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　落ち着いた大人な雰囲
気の中環（セントラル）の
ノーホーに昨年11月、メキ
シコのアゲーブスピリット
のメスカルとテキーラをメ
インにした香港初のカクテ
ルバーがオープンした。メ
スカルは香港でも唯一のセレクションを誇り、他では味わえ
ないスピリッツとカクテルを味わうことができる。店内のイン
テリアは、通常想像できるようなカラフルなメキシコのイ
メージとは違い、レンガやコンクリート壁などシンプルで、メ
キシコ南東部の都市オアハカにインスパイアされたインテ

リアで照明を落とした落ち着いた
空間になっている。ゆっくりと大人
な雰囲気の中でドリンクを楽しむこ
とができる。
　同店で注目したいのはブルーア
ゲーブから作ったスピリットの「マス
カル」。もともとはメキシコの都市テ

キーラで作っていたメキシコ最古の伝統的な蒸留酒。メキシ
コのお酒としてすっかりお馴染みのテキーラも実はメスカル
の一種。テキーラはアガーベのみで作られるのに対して、マス
カルは様々なアゲーブがミックスされているのが多い。そして
なんといっても大きな違いはその製造方法。マスカルは、南メ
キシコのオアハカ州にある山岳地帯で、今でも従来の製法に
沿ったメスカル作りが行われているのだという。
　その味にも注目したい。メスカル最大の持ち味は、特有のス
モーキーな風味と使用されるアガべによって生み出されるフ
レーバーの多様さ。そのまま飲むのもいいがカクテルにも最
適。スモーキーなテイストが魅力でフルーツでインフュースさ
れているものもありカクテルに深みを与え、口の中で広がる
様々な味が楽しめる絶妙で飽きのこない特別な一杯。
　同店のバーを仕切るのは、「2016年  ドリンク・ワールド・ア
ジア &トップ10 バーテンダーオブ・ザ・バーアワード」にもノ
ミネートされミクソロジスト歴10年のJay Khan氏。気さくでフ
レンドリーな同氏との会話をカウンターで楽しむのも一つの
楽しみ方。豊富な知識と情熱一杯でテキーラ、マスカルの歴
史や味を語ってくれる。
　まずは、同店でパイナップルを皮ごと発酵させ、シナモン
を加えて瓶詰にした微炭酸でアルコール度3％の「TEPACHE 
Pineapple　&　Cinnamon」はとても爽やかで夏らしい味。ス
コールドが低いのでお酒があんまりという人でも安心して楽
しむことができる。「Horchata De Pistachio」はプレミアムテ
キーラのオチョ・ブランコ、自家製のピスタチオオイルにメキ
シコの夏の定番ドリンクオルチャータ、レモン、卵白をミック
スしピスタチオのクッキーをトッピングしたまろやかな口当

たりで飲みやすい一杯。強めが好みな人にはコーヒーの香
味、苦味、甘さが絶妙に融合した「Caffeinated　Negroni」は、
イタリアの人気カクテル「ネグロニ」をアレンジしてメスカル
やジン、コーヒーでインフュースしたベルモットとアペロール
をミックスしている。
　さっそくそんな魅力満載のスピリット、マスカルを楽しみ
に出かけてみよう。

マリリンのぶらグル巡り
香港発！！ メキシコの南東部オアハカにインスパイアされた
カクテルバー「COA」
香港発！！ メキシコの南東部オアハカにインスパイアされた
カクテルバー「COA」

飲みやすくて女性におすすめの
「Horchata De Pistachio」

強めが好きな人におススメの
「Caffeinated Negroni」

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

COA
住所：6 - 10 Shin Hing St., Central 
電話：(852)2813-5787　　　　時間：18:00～25:00
ウェブ：www.coa.com.hk　　　フェイスブック：COA

オーナーミクソロジストのJayさん

爽やかで軽い口当たりの
「TEPACHE Pineapple & Cinnamon」

レンガやコンクリート壁を使用した
ラスティックでシックなインテリア
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

一樂燒鵝(Yat Lok)
住所：G/F., 34-38 Stanley St., Central
時間：月～土 10:00～21:00、
  　　日 10:00～17:30

　1957年の創業以来、家
族で開発したレシピの味
を守り続けている店。人
気店になった今でもメ
ニューの価格は手頃に抑
え、その味と謙虚な姿勢
はアメリカの著名作家でシェフのアンソニー・ボーディン氏が賞
賛したことでも知られる。定番料理の骨付きモモ肉のロースト
ヌードル添えはブロンズ色の皮に覆われたジューシーなガチョ

