
ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは
HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402

日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

お金がたまらない夫婦の
３つの悪癖                 （1月16日）

「家賃並みの負担で買えます」に
だまされるな              （1月14日）

お金たまる５つの極意　
節約より使い方に技あり       （1月13日） 

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : http://pr.nikkei.com/overseas/
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2014]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング 1月11日～17日 

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

日経電子版で毎週更新中！
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香港＆広東

香港香港

現代中国芸術のルーツを探る
高剣父・呂寿琨作品展

RR20世紀の現代中国芸術界の巨匠である、高剣父（1879～1951）と呂
寿琨（1919～1975）。「嶺南派の父」といわれる高剣父は20世紀前期に
日本へ留学して洋画を研究した後に、伝統の中国画と新進の西洋画と
の融合に尽力し、中西融和の「新国画」である嶺南派山水画の基礎を築
いた。また、禅をテーマとして創作することが多い呂寿琨。初期は中国画
を主に学んでいたが、1948年に香港に移住してから西洋画も習得し、抽
象表現主義の技法を中国芸術概念と合わせ、香港だけでなく、中国現代
画壇にも影響を与える。

表現方法は異なる2人だが、現代の中国画を語る上で欠かすことので
きない人物だ。そこで、中文大学文物館はオックスフォード大学のアシュ
モレアン博物館と手を組んで「Two Masters, Two Generations, and One 
Vision for Modern Chinese Painting」と命名された展覧会を開催。同展
では、2人の作品の中から合計50点の代表作品を展示している。同じ時
代を生きていないが、それぞれの時代で中国芸術に大いに貢献した2人
の作品を見るチャンスである。普段から中国芸術に興味を持つ人も、そ
うでない人もぜひ足を運んでみよう。

 「バイオハザード」シリーズを手がけたポール・W・S・アンダーソン監督
の新作古代アクションアドベンチャー映画。
  舞台は、古代ローマ都市ポンペイ。西暦79年に起きたベスビオ山の噴
火により1つの都市が崩壊。灰と軽石によって地中4～6メートルに埋も
れた。
空に黒い煙が漂い、止まらない地震、そして襲ってくる津波･･･ナポリ

の住民たちが必死に逃げている最中、幼い頃に奴隷として売られた無
敵の剣闘士ミロは、愛するカシアのためにナポリに船で向かった。2人は
愛し合っていたが、カシアは賄賂を悪としない腐敗した政府要員に強引
に婚約させられてしまう。カシアは監禁され、自力では逃げられないと
いう危機的状況。さらに、市街のコロシアムの中から出られなくなってし
まった親友の剣闘士も助けようとする･･･

美しいポンペイの街を、迫力満点な映像で展開。また、アクション
シーンにも期待が高まる。キット・ハリントン、エミリー・ブラウニングな
ど新世代の実力派俳優が出演の同作品は見逃せない。

アクション・アドベンチャー映画
「Pompeii」 2月27日上映

Pompeii
2月27日上映
監督：ポール・W・S・アンダーソン
出演：キット・ハリントン、エミリー・ブラウニング

殊「塗」同歸：香港中文大學與英國牛津大學所藏高劍父、呂壽琨作品展
Two Masters, Two Generations, and One Vision for Modern Chinese Painting
期間：5月15日まで
場所：Art Museum Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, Shatin

香港トピックス
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香港&広東

超一流キャストの競演！家族の人間模様を描くコメディ
「August:Osage County/8月の家族たち」 2月27日上映

RRオクラホマの片田舎。父親の失踪がきっかけで、病を患い毎日薬漬け
の日々を送る毒舌の母ヴァイオレット（メリル・ストリープ）のもとに、3人
の娘たちが久しぶりに集まる。長女バーバラ（ジュリア・ロバーツ）は浮気
した夫と別居中で、反抗期の娘にも手を焼いている。一方、次女アイ
ヴィーは誰にも打ち明けられない恋に夢中、三女カレンは怪しげな婚約
者を連れて帰宅。自分勝手な母親とそれぞれの人生を歩む娘たち、そして
彼女らを取り巻く男たちの本音が次第に明らかとなり、昔から封印してい
た家族の秘密が次 と々暴かれていく…。
RRオスカー女優メリル・ストリープとジュリア・ロバーツが母娘役で初共
演。今年度のゴールデン・グローブ賞主演女優賞と助演女優賞にノミネー
トされた。ほかにユアン・マクレガー、クリス・クーパー、アビゲイル・ブレス

