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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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

JAC 香港専門職/コンサルタント 深圳
RMB

20K～25K
新規オープンコンサルティング会社での営業
及び会計・監査・税務に関する実務。CPA保
持者。北京語必須。

JAC 香港
生産管理・品質管理/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

35K～50K
（応相談）恵州

工場運営に関するマネジメント業務全般。工場
の生産現場におけるマネジメント経験、及び北
京語必須。

JAC 香港
生産管理・品質管理/
メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
25K～35K東莞

日系EMS企業での基板ASSY、完成品ASSY
等の製品品質及び、部品品質管理。語学不問。

JAC 香港営業・販売系/
コンサルタント 香港/九龍

20Kまで
（応相談）

日系企業向けのWebマーケティングの営業職。
BtoB向けの営業経験は必須。

香港 18K JAC 香港独立系投資顧問会社でのカスタマーサービス。
日本人顧客担当。アドミ業務。英語必須。

JAC 香港20K～25K香港 日系物流企業Air部門での営業（香港、華南地
区での新規開拓営業）。経験者。英語必須。

JAC 香港30K～35K香港/九龍

外資系物流会社の日本人カスタマーサービス
募集。職種経験不問、物流業界経験は必須。英
語必須。残業時間が少ないワークライフバラン
スの取れる環境。

JAC 香港サービス系/外食・フード 25K～28K日系外食チェーン店のオペレーションマネ
ジャー候補。海外における当該業務経験必須。

香港/香港島

香港/香港島

25K～27K

外資系ＩＴネットワーク通信会社より日本人
ネットワークサポート担当者の募集。社内向
け、特に日本向けサポートに重点を置き、出張
が3ヶ月に1度ある予定。

JAC 香港専門職/コンサルタント 60K～70K香港/香港島
外資系会計事務所のリスクコンサルティングチー
ムマネジャー募集、会計士資格、英語必須。リスク・
内部統制専門チームの配属となるため多国籍環
境での従事。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

営業・販売系/
物流・倉庫

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

JAC 香港技術系（IT・通信）/IT・
通信・インターネット・ゲーム

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

20K香港 日系コンサルティング会社でのカンパニーセ
クレタリー、日本人顧客対応。英語。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

20K～25K香港 日系コンサルティング会社での記帳代行、日本
人顧客対応。英語必須。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/香港島 60K日系化粧品メーカーでの管理職。本社との交渉・
現地販売会社の管理及び運営。

RGF 香港購買/商社 香港/九龍 20K～25K
大手日系電気機器メーカーでの購買職。工場と
の折衝、サプライヤー探し、中国大陸への出張。

RGF 香港営業/商社 25K～30K香港/新界

日系企業クライアントを担当。顧客企業と良好
な関係の構築（新規開拓は無し）、受発注業
務、生産/物流/納品管理、東莞にある工場の
生産管理。

RGF 香港
WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム 応相談香港/香港島

日系大手WEB広告代理店にて、今後の幹部候
補の募集。香港事務所の立ち上げ、営業。自由に
やらせる社風の為、立ち上げに携わりたいビジ
ネスパーソン歓迎。

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 20K～25K
大手外資系銀行のプライベートバンキング部門
での秘書業務。上司であるマネジャーのサポー
ト、会議調整。金融業界未経験も考慮。

RGF 香港営業/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 21K香港/九龍

日系プラスチック製造業にての営業職。化粧品
やコスメティックス商品を置くディスプレイ/
台の製造、営業ポジション。中国出張有。

金融/保険 香港/香港島 RGF 香港30K～35K

外資系大手銀行のプライベートバンキング部門
にてのアシスタントポジション。上司であるリ
レーションマネジャーのアシスタント業務、金融
商品の受発注。Paper 1必須。

JAC 香港企画・広報・経営管理系/商社 60K～80K香港/香港島

外資系資源商社の経営企画＆M&Aマネ
ジャー募集、PE投資、M&Aかコーポレート
ファイナンス、株主対応・ファイナンス含む経営
企画関連経験者。海外出張あり。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30

ベトナム

info@hr-link.jpE-Mail:info@hr-link.jp
[Head Office]
Room No. 209, 2nd Floor, 
No. 6 Nguyen Thi Thap, 
Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Vietnam
TEL:(84-4)3791-6473｠
FAX:(84-4)3791-6203

[HCMC Office]
6F,Packsimex Building,
No.52 Dong Du St, 
Dist.1 Ho Chi Minh City,Vietnam
TEL:(84-8)3824-4931｠
FAX:(84-8)3824-4932

[Tokyo Office]
〒103-0015　
東京都中央区日本橋
箱崎町32－3 11F
TEL:03-3662-3660 
FAX:03-3662-3668

「ベトナムで働く」を応援する

Web:hr-linkvn.com

その技術。まだベトナムで活かせます！その技術。まだベトナムで活かせます！

営業/半導体・電子・電気機器　勤務地：ベトナム
【品質管理】日系EMS（電子機器製造請負業）。品質管理の案件。

US$3.5K～4K（応相談）＋住居

今週のベトナム注目求人

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 募集職種 / 業界

キングスウェイ
営業・販売系/
金融・保険 香港/香港島 ～22K

法人営業経験3年以上。保険及び金融関連で
の経験者優遇。日系顧客向けにコンサルティン
グ業務全般。既存契約の更改、変更の手続きと
付随するアドバイス。新規開拓営業など。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 ～21K
3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務。金融
商品購入に伴う事務処理。入力作業、コミュニ
ケーションレベル以上の英語。