ウのローストと、控えめな味付けの春
雨ヌードルの相性が最高だ。

　1942年にオープン
し、数々の著名人に愛
される老舗。1日に数百
羽が提供されるという
ガチョウのローストは
脂っぽくなく、ジュー
シーで風味豊か。もう1
つの看板メニュー、甘
酸っぱい生姜と頂く
ピータンも絶品。

広東料理の代表格、
ローストダックは香港の名物料理の1つ。

今回は食べれば幸せな気分になること間違い無しの、
絶品ローストダックが頂けるお店をご紹介しよう。

香港グルメの大定番

一 樂 燒 鵝

口利福(Ho Lee Fook)
住所：G/F., 1-5 Elgin Str., Soho, Central
時間：月～木、日 18:00～23:00、
  　　金土 18:00～ 00:00
ウェブ：http://holeefookhk.tumblr.com

　受賞歴のある著名シェフ、ジョウェッ
ト・ユウ氏が手がけるフュージョンテイ
ストのモダン・チャイニーズのお店。
フェニックスやドラゴンの壁画や、麻雀
をイメージしたタイルで飾られた店内
はセンシュアルで雰囲気満点。伝統的
な広東料理はもちろん、マリネなど西洋
料理の技法も大胆に取り入れたメニューの数々は秀逸。ロースト
ダックはスターアニス、胡椒、ジンジャー、桂皮などのスパイスを
使ったタレに漬け込み、しっとりと風味豊かに仕上げている。

口 利 福

裕記大飯店(Yue Kee)
住所：G/F., 9 Sham Hong Rd., Sham Tseng
時間：11:00～23:30

　ローストグースと
いえばこの店の名前
を口にする人は多
い。素材へのこだわり
は強く、中国全土から
ガチョウを仕入れる
ほか、広東省に自前
のガチョウ飼育場まで所有しているという。炭でローストしたガ
チョウは、印象的なスモーキーな味わいと香りが自慢。郊外の海
辺にあるにも関わらず、お店には連日たくさんのファンが訪れる。

裕 記 大 飯 店

卅二公館(Mott 32)
住所：Basement, Standard Chartered Bank Bldg., 
　　  4-4A Des Voeux Rd. Central, Central
時間：12:00～15:00、18:00～23:30
ウェブ：www.mott32.com 

　広々とした店内はインダス
トリアル・シックなチャイニーズ
アートと磁器の装飾、螺旋階段
とアーチ型の天井が特徴的な
ドラマティックな空間。ジュー
シーで美味しいと評判のロー
ストダックは、ランチのみの提
供となっている。

卅 二 公 館

鏞記酒家（Yung Kee）
住所：32-40 Wellington St., Central
時間：11:00～23:30
ウェブ：https://yungkee.com.hk

鏞 記 酒 家

美味しい
ローストダックを
食べられるお店5選

美味しい
ローストダックを
食べられるお店5選
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Sorrento 

香港

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 3DK　 1465 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（月　額） HKD46,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 3LDK　1236 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（月　額） HKD30,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR九龍（カオルーン）駅

（間取り） 2LDK　 836  sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 駅直結、スーパー近く

（月　額） HKD37,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR西湾河（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　 1311 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き

（環　境） 海景

（月　額） HKD55,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR太古（タイクー）駅

（間取り） ３LDK　1034 sq ft.

（室　内） 家具・家電付き、内装綺麗

（月　額） HKD44,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852）2836-0760
広州（86）20-3877-0041

Grand Promenade

The Orchards

Royal Peninsula

Laguna Verde

H
o
n
g
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g
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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) 755-2511-4770
深圳市南山区海岸城東座225号
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香港＆広東

香港香港＆広州

　こんにちは!　そろそろ日本の大型連休・ゴールデンウィークが近づいてきまし
たね！　今年は4月28日~5月6日までとかなり長いゴールデンウィークになりそう
です!　日本のご家族やご友人が香港に遊びに来るなんて方も多いのではない
でしょうか?!
　ただ香港はそんな休日など関係なく通常運転...仕事に学校と忙しくて観光に
つき合うことが難しい...。心配なかれ!　パンダバスには毎日催行(最少催行人数2
名)している香港観光ツアーがございます。日本語ガイドと専用車で観光地を効
率良くご案内!　パンダバスのガイドが付きっきりでご案内しますので安心してお
仕事に集中頂く事が出来ます!　観光が終了するのが大体17時頃なの

でお仕事が終了してから合流、その後一緒にご夕食、その後はオープントップ
バスで1時間のナイトドライブ!!　ご家族・ご友人も充実した香港旅行をお楽しみ
頂けること間違いなし!!