リン、ベネディクト・カンバーバッチ、ジュリエット・ルイスら豪華キャスト
に、原作者トレイシー・レッツが自らが脚本を手がけ、「カンパニー・
メン」のジョン・ウェルズ監督がメガホンをとった。日本公開は2014年
4月予定。香港で一足早く2大女優の共演を鑑賞しよう。

　香港で生まれ育ったマルチメディアアート芸術家ガリエル・リョン
（Gariel Leung）。「情報の伝播と収集は、一般人の想像より不明晰であ
る」という考えが、常に彼の作品のテーマだ。2013年にヨーロッパでも評
価の高いスコットランドの芸術専門大学、グラスゴー芸術学校で大学院
修士課程を修了した彼は、スコットランド、キプロス、韓国や日本の大阪
でも様々な大型展覧会に参加してきた。そんな彼の、初の個人展覧会が
Gallery EXITで開催されている。
　冷静な視点から創り出した同氏の作品。放射性的な人工造花、電力工
場の爆発により発生する汚染、グリーンランド氷山に関するニュースが
記載されている新聞銅版などの様々な要素が含まれる作品から彼の独
特な考え方が伺えるだろう。フランスの哲学者アラン・バディウに影響を
受け、特にバディウ氏の「否定の危機（crisis of negation）」からインスピ

レーションを受ける彼の作品は、現在の政治的状況と環境危機にフォー
カスしている。特に自然災害をモチーフとした作品は、彼が受けた衝撃
をそのまま見る人に訴える。深刻な危機的情況は身近に起こりうると現
代人に警鐘を鳴らす作品展。

現代人に警鐘を鳴らす作品の数々
「Gariel Leung And with the benefit of hindsight」展覧開催中

Gariel Leung And with the benefit of hindsight
期間：2月22日まで
場所：Gallery EXIT, 3/F., 25 Hing Wo St., Tin Wan, Aberdeen
時間：火～土　11:00～18:00

August:Osage County
2月27日上映
監督：ジョン・ウェルズ
主演：メリル・ストリープ、ジュリア・ロバーツ
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香港

場所：荃湾の某タイ料理屋。安くて美味しい店の為、参加者のみに告知。
会費：実績あり！1名HKD200以下で抑えられています。
時間：18：00～20：00　希望者のみ2次会あり
参加申込・問合せ：
永久幹事 原まで　TEL(852)9225-8287
hara@pocketpage.com.hk

タイ人シェフの本格派料理と楽しいお話。友達づくりに参加しよう

荃湾でタイ料理を喰らうの会荃湾でタイ料理を喰らうの会

第6回目くらい！
2月22日開催！
ってアバウトやなぁ～

今週の香港ピックアップ

女子高生の心理を映し出す青春ドラマ
　「InRtheRHouse」に引き続き、フランスの奇才監督フランソワ・オゾン氏(François 
Ozon)が再び禁断のテーマに挑戦した。援助交際を繰り返す少女の心理を、オゾン監督
らしい繊細かつ鋭い心理描写で描いている。
　ある夏の日、17才の誕生日を迎えたばかりの少女イザベルは美少年と禁断の果実を
味わった。想像していたほど美しくなかった初体験の後、彼女は援助交際を始めた。次か
ら次へと違う男性との性体験を繰り返すうち、イザベルは自分のカラダと自分の価値を
知った。この生活が、交際相手の初老男性の突然死で終わりを告げ、警察によって家族
にイザベルの秘密の生活が明らかにされてしまう。翌年の春、イザベルの元に初老男性
の妻から面会希望のメッセージが届いた。果してイザベルはどうするのか。

Young and Beautiful 
上映予定

3月13日

歴史ある世界を感じよう
　斬新な中華スタイルバーとして人気を博している「請請吧（チンチン

バー）」。同店では世界中のワインを2月19日から提供する。白ワインは

リースリング・カビネット・2012など、赤ワ

インはサンジョベーゼ2011などの数々の逸

品が同店に集められる。ハッピーアワーに2

杯注文すると、もう1杯無料サービス。

請請吧（チンチンバー）
世界中のワインを提供

2月19日～3月13日

3/F., Hyatt Regency Hong Kong, TST
日～木 17:00～25:00
金、土、祝 17:00～26:00
ハッピーアワー 17:00～21:00