営業/小売・流通 香港/新界 RGF 香港20K～25K
大手総合物流会社にての営業職。既存顧客への
物流システムへの営業。広東省、アジア地域への
出張。住宅手当有り。

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/新界 20K～25K
台湾系メーカーでの営業アシスタント業務。営
業チームのサポート、見積書、発注書の作成。
英語或いは北京語が可能な方。

RGF 深圳会計コンサルタント/
サービス 深圳 RMB

15K～20K

会計を中心としたコンサルティング会社の深圳
支社立ち上げメンバーとして、顧客対応とコン
サルティング業務。公認会計士資格者で英語ま
たは中国語での業務遂行が可能なこと。

RGF 深圳総務/小売・流通 深圳
RMB

10K～15K

管理部門にて総務業務全般、外国人社員ビザ
申請や接待の手配、社内各種規定の作成や改
善と運用フロー作成、品質関連の書類作成や
外部機関との折衝窓口など。深圳在住者（在住
経験者）、中国語ビジネスレベル。

広州
RMB

12K～20K RGF 広州
営業/小売・流通

珠海地区における、日系企業へのの物流に関わ
る営業活動＆事務全般、日本人顧客の引越に関
わる業務。社内に日本語話せる中国人スタッフ
はいないので、中国語が今話せなくても今後勉
強意欲高い方歓迎。

RGF 広州
品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 広州

25K～30K
＋住宅補助

広州の日系自動車部品メーカーにて品質総監。
入社後、経験を積んだら広州以外の工場も管轄
予定。中国の日系自動車部品メーカーでの品質
管理総監の経験者を歓迎。中国語出来る方は
尚可。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 ～10K
（パートタイム)

1年以上の事務経験。金融商品購入に伴う事務
処理。入力作業、その他カスタマーサービス関
連のサポート業務。週5日、半日程度のパートタ
イム。コミュニケーションレベル以上の英語。

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連 フィリピン US$3.5K～4K

＋住居（応相談）
【金型技術者】在フィリピンの日系メーカー。金
型設計に関する基本知識を有した成型技術者。  

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連 US$3.5K～4K

+住居（応相談）フィリピン
【総合アッセンブリ技術者】専門商社。日系企
業向け提案営業。

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連 フィリピン

HR-Link
ベトナム

物流/輸送用機器
（自動車含む） フィリピン

US$2K～
（応相談）

【庶務・秘書】・資料作成や各種手配業務 ・書類
の翻訳や会議通訳 ・社長のスケジュール管理  

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫 ～25Ｋ香港/九龍

3年以上の物流に携わっていた経験、物流会社の
経験者優遇。提案営業、新規営業、見積もり作成、
関連会社への連絡・調整業務等。ビジネスレベル
の英語もしくは中国語尚可。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） ～25Ｋ香港/九龍

3年以上のアパレル営業もしくはマーチャンダ
イザー経験。既存顧客フォローアップ（受発注
業務全般）、工場生産サイドとの調整、デリバ
リーの管理など。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ
生産管理・品質管理/
メーカー
（機械・電気・電子）

～35K香港/九龍

3年以上の製造業での購買経験。電子部品系
購買経験尚可。日系顧客、仕入先との連絡業
務。仕入先、製品の開拓。生産管理。ビジネスレ
ベルの英語。

キングスウェイ企画・広報・経営管理系/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 ～40K

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管
理。総務会計部門のスタッフ管理。ビジネスレ
ベルの英語。

香港WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港/九龍
20K～30K
×12か月
＋業績賞与

OEM（契約）先工場（中国上海）とのやりとり多
い。サンプル依頼、量産依頼、生産進捗管理、エ
クセルでのデータ管理得意な方。委託先工場へ
の品質基準の説明、指導。たまに上海出張有。

HR-Link
ベトナム

営業/
半導体・電子・電気機器

US$3.5K～4K
+住居（応相談）

【生産技術】日系EMS（電子機器製造請負
業）。生産技術職。

US$2.4K～3K
（応相談）

【経理】経理全般、及びスタッフ4名のマネ
ジメント（数字の取りまとめが主業務）。

フィリピン

香港WORKS
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）

20K～30K香港/九龍

マーチャンダイザー。生産進捗管理、エクセル
でのデータ管理得意な方。香港系・中国系
OEM工場やりとり多い。英語、中国語コミュニ
ケーション能力（両方できなくても応募可能）。
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香港＆広東香港＆広東

香港

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
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K香港/九龍

電子部品や様々な商材を扱う商社にて、営業
マネジャー業務。工場との折衝・部下のマネジ
メントなど。1)10年程度の関連業務経験　2)
部下のマネジメント経験　3)ビジネスレベル
の普通話および英語の読解能力

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/商社 16K～21K香港/九龍

営業課でのアシスタント業務。普通話を使用し
た顧客対応や工場とのやりとり・書類作成な
ど。華南地域への出張あり。1)ビジネスレベル
の普通話（読み書き含む）と英語　2)3年以上
の関連業務経験（業界不問）