嬉しいグループ割りプラン・早割プランもあります♪
☆詳しい詳細はWEBよりご確認ください☆

Panda Travel Agency Limited.
電話：(852)2724-4440 (9:00-18:00) 日本語でどうぞ
ウェブ：www.pandabus.com/hkg　メール：hkg@pandabus.com
住所：Rm. 507-508, 5/F., East Ocean Ctr., 98 Granville Rd., TST
LINEで気軽にお問い合わせください。（ID：@wcd7181u）
FACEBOOK、インスタグラムもチェック！！
フェイスブック：@PandabusHongkong　インスタグラム：pandabus_hongkong

週末パンダ散歩♪週末パンダ散歩♪

LINE

広東

香港深圳香港
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先日ある方がこんなことを言ってました。
「何不自由ない家に育ち、何をしてもいいと言われ、恵
まれてるのに何もできない自分を責め続けてきた。私
は長い間生きる屍だった。」
とてもよく理解できる気がしました。
人はみな、誰かの役に立ちたい。自分の持っている能
力で誰かの役に立てる場所を探している。

昔は、歌が上手い人は歌を歌い、おしゃべりが上手な
人は語り、
踊りが上手な人は踊って、
人々の中で生きる役割を果たしてきました。
けれど、今の日本という国はあまりにも豊かで、何もし
なくても生けていけてしまう。
だから、誰もが完璧な姿を追い求め、少しでも外れた
人をパッシングする。
TVでは毎日誰かの小さな過ちをみんなで議論して責
め立てている。
子供のイジメはそうした大人の世界を模倣したもので
ある気がしています。

私自身も幼い子供を育てていた時代、満たされている
のに、どこか空虚でした。
全てが面倒に感じていました。

役所の手続きも、学校からの諸連絡も、買ってきたもの
を冷蔵庫に入れることすら面倒でした笑
生きている実感がなかった。

それを口にすると
「皆んなそうだよ。」
「贅沢病だね。」と言われ、
口にしなくなりました。

全てのことは私でなくてもできることだと思っていた
し、そんなどうでもいいことで1日が終わっていくことに
虚しさを感じていました。
「あ～あ～つまらないことで忙しい～♪」
曲まで作ったほどです笑

もしも今私と同じように、全てが面倒だと思っている人
がいたなら、大切なもの、大切な想いがないからなの
かもしれかい。
そこはあなたのいる場所ではないのかもしれない。

こんなに恵まれているのに。
文句をいうと罰があたる。

そうではなくて、
恵まれている私たちだからこそ、できることがあるはず。
見える景色があるはず。

まずは行動してみてください。
やりたいと思ったことを形にしてみてください。
この世はゼリー状の大きな球であなたが「押す」と、全
てに繋がり、遠く反対側が「出る」のです。全ては繋がっ
ている。

日本のパスポートは世界で一位180か国訪問できる
「信頼」のパスポート。

1人当たりの富が最も多い国。
長寿大国。

先人がつくってくれた基盤なら、それをあたため、花開
かせていきましょう。

あなたが世界をプニッと押すことで、どこかの国の誰か
がクスッと笑うかもしれない。

そして、その姿をあなたの子供はちゃんとみています。

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75回 世界を押してみませんか？

ライフ（香港・広東共通）
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第73期・順位表

チーム名
サンダース

オオゼキ

カイザース

ドリームス

コンポードー

パイレーツ

ベアーズ

ロイヤルズ

ツナーズ

サクラ

ブレーブス

アタッカーズ

エンジェルス

イーグルス

勝率
1

0.818

0.818

0.667

0.600

0.545

0.500

0.500

0.455

0.364

0.333

0.273

0.182

0.154

差
0.0

1.0

1.0

3.0

3.5

4.0

4.5

4.5

5.0

6.0

6.5

7.0

8.0

9.0

第73期　第22節　4月8日

     勝ち組コメント
　人数不足に悩む我らがイーグルス。今日も9人でエンジェルスさんと
の試合に臨みました。試合は、冨安監督の逆転スリーラン、中原さんの
タイムリー、守備面ではエラーなし、わずか3失点、特にサードで堅守を
見せてくれた安藤さんのプレーが目立ったゲームとなりました。

     負け組コメント
　初回に石川、2回には田川にも待望の初本塁打が出て盛り上がる
が、後続が続かず。好投を続けていた木原も3回に3点本塁打で逆転
を許す。石川が適時打を放ち一度は追いつくが、4回には四球が絡み
8失点。なんとか奮起したい打線も反撃ならずそのまま試合終了。残
り2戦は、次につながる戦いを見せたい。

イーグルス
エンジェルス

勝利投手：吉富
敗戦投手：崎川

HR：富安

HR：石川、田川

0
1
0
1
3
1
8
0

11
3

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　リーグ最強打線のオオゼキさんとの1戦。試合は中盤まで1点を争う
投手戦であったが、2度の満塁のチャンスに主砲・吉原の2塁打、切り
込み隊長・丸山の満塁HRで試合を制した。投げては投神・金塚が1試
合平均得点17点のリーグ最強打線に連打を許さない剛球で封じ圧巻
の勝利！残り4試合も一丸野球で勝利するぞ！