四川料理新体験
　四川料理店「呇」では、Masala Express、Jasmine、Raspberry 
Lemongrass、Ginger Spiceなどのオリジナルカクテルシリーズを、期間

限定で提供中。期間中、「口水雞」、「紅袍
大蝦」、「油潑香水魚」など10品の料理と4
杯のカクテルを含めた「新春発財好市宴」
を用意。

四川料理　呇
新キャンペーン

2月23日まで

KOHLER
斬新なシャワーヘッドセット

2月28日まで

シャワーを浴びながら音楽を楽しむ喜び
　バスルームで音楽を楽しむ人がどんどん増えている今、KOHLER®社は
世界初のシャワーヘッド＋ワイヤレススピーカーを世に送り出した。

Bluetooth機能を備えた商品
で、シャワーを浴びながら音楽
やニュースなどを楽しむこと
ができる。連続使用時間も7時
間と十分だ。音楽とシャワーを 
結び付けた斬新な商品だ。

29/F, Siu On Centre, 188 Lockhart Rd., Wan Chai
(852)3125-7728
www.kohler.com.hk

Florsheim
一味違った紳士靴

春のオシャレは足元から！
　Florsheimの紳士靴は、履き心地が良いと評判だが、この度大胆な靴
を提案した。虹の七色が揃い、奇抜なカラーラインナップの登場で伝統

のイメージを覆す。あなたも
人目に付くようなイメージ
チェンジに挑戦してみない？

Shop 12, 2/F., J Senses, 60 Johnston Rd., Wan Chai
月～木 12:00～14:30、18:30～22:30
金 12:00～14:30、18:30～23:00
土・金・祝日 18:30～23:00
(852)2527-7117
www.qi-sichuan.hk
新春発財好市宴　HKD1,188　4人前　

Shop 16, G/F., 61-65 Chatham Rd. South, TST
(852)2366-3377

監督　フランソワ・オゾン（François Ozon）
主演　マリーヌ・ヴァクト、シャーロット・ランプリング、ジェラルディーヌ・ペラス

04 Pocket Page Weekly 07 February 2014 No. 421
B

香港ピックアップ



香港&広東

香港

香港

深圳



香港香港

Exhibition 清末都市をテーマに
中国写真展

2月16日まで

バレンタインデーのショッピングは
　　RABEANCOはバレンタインデーに向けてレッドシリーズとピンクシ
リーズの限定ハンドバッグを発売。レッドシリーズは、使う場面によって

肩や手首にかけて使用できる。また、ピンクシ
リーズでは薄紫・アイボリーホワイトなどの色
も取り入れて女性の優雅さ・優しさ・温かみを
上手く表現している。

RABEANCO
新ハンドバッグコレクション

3月31日まで  

人気のPORTERがキッズファッションにも
　PORTER ZOOシリーズは、子供
に人気の色を使い、丈夫かつ無害
な生地で作り上げたシリーズ。裏地
には除菌・消臭の効果がある高性
能のナイロンを使用している。ま
た、PORTER SLINGシリーズは大人
用の外付けバッグにすることもでき
るため、とても便利。

PORTER
2つの新シリーズ

Starbucks Reserve
逸品コーヒー限定発売

3月15日まで

コーヒーにこだわるあなたへ 
  高級かつ希少価値のあるコーヒー豆を取り扱う「Starbucks Reserve

（スターバックスリザーブ）」。個性的でとても希少なコーヒー体験ができ

る同店で、ハワイ産カウ・コーヒーとジャマイカ ブルーマウンテンアン

バーエステイツを味わうこ

とができる。初めての人も、

きっと楽しめる逸品だ。

トムソンが見た香港と華南（1868-1872）
　スコットランド出身の写真家ジョン・トムソン氏は 1868 年から
1872 年にかけて、清朝統治下の中国で様々な写真を撮影してきた。今
回の写真展は中国大陸で撮影した作品の他、今まで公開していない香

港で撮影した作品も多数出品。当時の写真
から、彼が写実撮影の先駆者であり、その時
代で最も影響力のある写真家だったことが
分かる。

(852)3568-0988
www.rabeanco.com

見逃すわけにはいかないスパ体験
　開業5周年を記念し、Melo Spaは特別キャンペーンを開催。HKD980の
フェイスケアコースをHKD555で提供している。コースは白茶や紅茶、緑