インドネシア
WORKS

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・
住宅関連

インドネシア
50万～
60万円

建築士・建築施工管理技士・建築設備士。大型
マンション・福祉施設などの施工管理経験。マン
ション・事務所等の設計経験・現場監理経験。土
木系。土木施工管理技士。土木もしくは建築施
工管理経験。

香港/香港島 20K～25K インテリジェンス
香港

香港・東南アジアの投資家に対して、日本の不動
産投資営業業務。月1回以上の海外出張あり。 
1) 3年以上の法人営業経験　2）ビジネスレベ
ルの英語　3）不動産投資に対する強い興味

インテリジェンス
香港20K～25K香港/香港島

広告代理店での営業・顧客対応業務。対象は
香港の日系企業やローカル企業。 1) 4年以上
の広告営業経験  2)ビジネスレベルの英語

華南WORKSRMB
15K～18K深圳

営業担当、日系企業フォロー営業、新規対応も
あり。できれば印刷業界での経験者希望。営業
経験尚可、北京語必須、印刷業界経験尚可、人
柄重視。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

20K～35K
 + ボーナス
(業績による)

営業職 営業管理職・営業マネジャー。電子部
品及びEMS製造の会社にて、アジア地区営
業。英語でコミュニケーション出来る方。電子
企業経験者優遇。

香港/九龍

香港/九龍

20K～35K 
+ ボーナス
(業績による)

購買スタッフ・マネジャー。電子部品及びEMS
製造の会社にて、香港IPOからの上海及び珠
海工場の購買サポート。購買業務全般。英語で
コミュニケーション出来る方。電子企業経験者
優遇。購買経験者優遇。

香港WORKS
営業・販売系/
外食・フード 26K～35K香港/九龍

既存フォロー営業多い：日本料理店、日本食品
スーパーへの日本食材のセールス。肉・鮮魚・米・
野菜・酒類・調味料等。外勤営業、仕入発注業務、
その他関連業務。日本語以外に中国語か広東語
話せる方。

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

～20K香港/香港島

日本人・日系法人のお客様への商品ご紹介・
フォローアップ業務。 1) 4年制大学卒　2) 2
～3年の就業経験（業界不問） 3）ビジネスレ
ベルの英語 4）入社後IIQEライセンス取得に
トライできる方

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 13K～22K香港/香港島

日系化粧品会社のショップにて、化粧品販売お
よび美容施術を担当。入社後トレーニング有り。
1)3年以上の販売員またはカスタマーサービス
職経験　2)コミュニケーションレベルの英語

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 20K～24K

様々なデータ分析・書類作成を担当。日本人上司
の指示のもと、日本や他拠点への報告書類の作
成アシストなど。1)2年以上の関連業務経験　
2) ビジネスレベルの英語　3)Excel, Access, 
Word & PPTスキル　4)4年制大学卒

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
金融・保険 広州 RMB20K～

日系企業担当として、広州への新規進出企業の
マーケティングや、既存顧客へのサポートを行
う。必須要件は、1)2年以上の社会人経験　2)
コミュニケーション能力の高い方

ぽけっとページ主婦パート/
ぽけっとページ 応相談香港/九龍

在宅での翻訳や打ち込み作業、出社しての編集取材さサ
ポート業務など、勤務時間と勤務種類は応相談可。ブロ
グを書くのは趣味な方や、フェイスブックで写真を撮っ
たりする方には、編集サポート業務がオススメ。小さな
お子様がいらっしゃる方には、在宅勤務がオススメです。

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/
物流・倉庫

応相談香港/新界

日系大手物流会社の倉庫部にて、日系クライ
アントへのお問い合わせ対応や倉庫スタッフの
管理業務など。1) 物流業界就労経験者　2) ビ
ジネスレベルの英語。倉庫業務経験者歓迎

インテリジェンス
 深圳

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

深圳 ～RMB15K総経理の通訳・翻訳業務および、営業アシス
タント業務。ビジネスレベルの中国語必須。

インテリジェンス
広州営業・販売系/商社 RMB

15～25K広州
大手商社での機械・ロボット販売の営業職。顧
客は自動車業界、全国への出張あり。必須要件
は、1)2年以上の営業経験（業界不問） 2)社内
コミュニケーションレベル以上の普通話

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

深圳 インテリジェンス
 深圳～RMB15K

幼稚園クラスの担任、主任を募集。未経験、資格
なしでも応募可。幼稚園教諭免許、保育士資格
もしくはそれ以外の教員免許取得者歓迎。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 25K～30

タイをはじめとする東南アジアの開拓をメ
インで担当する営業業務。 1）3～5年の化学
品営業経験　2）ビジネスレベルの英語　3）
出張にフレキシブルに対応可能な方

ぽけっとページ営業/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

弊紙PPW新聞と電話帳ぽけっとページの広告
営業。営業以外に編集なども積極的に学べ、将
来的にはオフィス管理者へのステップも可能。
ベトナムなどへの出張あり。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

深圳

香港

　前回は「労働関係処理のポイント（1）」と称し、解雇を検討･実
行する際に必要な基本プロセス、およびそのファーストステップ
である会社方針の確定についてご説明しました。今回は具体的
な解雇シナリオの策定など、それ以降のプロセスについてご案
内します。