     負け組コメント
　11戦目は強豪サンダースとの対戦。中盤までは両者一歩も譲らない投
手戦でしたが、3回のピンチに突きこまれ大量失点！　オオゼキの攻撃は相
手投手のナイスピッチングにより大量得点が奪えないまま、結局5-11の大
敗でした。まだリーグ戦は終わっていませんので残り試合を全勝するぞー！

サンダーズ
オオゼキ

勝利投手：金塚
敗戦投手：久下（兄）

HR：丸山

HR：

1
1
1
1
4
1
5
2

11
5

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　現在5勝5敗勝ち越しを賭けたサクラ戦。ここ先発で連勝中の志賀
は4回まで3失点に抑えるナイスピッチング、打っても3回に逆転の3
ラン本塁打と大活躍！　しかし5回表に相手強力打線に捕まり6失点。3
点を追うパイレーツも粘り3連打で1点返す。その後2アウトを取られる
が何と時間切れとなり5回表裏は無効となり勝利をつかむ！

     負け組コメント
　櫻レギュラーショートのマイクと、今年打撃好調の出水の帰任が決
まり、何としても勝ちたい櫻は僅差でパイレーツに食らいつく展開。粘
りのピッチングをする大谷を援護したいと、3点ビハインドで迎えた5
回。出水の同点打などで大逆転するも、その裏なんとタイムオー
バー。。。5回が幻でゲームセット。

サクラ
パイレーツ

勝利投手：志賀
敗戦投手：大谷

HR：

HR：志賀

2
2
0
0
1
3
0
1

3
6

1       2       3       4       5       6       7       8       9      計

     勝ち組コメント
　ここまで3連勝中のロイヤルズ。正投手を欠く中で強豪ツナーズ戦。
初回に7点を失うも、1番、畦地から始まる切れ目の無い打撃で一挙9
点を挙げ2点リードを奪う。3回には同点に追いつかれ、なお2死満塁
のピンチに、抜ければ一挙逆転となる鋭い打球を、サードの赤石が体
を張って捕球。そこからリズムを掴み、気づけば13対18で乱打戦を制
し、破竹の4連勝！

     負け組コメント
　萩原監督新監督のもと、新加入の和泉さん含め12名にてロイヤル
ズさんと対戦。下山の本塁打筆頭に16安打13得点をあげるが、相手
打線に一歩及ばず敗戦。シーズン5勝6敗と負け越しとなる。次戦で勝
率5割にもどしていきたい。

ツナーズ
ロイヤルズ

勝利投手：向井
敗戦投手：杉山

HR：

HR：畔地、木俣

7
9
0
0
2
3
1
2
3
4

13
18

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)

深圳

ライフ（香港・広東共通）
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北京語、広東語の個人授業
経験豊富な家庭教師が北京語、広東語
を教えます。マンツーマンの個人授業
で、生徒様のレベルに合わせ、日本語
で分かりやすく教えます。初心者大歓
迎。時間は生徒様のご要望に合わせま
す。土日も授業可能。
詳細は znjkklcs@sina.com
ジュディまで、お気軽にお問い合わせ
下さい(日本語でどうぞ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 玩玩玩飲飲飲食食食！！！
20代・30代を中心に活動しています。人
狼会・B級グルメ美食会・はしご酒・大人
の鬼ごっこ、ワインテイストなど。去年は
香港でボードトリップを開催しました！！
Wechat ID：haiguikizuna
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  香港ソフィア会（上智大学）

上智大学、上智大学短期大学部、上智
社会福祉専門学校、聖母看護学校に
ゆかりのある方はお気軽にご連絡くだ
さい。深圳、広州など広東省在住の方
や出張などで香港お立ち寄りの方も
大歓迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
　　　 （松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
少年少女サッカー部員募集！

