湿度です。高い湿度の
影響で、カビや水虫が多発するため、除湿器は必需品です。ま
た、対策の一つとして、アルカリ性ではなく、弱酸性の石鹸を選
びましょう。なぜなら、アルカリはカビの大好物だからです。

受診の流れ
　「①予約　→　②初診票の記入　→　③受診」という流れとなり、基
本的には事前予約が必要です。ただし、緊急の場合は例外で、救
急車（999）を呼ぶか、タクシーを使って直接病院へ向かってくだ
さい。
　言葉の問題ですが、安全に医療を受けられる基準として、8～
10歳程度の英語ができれば大丈夫だと考えています。ただ、医者
との会話は医療のことだけではありません。医療外のたわいのな
い会話の一部が聞き取れず、「重要なことを聞き逃したかもしれ
ない」と必要のないところで不安を感じてしまう方もいらっしゃい
ます。そういった心配のある方は、日本人もしくは日本語の話せる
医者を選ぶ、または、通訳をつけた方が安心だと思います。

病院選びや受診の際の注意事項
　私立の料金体制は本当に様々です。予想していた金額を遥か
に上回ってしまったなんてことも多々あります。そのため、事前
に大体の金額を聞いておくこと、医療保険に加入しておくことが
とても大切になってきます。なお、香港の医療現場は、比較的市
場原理に基づいており、料金と質が比例している傾向にありま
す。安かろう悪かろうではないですが、価格だけを重視し過ぎる
のも危険です。
　持病のある方で定期的な通院が必要な場合は、かかりつけ医
を決めましょう。毎回同じ医者に診てもらうことで、医者側も患
者の変化に気づきやすくなるため、何か問題があった際に対処
しやすくなります。
　また、検査を受ける際には、都度なぜその検査が必要なのか
を聞くようにしましょう。これで、必要のない検査を極力減らすこ
とができます。
　ただ、なかなか自分では判断できないことも多いかと思いま
す。そのような場合は、やはりまず初めに家庭医に相談すること
をおすすめします。家庭医は、それぞれの専門医の評判から性
格まで様々な情報を把握しており、患者との相性を見て紹介し
ています。これにより、香港においても安心・安全な医療を受け
ることが可能になります。

病気になったらどうするの！？ 香港の医療マニュアル
医療

弊社主催のセミナーに参加したフィリビン人メイド

Pocket Page Weekly 30 March 2018 No. 637 11B

香港＆広東

新生活
サポート！

海外での新生活に不安はつきもの。
香港・広東在住者必読の基礎知識を8つのテーマでご紹介！



中学～大学の中堅上位校から最難関校までに対応！
海外子女専門の学習塾

　香港で2002年に誕生した、海外子女専門の
学習塾「epis Educational Centre」。年長～高校
生までの時期を海外で過ごした子供たちの
ボーダレスな経験はアドバンテージであると考
え、その強みと個性を伸ばして、世界で活躍でき
るリーダーを育てるのが同塾の特長だ。帰国子

女入試のメリットを活かした
対策だけでなく、各々の事情や
志望、個性に合った進学プラン
も提案する細やかさも自慢。

epis Education Centre
ウェブ：www.epis.com.hk
＜香港教室＞
住所：1/F., Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
＜九龍教室＞（5月移転予定）
住所：Shop 144-145, 1/F., Laguna Mall, 8 Laguna Verde Ave., Hung Hom
電話：(852)2362-0221
＜わかば深圳教室＞
住所：南海大道1113-1115号 花様年美年広場3棟2階
電話：(86)755-2162-1702

文化や生活習慣等も合わせて教えてくれると好評！
1984年設立の語学学校

　1984年設立のパソナエデュケーションでは、
香港在住の日本人の生活がより充実したもの
となるよう、英語・広東語・中国語のレッスンを
提供している。広東語の看板プログラム「広東

語取り急ぎコー
ス」では、日本語
の流暢な担当教
師が日常生活に
最低限必要な語
彙やフレーズを

オリジナルテキストを使って教えてくれる。言
葉だけでなく、文化や生活習慣等も合わせて
教えてくれると好評だ！

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., Vulcan House, 21-23 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）、
  　　 (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk
ウェブ：www.pasona.edu.hk

様々なイベントでより実践的な会話にチャレンジできる！
創立15年以上の語学学校

　佐敦（ジョーダン）駅C2出口から徒歩2分の場
所にある「SOWランゲージセンター」。日本人の
特徴を熟知したネイティブなベテラン講師陣
が、生活に密着したオリジナル教材使用し、丁寧
に発音や文法を指導してくれる。なお、スタッフ