■ 解雇シナリオの策定
　会社方針が定まれば、次に具体的な解雇シナリオを策定して
いきます。
1. 基本ストーリーの作成 
具体的に解雇をどのように進めるのかなどの解雇プロセスを確
定し、従業員に対しどのような話を展開するのかについてストー
リーを描いていく必要があります。対象となる従業員の特性を十
分に把握することにより、従業員の反応を事前に予測することな
どがポイントとなります。 
2. 役割分担の明確化 
説明者の選定など、誰が何をどのように行うのかを明確にします。
3. 通知場所・日時の確定 
いつどこでどのタイミングで説明を行うかなどを確定します。 
4. 想定される質問の予測、想定問答の作成 
説明後に想定される従業員からの質問や、それらに対する回答
例を事前作成します。 
5. 緊急事態発生時の対応想定 
ケースによっては暴力行為、情報遺棄・漏えい行為、中傷メールの
送付なども想定されます。その際にどのような対応を採るのかに
ついて、事前に思考を通しておくことも重要です。 
　以上のように、考え得るあらゆる事態について事前にシミュ
レーションを行い、後手に回らないよう、十分な準備を行うことが
肝要です。

■ 必要書類の準備
　次に、解雇スキームに沿った書類を事前準備します。
＜労働契約解除＞ 
●協議解除→労働契約解除協議書、労働契約解除証明書、費用
精算書、など 

第44回　「労働関係処理のポイント（2）」中国人事労務のエッセンス

住所：深圳市福田区民田路178号華融大厦1909-10
TEL：（86)755-2399-6500
E-Mail：infosz@anchor-hrm.com.cn
URL：http://anchor.yingchuang.com/JP/
「中国人事労務のエッセンス」過去記事すべてを弊社HPに掲載しています。
こちらのアドレスからご覧ください。
http://anchor.yingchuang.com/JP/

北尾直樹 インテリジェンスアンカーコンサルティング深圳　総経理

●即時解除、会社都合解除、整理解雇→労働契約解除通知書、
労働契約解除証明書、費用精算書、など 
＜労働契約終了＞ 
●労働契約終了通知書、労働契約終了証明書、費用精算書、など 
　このほか、経済補償金の支払いが必要なケースでは、法律に従
い、事前に経済補償金を計算しておきます。また、当月賃金や賞
与、未消化の年次有給休暇賃金などの費用精算についても法律
に従い、事前に計算しておきます。

■ 解雇の実行
　日頃のマネジメント・信頼関係が問われますが、ゼロトラブルは
ほぼないと認識して望むべきと言えます。ここでは事前に取り決
めたシナリオに沿って説明を進めていき、一旦決定した方針・軸
をブラさないことがポイントです。感情的な話になり、あるいは悪
態をつかれたり、高圧的な態度を取られたりするなど、非常に厳
しい場面も想定されますが、基準をブラしてしまうと、そこに隙が
生まれ、結果言いなりにならざるを得ない状況も想定されます。
また、感情を注入しすぎることも良くないケースがあります。一旦
決定した以上、認められないものは認められないといった毅然と
した態度を示し、粛 と々進めていくことがポイントになります。緊
急事態が発生した際も、事前決定しておいた対応策を確実に実
行に移すことが重要です。

■ 他の社員へのフォロー
　解雇が終わった後、残る社員へのフォローも重要です。同僚を
失うことでモチベーションが一時的に低下することも予想されま
すが、一同を集めて今後のビジョンや方針を示したりすることは
非常に大きな意味を持ちます。 
　そして解雇に至った経緯を振り返り、会社側の新たな取り組み
などを検討することが必要と言えます。整理解雇や会社閉鎖など
は、その原因についてコントロールできないにせよ、後からその場
面を振り返り、うまくいった点やうまく行かなかった点について検
証を行い、グループ内にそのノウハウを蓄積させていくことが重要
です。また、個別の解雇の場合も、なぜ解雇しなければならない状
況に至ったのか、なぜうまくいかなかったのかを振り返り、今後の
ノウハウにすると同時に、管理者の評価フィードバックの頻度やレ
ベル、日常のマネジメント、そもそも採用などのエントリーマネジ
メントに問題は無かったかどうかなどの検証を行うことも必要と
言えます。 次回からは具体的な解雇事例についてご案内します。 

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 広東

S特別研究員：「そりゃそうですよ、万一そのファイルや紙を奥
さんが見つけてしまったらどんな問題が起こるんですか！想像
もしたくないですよ。」

マリコ：「（やっぱりそこですか…）」

フジオ部長：「まあ、それは日ごろの生活態度の問題だけど、
やっぱりパスワードは忘れたり、盗まれたときの対処方法を押
さえておくのが大切だね。」

Solution
がんばるマリコのIT素朴な疑問
　極寒の日本から帰ってきたばかりのフジオ部長。驚くことに、
実家の前の駐車場に金髪美女がブルブルこごえながらたむろ
するようになっていた。はたしてその理由とは…。

マリコ：「フジオ部長、おかえりなさい。最近の日本はどうでしたか？」

フジオ部長：「最近って、別にそんな変わらないけど、実家の前
に外国人の美女がたむろする様になってたよ。」

S特別研究員：「え、うらやましい！でもどういうことですか？」

フジオ部長：「実家の3軒隣のこじんまりとしたマンションがどう
やら外国人モデルの寮になってるみたいでね。私もなんで集
まってるか良くわからなかったから父親に聞いてみたんだけ
ど、誰かの家のWifiにパスワードがかかってなくてどうやらその
駐車場がちょうど電波のいい場所のようなんだ。」