茶などのエキスを使用することで、抗酸化作
用や角質除去の効果があり、体内の毒素を
排出させ、自然のツヤ感を取り戻してくれ
る。バレンタインデーのイベント前に、まず
スパで自分へのご褒美を。

Melo Spa
5周年特別キャンペーン

2月28日まで

18/F., The One, 100 Nathan Rd.,TST
12:00～14:30、18:00～22:30
(852)2426-6111
www.kyo-shun.hk/#/home
炭火焼き昼食6品 HKD200～280

京旬 kyo shun
斬新日式炭火焼き料理

1月16日上映

香港で最も本格的な炭火焼き技術 
　チムサーチョイ ( 尖沙咀 )The ONE にある日本料理店「京旬」はこの度
炭火焼き料理キャンペーンを開催。高温で焼いた料理は食材本来の味を

楽しむことができ、化学物質を含
まない無煙の日本備長炭は着火
点が従来の炭より300 ～ 600 度
高く、肉汁を効率良く閉じ込める
ことができる。スペインの黒毛豚
や阿波美手羽先などがオススメ！

Central Ferry Pier No. 8, Central
20:00～22:00
(852)3713-2500
www.hkmaritimemuseum.org/eng

Shop 1101, Elements, 1 Austin Rd., Kowloon
(852)2805-7768

Shop 201, 2/F, Alexandra House, Central
(852)2526-1839

5/F., Hyatt Regency Hong Kong, 
18 Chak Cheung St., Sha Tin
11:00～23:00
(852)3723-7684
melospa@hyatt.com 
HKD555/55分
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香港＆広東 香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

RGF 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。

RGF 深圳会計コンサルタント/
その他サービス 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。

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 RGF 香港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。

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

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 香港金融/保険 香港/香港島 20K～25K日系銀行でのリサーチアシスタント。東アジアの
経済情報、金融情報をまとめ、上司のアシスト。

RGF 香港金融/保険 香港/香港島 20K～25K
【日本勤務】大手欧州系決済機関でのカスタ
マーサービスの募集。半年香港でのトレーニン
グ後、日本/東京での勤務。

RGF 香港営業/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 21K

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。

香港/九龍 20K～25K RGF 香港購買/商社 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・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K～35K

日系アパレル商社にて営業の募集。アパレル業界
経験者歓迎。無くとも、人物次第で考慮。主に
既存顧客のフォローアップ。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー
（食品・日用品・アパレル）

東莞 35K～60K

大手香港系アパレルメーカーにて品質管理の
ポジション。日本アパレルメーカーとの橋渡し役。
品質管理経験あれば優遇だが、無くとも生産
管理経験があれば考慮。

テンプスタッフ
香港

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K香港/九龍 OA機器メーカー向け営業：華南地域への

出張有。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K～25K香港/九龍

日本マーケットの開拓業務。アパレル商材（リボン
やテープなど）の取扱い。日本への出張対応要。
英語ビジネスレベル。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/九龍 ERPパッケージ、ＩＴ関連保守サービスの販売。

テンプスタッフ
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 18K秘書関連業務全般。電話対応、出張手配、書類
作成、翻訳など。英語ビジネスレベル。

RGF 広州営業/小売・流通 RMB
12K～20K広州

珠海地区における、日系企業への物流に関わる
営業活動＆事務全般、日本人顧客の引越に関わ
る業務など担当して頂きます。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を歓迎します。

RGF 広州品質管理/メーカー
（機械・電気・電子）

25K～30K
＋住宅補助広州

広州の日系自動車部品メーカーにて品質総監
をして頂きます。入社後、経験を積んだら広州
以外の工場も管轄予定ですので、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。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 20K香港/香港島 食品商社：営業ポジション。既存顧客フォ

ロー、新規顧客開拓。

テンプスタッフ
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

ITソリューションの提案型営業およびフォロー
アップ。英語ビジネスレベル、広東語できれば
尚可。

テンプスタッフ
深圳

技術系（農林水産・
運輸・交通・設備）/
物流・倉庫

深圳 RMB25K
倉庫業務管理全般。10年以上の倉庫管理経験、
業務管理者経験3年以上のリーダーシップを
兼ね備えた方、北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

18K～20K
日系企業向けカスタマーサービス。輸出関連
業務。物流、メーカー、商社などでの貿易業務
経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

香港/新界
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香港＆広東香港＆広東

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

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） 香港/九龍 ～28K

3年以上のファッション系製造業の経験。日系顧客
からの受発注業務から全製造工程の管理。新規
取引先の開拓。コミュニケーションレベル以上の
英語、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） ～30K香港/九龍