全員が日本語を話せ
るため、レベルやスケ
ジュールに合わせた
最適なアドバイスをも
らえる。定期的に開催

しているイベントも同センターの特徴の一つ
で、実際に市場や茶餐廳へ行き、より香港の生
活に溶け込んだ実践的な広東語会話にチャ
レンジできる。

SOWランゲージセンター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan
電話：(852)3520-2329（日本語可）
メール：streamwisdomhk@yahoo.co.jp
ウェブ：www.streamwisdom.com/jap_index.htm
Line：streamwisdom

「楽しみながら自然に身につく！」と大評判
プロフェッショナルが揃う、北角の語学学校

　「香港語言学院」は、北角に教室を構える語
学学校で、教師全員がネイティブの有資格者。
日本人教師として約30年、中文大学の非常勤

講師も務めた実
績を持つ、校長の
岩田氏自ら選び
抜いたプロフェッ
ショナルばかりが
揃う。英語・広東
語・中国語・韓国

語・日本語の5言語のコースがあり、「楽しみな
がら自然に身につく！」と大評判だ。

香港語言学院
住所：Rm 1808, 18/F., Wellborne Comm. Centre, 
  　　8 Java Rd., North Point
電話：(852)2616-4838
メール：info@hklcs.org
ウェブ：hklcs.org

香港でグルーデコを体験できる教室

　銅羅湾（コーズウェイベイ）でアクセサリーの
教室を開講し15年になるという「ジャスミン

リー」。同教室で
は、今、日本で話
題のグルーデコ®
のアクセサリー
作りが体験でき
る。単発レッスン
から日本グルー
デコ協会認定講

師の資格を取得できるコースもある。お気軽に
お問い合わせください。

ジャスミンリー
住所：1301, Fortune Center,  44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)6337-1370
メール：jasminelee_2003@hotmail.com
ウェブ：jasminelee-hk.amebaownd.com
フェイスブック：杉本 綾子

明るく個性的な教師陣が強み！
アクセスのよい湾仔にある語学スクール

　「Language World」は、アクセスのよい灣仔
にあり、英語・広東語・北京語等の各種言語
レッスンを開講している。コースは超入門から
ビジネス会話までと幅広く、レッスンは少人数
制またはプライベートから選ぶことができる。

強みは、何といって
も、明るく個性的な
教師陣だ！　入学後も
定期的なカウンセ
リングで質の高い

フィードバックをもらえるため、モチベーション
を保ち、語学力を伸ばすことができる。子育て
中の方にも嬉しい、ベビーシッター制度あり。

Language World Hong Kong
住所：Units C&D, 10/F., (ITC Bldg) Cheuk Nang Plaza,
  　　 248-250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話：(852)3460-5458、
　　  (852)9095-6137（日本語ホットライン・荒木）
メール：info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk

国際社会を生き抜く子どもたちをママが育てよう！
幼児期英語学習について学べる講座

　「語学学習習得の鍵は家庭にある」という信
念のもと、スタートした「English At Home」。初
級・中級と2種類の講座があり、家庭での幼児期
英語学習について学ぶことができる。まずはマ

マが子どもに話しかける
英語を習得し、家庭で話し
かけていこうという新しい
スタイルだ。子連れでの
レッスン参加も可能。コー
チングを通して学習を定

着させるコツや子育てのヒントも学ぶ。国際社
会を生き抜く子どもたちを育てよう！

English At Home
ウェブ：englishathome15.jimdo.com
フェイスブック：English At Home
インスタグラム：englishathomeinhongkong
ツイッター：englishathome16

＜コーズウェイベイ教室＞
＜チムサアチョイ教室＞

子どもから大人まで楽しく学べる憩いの場

　「Speakeasy」
では、英語や広
東語等の語学
学習をはじめ、

「考える力」「想
像力」「創造力」
を強化して自信
をつける学習ス
タイルを取り入
れ、子どもから

大人まで楽しめる様々なワークショップを開催
している。一人一人の成長過程に合わせたアド
バイスも行っているので、ぜひ「Speakeasy」で
課題を一緒に克服できるよう頑張りましょう！

Speakeasy
住所：1301, Fortune Center,  44-48 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2574-6256
メール：mika.speakeasy.hk@gmail.com
ウェブ：http://ameblo.jp/speakeasy-hk