カメヤマ先輩：「要するに電波のただ乗りですね。気持ちはわか
ります。私も日本出張でメールが見たくても街中のどこにもフ
リーのWifiがないので期間限定のインターネットアクセス用
SIMをネットで買ってホテルに届けてもらっているんですよ。そ
れをポケットWifiに入れて使うんだけど、またアクティベー
ションや設定が面倒だったり、ものすごく苦労してますので日本
でどこでも簡単にWifiが使えるようになったらすばらしいです
ね（笑）。」

フジオ部長：「香港の家の中でもWifiを探すといろんな名前が
でてくるよね。時には日本人の名前が付いてたりして、妙に親近
感がわいたりして。」

カメヤマ先輩：「ただ、最近は香港でもほとんどパスワードがか

今更聞けないITセキュリティの常識
『パスワードが多すぎて管理できない！』

かってますよね。10年位前だと結構パスワードかけないでWifi
を使う人も多かったんですけど。」

マドンナ・フジコ：「最近はインターネットで何でもできるように
なってから何でもかんでもID、パスワードで管理されてるし、セ
キュリティ、プライバシーなどの意識も世界的に浸透してきたよ
ね。IDやパスワードが盗まれて悪用されたという事件もニュー
スになったりするので、香港でもずいぶんセキュリティに対す
る個人レベルの意識も高くなりましたよね。」

フジオ部長：「そうなんだよ、私もIDとパスワードをExcelで管理
してるんだけど、もう100行を超えてしまってるよ。そのExcel表
にまたパスワードかけて結局パスワード1つがばれるとすべて
ばれるようになってしまったよ。皆はどうしてるの？」

トンデンヘイ：「私はIDとパターンのコンビネーションを少なくし
て大体覚えるようにしてますね。」

広州のタムラ：「私はセキュリティを重視して一箇所にまとめな
いでいろんな場所に分からないように書いてます。よく自分で
も後でどこに書いたか忘れて困るんですけどね~。」

岩石先輩：「ある調査によると大体こんな感じだそうですよ。」

「記憶に頼る」42％
「紙に書いて残す」18%
「テキストファイルで残す（ファイルのパスワード設定はしない）」16%
「パスワード管理用ソフトで管理」14%
「テキストファイルで残（ファイルのパスワード設定をする）」6%

フジオ部長：「記憶に頼るが一番多いんですか…。まさか私が
6%の少数派だったとは…」

タイムライズエンジニアリング
董事長　上野隆（ITコーディネーター）
Suite 401, Tower 1, Silvercord, 
30 Canton Rd., TST, KLN, Hong Kong
Tel: (852) 2781-4113
Fax: (852) 2782-2707
Mail：sales@tre.com.hk
Web：www.tre.com.hk
（↑バックナンバーはこちら）

タムラ　君ダンディ・フジオ部長 Ｓ特別研究員

マリコの教訓
『パスワードは記憶に頼ってもいいが、忘れたときの
リカバリー方法を押さえておくべし。』

「記憶に頼る」 42％
「紙に書いて残す」 18%
「テキストファイルで残す（ファイルのパスワード設定はしない）」 16%
「パスワード管理用ソフトで管理」 14%
「テキストファイルで残す（ファイルのパスワード設定をする）」 6%

パスワードの覚え方
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香港

香港

香港

読まれた記事ランキング
12月7日～13日

　「食」への信頼を失墜させた食材の偽装表示。その広がりはとどまるところを知らず、日本文化
を象徴する日本酒にも及んできました。問題の焦点は「醸造アルコール」。アルコール度数を偽装
するために使用するのは消費者を欺く行為ですが、一方で吟醸酒などの高級酒では上質な醸造
アルコールを混ぜることはれっきとした製法でもあります。日常を取り巻く「食」に対し、あまりにも
知らないことが多い――。そんな現実を再認識させる記事が反響を呼びました。12月7日～13日の
よく読まれた記事を紹介します。

日本酒でも偽装　醸造アルコールとは何か （10  日） 

詳しくは電子版をご覧ください。

（3）半沢直樹で人気？ メガバンク、気になる職場の実態（就活探偵） （11日）

（4）おいしすぎて……「うどん県」香川の悩み （9日）

（5）詳しくは電子版をご覧ください。

（6）2014年の日本株、海外投資家がみる伸びしろ （12日）

（7）若者の内向きを嘆くオッサンをこそ嘆くべきだ（駒崎弘樹） （12日）

（8）W杯の日本　ビッグネームと同居せず、気候に利 （8日）

（9）就活本番、大学「G5」に熱視線　即戦力求める企業 （8日）

（10）10年後に笑うマンション購入　高く売る視点で選ぶ （8日）
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香港

香港

広東

広州 深圳

深圳

（物件名）  ウォレンウッズ　尚巒
（所在地）  ティンハウ(天后)、コーズウェイベイ(銅鑼湾)
（間取り）  2LDK　751sq ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  天后駅　徒歩　8分
（備　考）  新築。静かで緑が多く環境の中で、落ち着いた香港生活を
  送ることができる。
（月　額）  HKD35,000　管理費、税金込み