経験豊富な家庭教師が北京語、広東
語を教えます。マンツーマンの個人授
業で、生徒様のレベルに合わせ、日本
語で分かりやすく教えます。初心者大
歓迎。時間は生徒様のご要望に合わせ
ます。土日も授業可能。
詳細は znjkklcs@sina.com
ジュディまで、お気軽にお問い合わせ
下さい(日本語でどうぞ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サッカーチーム【JFC】発足！　少年少女メンバー募集!!
少年少女サッカーチームJFC発足！　各
年代にJFA公認 C級コーチ多数在籍。定
期的に対外試合あり、PLAYERS FIRSTを
合言葉に子供達の成長を共に楽しみま
しょう！　随時トライアル受付中
場所：香港島、九龍のグラウンド　                                                                                          
活動日：毎週土曜日午前中
対象：年長～小学生
連絡先:jfchk@googlegroups.com　
ウェブ：www.c-sqr.net/c/jfc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人ドラゴンボート倶楽部は、
男女数十名のメンバーで毎週末海上
練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？ もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。宴会本部長より
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港長崎県人会
香港長崎県人会は九州の他の県人会
の皆様とご一緒に、九州人会を年に２
度ほど開催している中で、最近は長崎
県上海事務所の御支援も頂く事が出
来、活動を活発としたいと考えていま
す。長崎御出身、長崎の学校で学ばれ
た皆様、長崎にゆかりのある方々、是非
ご連絡を頂ければ幸いです。
連絡先：npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com
  　　  （担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会
で、奇数月の8日前後に約20名で勉強
会をしています。お昼の時間に各業界
から1名、ビジネスで役立つ香港・華南
の最新状況のスピーチを頂き、会社経

営、管理、自分開発に役に立てて頂きた
いと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日本
人ママたちによるプレイグループです。
友達をつくりたい、子供が時間をもてあ
ましているなど、一緒に皆で遊びましょ
う！ 2つの姉妹クラスで活動しています。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00
場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)
連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
メール：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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OCSスタッフ募集
OCS香港では主に日本人顧客対応のカ
スタマーサポート、セールスサポート部
門の日本人スタッフを募集しておりま
す。香港人スタッフと調整できる英語力
が必要。香港で就労可能なビザ所持者

（無い方は応相談）
お問合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：852-9183-7722
メール: sub@ocs.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 北／広／日／英語の教師募集

北京語、広東語、英語又は日本語を教
えた経験がある方をパートタイムで募

集しています。日本人の方及び香港人
の教師も急募しています。まず履歴書
をファックスまたはEメールで送りくだ
さい。詳細はお電話にてお問い合わせ
いただけます。
電話：(852)2375-1342  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SAGRANTINO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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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！
転勤の為、部屋を中途解約する事にな
り、急ぎ次期入居者を探しています。入
居可能時期は5月中旬。
家賃HKD37,000  間取り 3LDK
家具・家電付き、クラブハウス完備。
MTR太古駅、AEONに近接した、
とても便利なマンションです。
部屋の内覧は前日までに要連絡。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
新築マンション入居予約受付中！

西湾河の完成間近の単身者向きマン
ション 「 ISLAND RESIDENCE 」
Studio-1LDK 面積net238-393sqf
家賃HKD14,000-19,000
クラブハウス、プールも完備。
MTR西湾河駅近接、トラム通り
沿いの立地です。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

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。）

　2017年5月7日、香港代表団は中華人民共和国全国運
動会（通称全運会）という4年に1度行われる中国最大の
スポーツの祭典に出場した。全運会とは、中国国民にとっ
てはオリンピックよりも重要な大会と言われており、本大
会で優勝すると中国の平均年収の約1年分のボーナスが
与えられるそうだ。そのため、各省ごとに4年に1度の本大
会に向けて強化を行っている。また中国野球リーグとは、
この全運会まで各省の野球を継続させ、強化を図るため
に発足し、運営されているそうだ。こういった意味で言え
ば、興行として成り立つプロスポーツとは感覚が違う。
　今回の全運会予選には香港を含む10チームが参加して
おり、各省でチームとして運営していくには十分な人数と
チーム内で切磋琢磨できるレベルに達していた。これは、

イランやパキスタンなど
の発展途上国で運営さ
れている「国レベルの野
球」が、中国では各省に
て行われている印象
だった。野球の発展途上

にある国では、トップ選手の数が限られているためチーム
内での競争がない。また、先発メンバーの一人でも何らか
の理由で離脱してしまえば、戦力が大幅にダウンし、戦えな
いレベルに陥ってし
まう。さらに、日常の
練習ではコーチ兼
任選手になることが
多く、自分の練習へ
時間を削ぐことが難
しくなる。
　こうした負の連鎖と常に隣り合わせにある国々に対し、
政府の支援・主導のもと運営され、年間を通して十分な数
の選手達が野球に打ち込んでいる中国。改めて、中国大
陸の大きさを痛感し、現在アジア4強（日本、韓国、台湾、中
国）に居続けられる理由を、身を持って実感した。
　開幕前の練習では、何人かの中国人スタッフに日本語
で話をかけられた。日本人の指導者がいた時代に通訳を
していた方や日本で学生時代を過ごし、今は審判をされ
ている方との出会いもあった。中国国内の野球は、練習を