21世紀に生きる力を育む！
子どもの可能性をひろげるプログラミング学習教室

　「SOMOS　Academy」は、2017年4月紅磡
（ホンハム）に開校したプログラミング学習教
室だ。「好き・楽しい」が一番の学び、という理

念のもと、ロボットを
通じてプログラミング
を学ぶカリキュラムを
提供している。授業で
は、自分たちで作製し
たロボットをプログラ
ミングをして動かし、

毎回異なる課題にチャレンジ。世界共通言語と
なりつつあるプログラミングを習得すると共
に、 楽しみながら試行錯誤し、目標を達成する
喜びや経験を培うことができる。

SOMOS Academy
住所：Shop 846, Fortune Metropolis, 
  　　6 Metropolis Drive, Hung Hom
電話：(852)3690-8200
フェイスブック：SOMOS Hong Kong

自ら学ぶ力を育て合格力をアップ！
実績ある名門学習塾

　2018年に創立100周年を迎える「駿台」はグ
ローバルな学習塾グループ。中でも、香港校は
20年以上の歴史のある海外校だ。自ら学ぶ力を
育て、柔軟な学力を身につけさせるという教育
理念「自学自修」に基づいたカリキュラムで、日

本の名門校へ
の合格者を多数
輩出し続ける。
毎日開放してい
る自習室では、

曜日を問わず、自習に励む生徒たちで溢れてお
り、「（子どもたちの）勉強への意欲が変わる」と
親御さんからの評判も高い。

駿台香港校
住所：305-308, 3/F., 68 Yee Wo St., CWB
電話：(852)2576-0383
メール：sundaihk@sundai-kaigai.jp
ウェブ：hongkong@sundai-kaigai.jp/ho

中国での生活そのものが楽しくなる！
HSK試験合格率100％の語学教室

　「耕楽語学教室」では、中国語・英語・広東語
を習うことができる。語学だけでなく、日常のあ
らゆる面への疑問にも答えてくれるため、中国

での生活その
ものが楽しく
なるというの
が特徴だ。そん
な同教室には

「HSK対策コー
ス」があり、そ

の合格率はなんと100％！　単語や文法を覚える
ための工夫がなされており、試験も難なくクリ
アできる。

耕楽語学教室
住所：広州市天河区林楽路
　　  中怡城市花園（コンコルディア）Ｆ座401室
電話：(135)3539-0673、(159)1318-6977（日本語可）
メール：koraku@hotmail.com

指導力の高さが自慢！
世界中に幅広いネットワークを誇る語学学校

　1956年に世界で初めての中国語学校として
設立されたのが「Taipei　Language　Institute

（TLI）」。北京・上海等の中国主要都市をはじ
め、日本・アメリカ・カナダにも展開する幅広い
ネットワークを誇る語学学校だ。深圳では、蛇

口と福田に校舎を構える。中国政
府認定のHSK検定準備コースが
人気で、合格率はなんと100％！
同校の指導力の高さを窺い知る
ことができる。生徒たちからの満

足度も98%と高水準を保っている。

TLI深圳語学中心
電話：(86)755-2161-8221、(183)0764-0426（日本語可）、
  　　(136)4147-9756（日本語可）
メール：tlishenzhen@qq.com
ウェブ：www.tli.com.tw 
＜蛇口校＞
住所：深圳市南山蛇口亀山路明華国際会議中心C座12楼1209A室
＜福田校＞
住所：深圳市福田区天安数碼城泰然三路天展大厦CD座3楼3D307室  
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新一年生、何から始める編【ラーニング】
香港＆広東
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香港ゴルフサークルGreen Tee香港

　当サークルでは、月一回の練習会と月一回のラウンド会を
行っています。20代後半から60代まで幅広い年齢層の方が約
50名在籍し、基本的には運動目的の参加者が多く、コンペ以外
はサークルでのスコアは管理していません。ここに楽しく遊んで
いる、ゴルフ好きな方が集まるサークルです。入会には特別な
手続きはありませんので、お気軽にご参加ください。

活動場所：西貢GCまたは中国
電話：(852)5991-2230（樋口）
メール：golfcircle.greentee@gmail.com

JAPAN DIVING CLUB Hong Kong香港

　1985年創立の香港・華南地区のダイバーが集うダイビングクラ
ブです。チャーター船でダイビングとBBQを楽しんだり、香港の大

手ダイビングショップのローカルツ
アーへの参加、ビーチダイブ、海外遠
征など様々な活動を行っています。初
心者はベテランのダイバーがフォロー
するので安心！　意外な発見も多い香港
の海、一緒に潜ってみませんか？