（物件名）  ロビンソンハイツ　楽信台
（所在地）  半山区 MID LEVEL
（間取り）  3LDK　1237sq ft.
（室　内）  全家具家電あり、海景、花火見える
（環　境）  セントラル（中環）駅　シャトルバス　10分
（備　考）  ソーホーやランクアイホン（蘭桂坊）などの各種の飲食店が集中する
  レストラン街と香港有数のアンティーク街があり。
（月　額）  HKD48,000　管理費、税金込み

（物件名）  ラ・セゾン　逸濤湾
（所在地）  西湾河駅　
（間取り）  2LDK　746sq ft.
（室　内）  全家具家電あり
（環　境）  Jusco まで１０分
（備　考）  MTR太古駅のすぐ隣、西灣河駅から歩いてすぐに位置。
  海沿いの遊歩道を歩いて日系スーパーへも行けるのでお買物が便利。
（月　額）  HKD27,000　管理費、税金込み

Warren Wood

ROBINSON HEIGHTS

LES SAISONS

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

TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
TEL (852) 2836-0760
広州(86) 20-3877-0041
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

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., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 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
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
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
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205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 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
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
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
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室

ライフ（香港・広東共通）
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サッカーの裏方。表舞台を語る。　【第22節】
　南華足球隊。1910年創設。他の後発クラブの追随を許さない
圧倒的な歴史と戦績を有し、香港島の銅鑼湾に自前の天然芝
ピッチを持ち、隣接する香港スタジアムを本拠地とするアジア
を代表する名門クラブだ。
　カタカナで「サウスチャイナ」とすれば在留邦人の皆さんなら
目や耳にした事があるだろうし、数年前に元日本代表の野人岡
野が入団を試みた事は、現在でも皆さんの記憶に留まっている
のではないだろうか。
　ここ数年の香港リーグは、この南華と宿命のライバルである
傑志足球隊の2強がタイトルを争う構図となっている。昨季は南
華がリーグ優勝を果たし、プレーオフを制した傑志と共に2014
年のAFCカップの出場権を獲得した。
　AFCカップとは、アジアのリーグランク中位国のクラブが出場
するアジアサッカー連盟主催の国際大会で、日本のJリーグを含
むリーグランク上位国で構成されるACL（アジアチャンピオンズ
リーグ）に次ぐ存在。ここ数年の香港リーグには2つの出場枠が
与えられている。
　AFCカップへの出場を確定して、通常の国内リーグ戦とカップ
戦と並行開催される日程を戦い抜く戦力を整えた南華（香港1
位）に、嬉しい知らせが届いたのは11月の下旬だった。ACLの予
選からの出場権を獲得したのだ。
　南華は過去、ACLや前身のアジアクラブ選手権の常連出場ク

ラブだったが、アジア各国のリーグが勃興した事で、香港リーグ
の相対的な位置づけが降下した為に、ここ数年は香港リーグ自
体がACLの出場枠を失っていたのだ。
　予選からのたった1枠の分配とは言えども、日本・韓国・中国・
豪州・タイの強豪クラブと対戦できる（かもしれない）資格を得
た事は、南華や香港サッカー界にとっては歓迎するべき決定
だ。香港サッカー協会の長年のロビー活動がこの枠の確保につ
ながったらしい。
　（かもしれない）について説明しよう。予選は元々のプレーオ
フ出場枠の中国・豪州・タイの4クラブに、AFCカップに出場する
インド・ベトナム・シンガポール・香港の1位4クラブが挑む形で
開催される。しかもこれはリーグ戦ではなくノックアウト方式が
採用されている。
 リーグランク下位側のクラブが上位の本拠地に乗り込んで、1つ
でも落とした時点で即敗退が決まる過酷な条件下で開催され
る。リーグランクのより低い側が予選を突破する為には、上位と
の敵地3連戦を勝ち上がらなければならない。
　12月初旬に発表された組み合わせ抽選の結果から、南華の
置かれた状況を解説してみよう。

　ACL2014 アジア東地区予選
　　　2月 2日（日）  対 タンピネス ＠シンガポール
　　　2月 8日（土）  対 チョンブリー ＠タイ
　　　2月 15日（土）  対 北京国安 ＠中国

　初戦のタンピネスとは実力的に拮抗しているので、敵地での
開催でも対等に戦えると予想できるが、仮に勝ち上がった場合
のチョンブリー以降は明らかな格上との対戦となる。
　強いて優位な点を挙げるとすると、南華はシーズン途中でコン
ディションが整っていて、対戦する3クラブは共にプレシーズンで
チームとして未完成の状態かもしれない、という事だろうか。
　非常に難しい状況だが、仮に南華が予選を突破して本戦に駒
を進めた場合には、既に本大会のグループ分けとリーグ戦日程
が確定しているので、南華は以下のグループと日程に自動的に
組み込まれる。

ACL2014 グループF 
（サンフレッチェ広島・セントラルコースト・FCソウルと同組）
 2月 25日（火） 対 サンフレッチェ広島 ＠日本
 3月 11日（火） 対 FCソウル ＠香港
 3月 19日（水） 対 セントラルコースト ＠香港
 4月 1日（火） 対 セントラルコースト ＠豪州
 4月 16日（水） 対 サンフレッチェ広島 ＠香港
 4月 23日（水） 対 FCソウル ＠韓国