見る限りアメリカナイズされている印象は受けなかった。
アメリカ・メジャーリーグのデベロップメントセンターが
あると聞いていたので、アメリカ人との出会いもあると想
像していたが、中
国国内リーグの指
導者やスタッフに
アメリカ人は含ま
れていなかった。
私としては、前回
のWBCでもアメリ
カ人監督が中国系アメリカ人を率いて参加していたの
で、もっとアメリカナイズされた野球をするのかと思い
込んでいた。
　中国国内の各省のチームでは、韓国と台湾の外国人指
導者が中心となり指導しており、試合前の練習もアジアの
野球らしくシートノックが中心に行われていた。試合前の
打撃練習では、自軍ベンチ前のベースから自軍サイドの外
野へロングティーをするという練習をしており、初めてみる
練習だった。各国のリーグにある、試合へ向かう準備や仕
来りの違いは私が毎度楽しみにしている発見でもある。
　香港代表は、開幕前の全体練習も順当に終え、開幕戦
に向けてミーティングを行いチームとしては最高の雰囲
気で仕上がっていた。　

（次号5月4日は「最高のスタート」）

私がみた中国野球

著者プロフィール

 
2015年2月にイスラマバード（パキスタン）で行
われた西アジア野球選手権にイラン野球代表
監督として、チームを2位へと導く。同大会後、パ
キスタン代表監督に就任。2015年9月に台湾で
行われた「第27回 BFA アジア選手権」では、監
督としてパキスタン代表を率いた。
2017年2月、香港野球代表監督に就任。色川冬
馬をもっと知りたい方は「色川冬馬」で検索、講
演依頼はtoma@hotmail.co.jpまで。

  侍ジャパンオフィシャルサイトニュース・コラム
  → www.japan-baseball.jp/jp/newsVol.20

photo by ©松橋 隆樹
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　官能的なヌードやチャーミングな女性を描いた絵画で著
名なオーギュスト・ルノワール(1841～1919)は、世間に知ら
れているより遥かに複雑かつ思慮深い画家だった。印象派
芸術の創設メンバーだった彼だが、1877年以降は印象派
展への出展をやめ、80年台から晩年にかけては、パブロ・
ピカソのようなアバンギャルドの巨匠に影響を与えるよう
な、モニュメンタルでクラッシックなスタイルを確立した。
　若い頃から豊かな才能を持っていたルノワールは、磁
器工場で働いていた頃にはデザインを任され、デコレー
ション・ファンに絵を描くなどしていた。1862年、美術を学
ぶためにパリに引っ越した彼は、共に印象派の中核とな
るフレデリックバジール、クロード・モネ、アルフレッド・シ
スレーなどに出会う。1864年までルノワールはサロン・ド・
パリに作品を展示していたが、フランス・プルシアン戦争

の混乱もあり、10年ほ
ど注目を集めること
はなかった。
　1881年と82年にル
ノワールはアルジェリ
ア、イタリア、プ ロ
ヴァンスへ旅に出か
け、彼の芸術と人生に
大きな影響を受ける
ことになる。印象派的
技法の体系的な使用
はもはや彼の作品に

とって十分でなく、対照的な色を用いて細かく筆を使う画
法は、皮膚の魅力的な効果を伝えることができないと確信
したのだ。また他の印象派画家達にあまり使われることの
なかった黒は、特定のケースにおいて作品に著しい影響
力を持ち、他の色に大きな力強さを与えるということも発
見した。
　イタリアへの旅で彼は、描写の美しさ、形を定義する明
確な線の純度、そして身体の柔軟性とモデルの美しさを
高めるべく使用される、滑らかな描写の表現力など、ラ
ファエロや古典主義の特徴を発見した。同時期に彼は

チェンニーノ・チェンニーニの書いた”「芸術の書」（IL 
LIBRO DI ARTE）”を読み、ますます彼の新しい考えに対す
る意志は強くなった。彼は次第に以前から疑問を持ち始
めていた印象派に否定的な思いを持ち始め、芸術におい
て一時的なものを追求するのは間違っていたと認識する
ようになる。
　彼の印象派に対する反発は1890年頃まで続いた。プロ
ヴァンス、マルセイユ、マルティーグなどフランス南部を訪
れ、太陽がさんさんと降り注ぐその気候に癒やされたルノ
ワールは、セーヌ川のほとりに代表される、印象派のテー
マからの決別を決めた。南フランスは彼に色彩と官能的
なシーンのひらめきをもたらし、同時に南仏の恵みに満
ちた自然らしさは、古典主義の指示に対し、改めて忠実な
遵守から出発したいという希望を彼に与えた。彼はその
地で芸術の本能的な新鮮さを取り戻すことに成功し、花の
絵のようなみずみずしい健全さをたたえた浴室の裸婦な
どを描いた。
　生活にゆとりができるようになった1890年、彼はアリー
ヌ・シャリゴと結婚。1892年にディーラーポール・デュラン
＝リュエルが開いたルノワールの回顧展は大成功を収
め、画家としての未来は保証された。その時代の彼の作品
は彼の新たな安定と、未来への信頼を反映している。