活動場所：西貢近海　　　メール：infojdc@jdchk.org
ウェブ：www.jdchk.org　フェイスブック：Jdc Divers

コロボックル香港

活動場所：St. Margaret’s Church（ハッピーバレー）
活動時間：毎週火曜日10時～12時
メンバー：ハイハイできる赤ちゃん～幼稚園くらいまでとそのお母さん
年齢層：１～３歳　メール：korobokkuruhk@gmail.com

　毎週火曜日に教会の広い一室を借りて活動しています。日本語
の本の読み聞かせ、手遊び歌、踊り、紙芝居、おもちゃの自由時間

など1時間活動します。1年の活動のうち、ハロ
ウィン、（サンタさんが来る！）クリスマス、また毎
月のお誕生日会など特別イベントも行っていま
す。子供もママもお友達ができる楽しい会です。

日本語プレイグループ・ノンタンHK香港

　香港の幼稚園で小さな子どもたちに指導経験がある先生を
中心に、季節感のある歌や読み聞かせ、工作などを通じて、1歳

から4歳くらいまでの子どもたちが
楽しい時間を過ごしています。日本
語や日本文化に触れる機会がなか
なか無い方や、幼稚園後に時間を
持て余してしまう方等、大歓迎です。
お気軽にお問い合わせ下さい。

活動場所：堅尼地城（ケネディタウン）　メール：nontanhk@gmail.com
フェイスブック：日本語プレイグループ・ノンタンHK

日本語プレイグループ「きらきら星」香港

活動場所：銅羅湾（コーズウェイベイ）
時間：午前クラス 水 10:30～11:30（1～3歳(目安)）
  　　午後クラス 火 15:00～16:00（2～5歳(目安)）
メール：kirakirahk@gmail.com　フェイスブック：きらきら星

　日本人ママたちによる、自主サークル形式のプレイグループ。
日本の歌、手遊び、工作、絵本の読み聞かせ等を行っています。

銅羅湾で毎週開催、月会費HKD80
～100。友達を作りたい方や子供が
時間をもてあましている方など、
みんなで遊びましょう!

香港テニス同好会香港

　香港テニス同好会では毎週土日12時ぐらいから練習を行っ
ています。年齢層も20～60代と幅広く少し体育会系のテニス

チームですが。体験プレーも出
来ますので、プレーすることが
大好きな方はお気軽に武井ま
でご連絡下さい。

活動場所：香港島　　メール：akiotakei@netvigator.com
ウェブ：https://sites.google.com/site/xianggangtenisutonghaohui
フェイスブック：www.facebook.com/groups/293311424123423

テニスサークル笑笑会深圳

　毎週日曜日（9~12時）に福田区黄木ガン網球中心でプレー、
練習とゲームを半々しています。華南地区で3月と12月に開か

れる大きい大会に向け日々練習中！
男女経験者歓迎。見学＆体験いつ
でもOK！ お気軽にご連絡下さい。

電話：186-6455-9411（こうの）
メール：ksadami@threebond.com.hk

香港日本人ドラゴンボート倶楽部香港

　香港の伝統スポーツ、ドラゴンボート。せっかく香港に来たか
らにはやらなきゃ損！　「香港日本人ドラゴンボート倶楽部」には
そんな男女数十名が集まって、ドラゴンボートを通して地域交
流、国際交流を図っています。練習は毎週末。未経験者も大歓迎

なので、少しでも興味のある方は
気軽に問い合わせてみて。体験乗
艇も随時受け付け中！

活動場所：通常練習は香港島のスタンレー近く、タイタム(大潭)洋上
メール：hkjpdragon@gmail.com　ウェブ：https://hkjpdragon.org
フェイスブック：Hong Kong Japanese Dragon Boat Club

香港日本人合唱団香港

　一緒に素敵なハーモニーを奏でませんか？　初心者の方も大
歓迎！女声は水曜日午前、混声と男声は土曜日午後に週1回練
習しています。例年、年2回のコンサートの他に香港の団体とコ
ラボすることも。年齢も経験も様々で、和気藹々と活動していま
す。その他ハイキングやウニツアーなども企画しています。

活動場所：香港日本人学校、
　　　　  天后（ティンハウ）など
メール：jp.choir.hk@gmail.com
ウェブ：https://hkjcchoir.wordpress.com
フェイスブック：hkjapanesechoir