　このグループを2位以上で勝ち上がると決勝トーナメント進出
となるが、この辺でやめておこう。もう一度言っておくが、上記は
南華が仮に予選を突破した場合の対戦日程でしかない。
　通常の国内リーグ戦とカップ戦を消化しつつ、上記のような
強豪クラブとの対戦が続けば、南華にとっても香港のサッカー
ファンにとっても、低迷期を迎えている香港サッカー界全体に
とっても魅力に溢れる2014年になるだろう。
　尚、南華はACLの予選で敗退した場合は、当初の予定通り
AFCカップの本戦に出場する。

※対戦日程は12月10日（火）時点での発表ベース

≪つづく≫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  文/池田宣雄   

香港サッカー協会賛助会員

香 港 紫 荊 會 有 限 公 司

香港新界屯門震寰路3號
德榮工業大廈20樓B3室
Tel :(852)2854-9051
Fax:(852)2854-9052
Mail:ikeda@bchk.info 
URL:www.bchk.info
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The BabyShop.com
ウェブ：www.thebabyshop.com

 　自宅にいても優れたベビーグッズを入手できることがパパやママにとっては便利でう
れしい。総数50点を越えるベビーグッズブランドを取り揃えているTheBabyShop.com
まで、さっそくアクセスしよう！外出時間を節約でき、お子様との時間をより楽しくさ
せてくれるだろう。

パーティーへ行く際の一着！
　Paade Mode SIA の商品は全てに高品質の材料が使わ
れ、100%手作り。ジャケット・ベスト・ズボンの3点セットは、
男の子をステキな紳士へと変身させ、パーティーでの注目
の的となるだろう。ジャケットは保温性に優れ、着た時のス
タイルも抜群！一方女の子のほうは、ぜひ Hucklebones の
ドレスを。ピンクの生地に黒の水玉模様があり、黒のアン
ダースカートが変化をつける。同じ生地で作られたバッグと
カチューシャも付いており、それを合わせれば女の子を更に
可愛らしくしてくれる。

カジュアルルックもこだわる
　Jessie and James のデザイナーは、有名なヴィヴィアン・
ウエストウッドの元で働いた経歴を持ち、経験を積んでから
独立し、自らのブランドを創立した。今回おススメの 2色使

いのシャツはセットのズボンも一緒に履けば、さ
らにオシャレに！Je suis en CP! のワンピー
スは、上半身に様々なキャンディーがプリン
トされ、スカート部分はマスタードカラー。
ポップな柄がいつでも可愛く見える1着だ！

赤ちゃんのために
　同サイトは生後 24ヶ月まで
の赤ちゃんの為に、着心地がよく可
愛い服も揃っている。Jessie and James のドレスの上に
Their nibs の暖かいジャケットとMon Petit Chausson のホ
ワイトドルフィンシューズのマッチングでオシャレな冬スタ
イルはいかがだろうか。TALC のジャケットは星空をテーマ
にした一着で、ダークブルーのズボンを履けば男の子を神
秘的な雰囲気にさせてくれる。星空がテーマのシャツと
Mon Petit Chausson のグレーブーツと組み合わせれば、オ
シャレスタイルの出来上がり。

安心安全！てっぱんおもちゃ
　服のほかに、赤ちゃん向けから5歳までのキッズ向けの
おもちゃの品揃えも豊富な同サイト。まず紹介したいのは男
女問わず好まれるロッキングホース。Sevi のロッキングホー
スは安全な木材で作られ、馬の鞍の周りにあるガードが
お子様を守ってくれる。たてがみも柔らかい素材ででき
ているため安全だ。プレゼントにも最適な 1点。さらに、
チーズからヒントを得て作られた積み木もオススメ。
遊んでいるうちに形や色を覚えることができ、入
れ物には車輪も付いているため楽しさも倍増。

50点以上の高品質のおもちゃ、洋服、リネン用品ブランドを集める
ネットショップ「The BabyShop.com」。商品は全てがヨーロッパの品

質と安全基準を100％クリアしている為、パパやママが安心できる。香港では珍しいヨーロッパブランドをたくさん
入荷しているので、同サイトを見るだけで、まるでパリのシャンゼリゼ、またはローマやロンドンにいるような感覚で
不覚にも買いすぎてしまうかも？そんな同店で取り扱っている数々のブランドをラインアップして紹介しよう。

ハイクオリティーの
らくらくママショッピングがワンクリックで♪
ハイクオリティーの
らくらくママショッピングがワンクリックで♪
The BabyShop.com
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おすすめアイテム

内側からキレイを作る。
「真珠を食べる、美容法」
養顔珍珠

お問い合わせは
info@asian-cosme.asia まで

第132回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　美人は夜作られる！　

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

2013年6月発売の
「るるぶ香港・マカ
オ’14」（JTBパブ
リッシング）に漢方
化粧品と、開運の
ページに記事が掲
載されました。

131回で、「幸せ顔」になるためには　2つの原則があり、
それは、【見た目の原則】と、【心の原則】とお話しさせて頂きましたが、
実は｢寝姿｣も、幸せ顔作りに大きく影響しているんです。