ハルのプロフィール
香港在住2年目の主婦。家にいるのが好きで、コーヒーを飲みながら録
りだめた日本のドラマを見るのが楽しみ。毎晩のビールがやめられま
せん(笑)人の目を気にしない？自由な香港人を見ていたら気が楽になり
ました。

　こんにちは！ハルです。今回で3回目となる「心の健康」です。
　前回ご紹介した「心の病気とはどんなものがあるのか？」の後半です。

・統合失調症
自分の心や頭の中をまとめるのが困難になり、「幻覚」や「妄想」などの症状があらわ
れる。

・認知症
正常に働いていた脳の機能が低下し、記憶や思考への影響がみられる。

・パーソナリティー障害
周りの大多数の人とは違う反応や行動をすることで、本人が自覚し悩んでいる、または
本人に自覚がなく周囲が困っている状態。

・発達障害
生まれつき脳の一部に障害があり、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障
害(ADHD)、学習障害、チック障害などが含まれます。

・PTSD
強い精神的ショックを受け、時間が経っても恐怖感が続いたり、その瞬間がフラッシュ
バックする症状。

・性同一性障害
生物学的性別と、自己認知・自己意識が一致しない状態。女性なのに「男性として生き
たい」と思ったり、自分の性別に嫌悪感を抱くなど。

・てんかん
突然、意識を失う発作をくりかえす病気。脳の一部の神経細胞が、一時的に異常な電
気信号を起こすことにより生じる。

・適応障害
その人にとってストレスとなる事柄によって、普通の生活が送れないほど情緒面・行動面
で異常をきたしてしまう状態。

　認知症が心の病気？と思いませんでしたか？単に「物忘れ」だけでなく、憂うつになっ
たり、外へ出るのを嫌がったり、被害妄想などの症状が現れることがあります。性同一性
障害はドラマなどで見たことがあったので知っていました。近頃は「多様性」という言葉
もよく耳にするようになり昔よりは受け入れられているように思います。ですが日本では同
性同士の結婚は認められていないため、性別変更手術を受けないと結婚はできないの
が現状です。
　きっと、ここで挙げられていない病気がまだあるかもしれません。まだ世の中の人に認
知されていない病気もあるでしょう。
　心の病気は誰しもがかかる可能性があります。自分には関係がないと思っていても、
何かがきっかけで日常が変わってしまうこともあると知っていてほしいです。私の姉もあ
る日突然、なんの前触れもなく電車に乗れなくなりました。それから10年いまだに乗ること
はできません。パニック障害についてはまた今度お話しします。

　さて、4月を迎え、新しく赴任してきた方も多いのではないでしょうか？新しい環境は、不
慣れなことをするストレス、緊張感、不安感、期待感…など様 な々心の変化が現れます。
そして自分でも気付かないうちに疲れをためてしまうことがあります。大事なのは自分に
合った発散法を見つけることです。次回は、ストレス解消法についてです☆

 Vol. 102ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong Daily LifeHong Kong Daily Life香港在住日本人主婦が綴るリレー     エッセイミニ

Vol.３
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心の健康

ライフ（香港・広東共通）
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1.無難なものにしない
　あなたの愛する人がそれらの花が大好きな場合は話は別だ
が、バラやすみれの花言葉が…というようなラブレターの定石
は忘れて、具体的でオリジナルな内容を考えよう。”あなたの愛
は私は幸せにする”というようなぼんやりとした表現は、母親か
ら子犬に対してまで誰にでも使えてしまう。

2.ポイントを押さえる
　遠回しな表現はあまりお勧めできない。古典的なポエムは
冗長過ぎて、読み終わる頃には内容を忘れてしまう。皆そんな
時間は無いのである。現代においてそんな言葉を贈れば、苛つ
かせてしまう可能性すらある。誰かを素敵だと思ったなら、それ
を迷わず伝えるべきだ。

3. 2人の間の何かについて言及する
　これは文章にキュートさや特別さを加えるための、重要なポ
イント。パートナーと一緒にしたことについて述べるだけで、そ
の文章は他の誰でもない、あなた達のためだけのものとなる。

4.周りの世界に目を向ける
　月、星、海など、母なる自然は詩的な表現や愛へのインスピ
レーションに満ちている。世界中、日中も、日が暮れても、どこで
もいつでもだ。何の言葉も思い浮かぶ気がしない時は、これら
のものを比較したり、対比の対象としてみるのはどうだろう。