香港日本人太極研究会香港

　香港で呉式太極拳を日本人女性中心に30年近く広める活動を
しています。参加者は、30代から40代、月4回（週1回1時間）の受講
を基本に行っています。学ぶだけでなく太極拳イベントへの参加

や、香港太極総会が発行、認定する
呉式太極拳のインストラクターの資
格も取得できます。随時初心者の参
加可能、見学＆体験可能です。

活動場所：日本人倶楽部、湾仔（ワンチャイ）、九龍（カウルーン）、佐敦（ジョーダン）
メール：hkjp-taichi@excite.co.jp　ウェブ：http://hkjptaichi.exblog.jp
フェイスブック：hkjptaichi

香港明走会香港

　走りは十人十色。本格ランナー、ファンランナー、トレイルラン
ナーまで、みんなで楽しく走っています。定期的にトラック練習、

ゆっくりランニング、ハイキングも
開催中。みんなでマラソンレース
にも出場しています。走った後にグ
ルメ、飲み会等も楽しんでいます。
初心者も大歓迎です。 ご一緒に香
港を駆け抜けましょう！

メール：hkmeisokai@hotmail.com
ウェブ：blog.livedoor.jp/hkmeisokai

香港青葉会香港

　香港の美食家ならば知っているリーズナブル＆美味しい名店
で親睦を深めています。元々は東北大の同窓会としてスタートし
ましたが、現在のメンバーは、東北にゆかりがある方やその家

族友人、来港まもない方、在住30年以
上の方、幼児から60歳以上までバラエ
ティーに富んでいます。スペシャル企
画では東北の郷土料理を味わう「芋煮
会」を香港で実現しました。

活動場所：知る人ぞ知る安くて美味しいお店　電話：(852)5134-1714
メール：satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com

国士無双麻雀サークル香港

　気軽に集まって麻雀仲間を作ってもらうためのサークルで
す。麻雀しながら悩みを相談し合ったり、麻雀仲間で一緒に日本
料理を食べたり、楽しく麻雀をしています。優しい先生が丁寧に
教えてくれるので、麻雀が打てる方からこれから覚えてみたいと
いう方もぜひお問合せください。

活動場所：尖沙咀（チムシャーツイ）
電話：(852)9037-7333（加藤）
メール：karen.katoh@gmail.com

GBC 広州ビリヤードクラブ広州

　同クラブはビリヤードを通じて広州ライフを享受し、個々のレ
ベルアップを目指すことをモットーに毎週末活動中です。未経
験者や初心者向けのレッスンも行っていますので、まずはお気
軽にご連絡ください。

活動場所：広州市天河区
電話： (86)186-2088-8503（小林）
メール：kenichik@163.com
ウェブ：www.c-sqr.net/c/gbc2016

サムライニッポン廣州野球倶楽部広州

　同倶楽部では、毎週日曜日、広州体育学院を中心に明るく楽しく
真剣に活動しています。また、華南地区軟式野球大会や広州リー

グの中心チームとしても活動しています。現在
の在籍数は25名で中学生から一般まで幅広
い年齢層の方がプレーしています。野球愛に
溢れる方、まずはお気軽にご連絡ください。

活動場所：広州体育学院
電話：(86) 136-0222-0564（末廣健作）、(86) 135-3872-6434（伊藤貴俊）
メール：samurai-gz@outlook.jp
ウェブ：http://momonga-net.com/baseball/hp/samurai_gz

ぞうごの会広州

　ものづくりに関わる人達が中心の「ぞうごの会」では、毎月1回
（基本第2土曜日）に勉強会と懇親会を開催しています。勉強会

ではご自身の持っているノウハ
ウ等をまとめて、発表をする場
もあります。自分の知識を整理
して自己成長に繋げて、皆で楽
しく学んで楽しく飲みましょう！

メール：zaowu-kanan@outlook.jp (横瀬)

深圳空手道倶楽部深圳

　琉球空手・古武術と普段は聞きなれない空手を深圳で稽古し
ています。空手は老若男女稽古できる武道です。少年部は礼儀

作法・一般部は人間の身体の効果的な
使い方を特に学びます。体験と見学は
随時受け付けています。

活動場所：深圳南山区若葉幼稚園の3階園庭
電話： (86)138-2372-8415　メール：karateshenzhen@gmail.com
WeChat：holygrail19741224
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