幸せ顔作りには「あおむけ寝」がお約束です。
それはなぜかといいますと、
横向き寝も、うつぶせ寝も、圧迫することによって、顔に歪みを作ってしま
うから。
顔に歪みのない美人になるための眠り方とは「ベッドでは、真上を向い
て、大の字に。」なのです。この時、軽く手足を開く感じで、リラックスして下
さい。枕はできるだけしないことがポイントです。
特に枕が高すぎると、肩こりや頭痛の原因になります。
枕がないと寝られない人は、慣れるまでタオルを折りたたんで１cmくら
いの高さになるようにして使います。枕ナシで寝ることは、首のシワを防
ぐ効果もあるのです。

睡眠時間の過ごし方は、『寝姿』だけではなく、
｢幸せ顔｣作りに大いに貢献してくれます。
毎日寝ているのだから、その時間も利用して、美人になりましょう！

キーワードは23時～深夜2時、
この間に熟睡できるかどうかが、キレイになるためのポイントです。

23時～深夜2時が大切なその理由は新陳代謝を高め、皮膚細胞の増殖
を促進する成長ホルモンは、睡眠中のわたしたちの体内で大量に分泌
されるのですが、その成長ホルモンの一番多く分泌される時間が
23時～深夜2時の間なのです。

つまり、その時間帯にぐっすり眠れば、効率よく「幸せ顔」ができるのです。
ちなみに、成長ホルモンの分泌が不足すると、肌もボロボロ、目の下にも
クマができやすくなります。この時間に眠るということは、素肌美人にも
なれるのです。

『快眠のためのヒント』
●眠りに効く食材「レタス、たまねぎ」
　　レタスに含まれる‘ラクッコピコリン‘という成分には、鎮静・催眠効果
　　があります。
　　ねぎの強い香りにはイライラした心を鎮める効果があります。
　
●頭寒足熱を心がける
　　「頭はひえひえ、足はぽかぽか」という‘頭寒足熱‘状態が、昔から快眠
　　の基本だといわれています。眠くなると手足が温かくなるのも、から
　　だが自然と眠りへの準備をしているから。冷え性のひとは「寝る前に
　　足のツボを刺激する」「お風呂上りに足首から下だけ水をかける」な
　　どの工夫も効果的です。
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　新しいレストランが常にオープンしているセントラル（中環）。今回新しく、新鮮なシー
フードをメインにしたレストラン｢Atlantis Blue Seafood Bar & Restaurant｣がウェリントン
ストリートのM88ビル7階にオープン。店内は落ち着いた大人の雰囲気。間接照明からと
もる光や、壁、床、天井に使われている木材、さらに壁に青色で描かれた古代ギリシャ地図
が、まるでの海中にいるようなミステリアスで不思議な空間を作り上げている。
　ニューヨークやサンフランシスコ、ロンドンでは既にトレンドになっているという、新鮮
なシーフードの素材の味を活かしたクオリティの高い料理を提供するお店。香港にありそ
うでなかったスタイルのレストランで、セントラルエリアでも数店のみ。同店は料理の

ジャンルにこだわらず｢素材本来の味｣をキープしながら、
オリジナルレシピにオリジナルスパイスを使い、同じ食材
でも同店でしか味わえない料理を創り上げている。
　オススメは、シーフード好きにはたまらない生牡蠣、あさ

り、ホタテ、シチリア産海老など6種類のシーフードが豪華に盛られた｢シーフードの盛り合
わせ｣。ソースは醤油、ゆず醤油、ビネガレットの3つのソースからお好みで選ぶことができ
る。どれも身が厚くとても新鮮で、数人でシェアするのに最適だ。また、少しずつ食べたいと
きは｢オイスターショット」や｢はまちのセビーチェ｣、｢たこの刺身黒トリュフ酢添え｣を。
　シーフードがメインだが、お肉料理もぜひ試してもらいたい。牛のかわいいビスケット
が飾られた｢牛肉のタルタル｣は臭みがなく食べやすい。また、味付けがユニークなフラン
ス産の｢ウズラのグリル、日本梅酒・サンサジピュレー添え｣は必食。まずはソースを付けず
に、ウズラの本来の味をじっくり感じて欲しい。そしてその後はお好みのソースと共に味
わってみよう。
　食事はぜひワインと一緒に。同店のソムリエが種類豊富なワインリストから料理に適し
た、自分好みワインをアドバイスしてくれる。
　シーフード好きは、さっそく足を運んでみては。

Atlantis Blue Seafood Bar & Restaurant
住所：7/F, M88, 2 Wellington St., Central
電話：(852)2521-6699
時間: 月～金　ランチ11:30～15:00　ディナー　18:00～24:00
　　      土　　 18:00～24:00
　　      日　　 定休日
ウェブ：www.atlantis-blue.com

Atlantis Blue Seafood Bar & RestaurantAtlantis Blue Seafood Bar & Restaurant

Merguez Sausage and Chicken Skewers

そこはまるで海底！
神秘的な空間で味わう絶品シーフード
そこはまるで海底！
神秘的な空間で味わう絶品シーフード

落
ち
着
い
た
大
人
な
雰
囲
気
の
店
内

シーフードの盛り合わせ　2人用

はまちのセビーチェ

牛肉のタルタル

ウズラのグリル、
日本梅酒・サンサジピュレー添え
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