５.韻を踏むか、踏まないか
　自然に韻を踏むのは問題ないが、韻のないポエムも存在す
るのだから、無理にする必要はない。
　心からの言葉であるのなら、大切な人はあたたかい想いを
感じてくれるだろう。もしそうならなかったら、彼らにも感情を
文字で表現することを勧めてみるといい。

URL: www.interflora.co.uk/blog/how-to-write-a-love-poem

ラブレターの書き方
　愛する人に気持ちを伝えたい時、言葉の選び方に迷った経験はおありだろうか。
　時代の変遷により、手段は昔ながらの手紙からEメール、SNSに変わりつつあるが、
悩んでいるのは皆同じ。自分ならではの、相手のためだけの言葉を見つけるための
公式になるかは分からないが、以下のヒントをバレンタインカードや結婚式の手紙、
特別な人への愛情表現などといった場面で、あなたの愛の表現に活用してみてはい
かがだろう。

21Pocket Page Weekly 20 April 2018 No. 640
B

香港スクール



香港

　中国でキャッシュレス決済は既に人々の
生活に広く溶け込んでおり、最も普及して
いるモバイル決済処理企業であるAlipay
とWeChat　Payは、戦略の矛先を海外に向
け始めた。最初のターゲットは、海外にい
る中国人観光客と居住者。2社は通常の銀
行サービスやクレジットカード利用が難し
いアジアの発展途上国にもサービスを提
供する可能性を秘めた、中国発のフィン
テック・リーディングカンパニーである。
　いまや中国は、デジタル決済で世界をリードする存在だ。Alipayが
取引と支払いを処理するためにQRコードを採用して以来、中国のモ
バイル決済業界は著しい発展を遂げた。さまざまな販売活動におい
てQRコードをスキャンし、携帯電話およびデジタルでの決済を処理
する形態を発展させてきたからだ。これらのセールスポイントは、中
国の顧客の銀行口座に直接リンクされていることだ。
　中国のコンサルティンググループの報告によれば、QRコードの導
入により、2013年から2016年にかけてモバイル決済業界の規模は1.2
兆元から58.8兆元に増加したという。14億人を超えるこの市場におい
て、テンセントHD（WeChat　Payを保有）とアント・ファイナンシャル

（Alipayを保有）は、それらの取引の実に92％の市場シェアを占める。
アリペイは、2017年11月の独身の日に、毎秒実に256,000件の取引が
処理されたと発表した。
　Whartonのディーン・ガレット氏によると、中国のモバイル決済の拡
大は日本などの他国より利益率が高く、中国の規制が西洋に比べて

発展していないため、新規のプレーヤーが革新と
飛躍のチャンスを掴むことができるのだという。
Alibabaは、販売、支払い、配送、マーケティングまで
を扱うエンドツーエンドのビジネスを展開してお
り、同社にとって相互的作用と自社の業務資源を活
かし、モバイル決済業界へ進出することは自然な流
れだったのだろう。
　中国の消費者支出の多くを構成するのは若い世

代であり、特に定期的にインターネットを
利用し、買い物をする35歳未満の人々で
ある。これがアメリカの場合、クレジット
カードやデビットカードが普及している
ため、パソコンから買い物をすることも多
く、選択肢も豊富なため、彼らをモバイル
決済プラットフォームに誘導することは簡
単ではない。
　中国のモバイル決済市場は、米国のモ
バイル決済市場の90倍以上とされる。人

口が14億人以上、58％の人々が1つ以上のスマートフォンを所有し、
携帯電話で処理される支払い件数は96.88％にのぼる。その数は、
83.6％の携帯電話ユーザーのうち、56.8％しかスマートフォンを所有
していない日本に比べて明らかに高い。
　AlipayとWeChat　Payは、7カ国に跨る地域の決済プラットフォーム
や他の企業と提携することにより、東南アジア地域で積極的に活動し
ている。Alipayは現在、香港、
タイ、フィリピン、インドでロー
カルのモバイル決済サービス
を提供しており、間もなくアジ
ア全土に展開する予定だ。
　2017年末時点でAlipayは、
すでにこれらの地域で2億800
万人のユーザーを取り込み、中国でのユーザー数も5億2,000万人と
なった。WeChat　PayのTencentもマレーシアで決済サービスを通じ
て現地取引を可能にするライセンスを取得し、今年からサービスを提
供する予定でいる。
　2017年8月、日経はAlipayが観光客や訪問者で成功を収めた日本
向け市場決済プラットフォームを間もなく提供すると発表。事実、
Alipayネットワークの販売者、デパート、ベンダーは、2018年に4万
から4.5万に拡大する見込みだ。財務担当者曰く、同社は日本のユー
ザー向けにAlipayの拡張と開発に協力するパートナーを募集してい
るという。
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