3年以上の香港、広東省での営業経験。市場調査、
既存顧客からの受発注業務から出荷までの
管理。アジア出張。ビジネスレベル以上の英語。
（本社採用の可能性有り）

キングスウェイ

営業・販売系/商社 ～30K

香港/九龍

5年以上の電子部品関連営業経験者。プリント
基板の日系既存顧客および新規営業。顧客の
窓口業務。納期管理、受発注管理。ビジネスレ
ベルの英語、または中国語。

企画・広報・経営管理系/
医療関連 ～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。

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。

香港/香港島 ～25K キングスウェイ

3年以上の営業事務等の経験。日本人顧客への
窓口業務、簡単な記事作成、その他付随する事務
全般。勤務時間等フレキシブルに対応可。コミュ
ニケーションレベルの英語。

キングスウェイ～16Ｋ香港/九龍

2年以上の事務経験。電子部品購入の納期管理・
調整業務、日本及び工場とのやり取り、現地
スタッフとの連携など。コミュニケーションレベル
の英語または中国語。

キングスウェイ～22K香港/香港島

営業事務等の経験3年以上。保険及び金融関連
での経験者優遇。日系顧客CS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。
ビジネスレベルの英語。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB20K

技術営業経理（中国国内営業管理）。製造業での
海外営業経験、管理職経験者で問題解決能力が
ある方。英語又は北京語ビジネスレベル。

広州

深圳

RMB10K＋
インセンティブ

ユーティリティーの設備改善、自動車スイッチの
営業。理系出身必須、営業経験者ベター、語学
不問。

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/
物流・倉庫 RMB15K広州

国際物流実務上の業務管理、客先窓口（営業）、
日本本社への報告。営業センスのある方。営業
経験あれば尚可、北京語日常会話～ビジネ
スレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

～18K香港/九龍
日本人顧客からの商品に対する問い合わせ窓口、
出荷手配、在庫管理。顧客対応経験者、就労可能
なビザ保持者。広東語、英語のいずれか。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

キングスウェイ

営業・販売系/小売・流通 ～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

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）

深圳

～25Ｋ

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）、生産管理、デリバリーの管理など。ビジネ
スレベルの英語。

JAC 香港専門職/コンサルタント 香港/香港島 60K～70K

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。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

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。

キングスウェイ東莞

JAC 香港企画・広報・
経営管理系/商社 香港/香港島 60K～80K

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。

JAC 香港サービス系/外食・フード 25K～28K香港/香港島 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。

専門職/コンサルタント シンガポール キングスウェイ応相談

会計事務所、金融機関などでのコーポレート業
務経験（日系顧客M＆A、組織再編、企業調査、各種
コンサルティング等）。CPA保持者尚可。ビジ
ネスレベルの英語。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB20K深圳 営業担当。製造業での営業経験。英語日常会話

以上必須、北京語出来れば尚可。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 30K～45K

名門フットボールクラブチームの日系スポン
サー企業を対象に、キャンペーンや各種イベント
などの提案・調整・交渉業務。 1)5年以上の広告
代理店・PR・マーケティング経験　2)ビジネス
レベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 18K

日系企業向け情報媒体紙およびウェブサイトの
営業業務。新規開拓および既存顧客フォロー。
入社後日本にてトレーニング有り。1)3年以上の
営業経験　2)コミュニケーションレベルの英語
3)4年制大学卒

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港 JAC 香港20K～25K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。

サービス系/外食・フード 香港 JAC 香港26K日系飲食店の新店舗立ち上げ店長候補。日本
での研修あり。広東語ビジネスレベル。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港 20K前後
日系物流企業でのアパレル顧客窓口担当。
倉庫担当への指示、入出庫管理。英語会話レ
ベル以上。

JAC 香港専門職/コンサルタント 香港 500万円
～800万円

会計ファームで日本国公認会計士保持者。
営業・セミナー開催・アドバイス等。英語歓迎。

JAC 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港 30K～

35K程度

機械系商社。セールスエンジニア。アジア地域等
の既存代理店及び客先のフォロー。英語ビジネ
スレベル。

香港 30K前後 JAC 香港営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

不動産会社での営業職。現地スタッフのマネジ
メント業務。営業経験は必須ですが業界は不問
です。

JAC 香港営業・販売系/小売・流通 香港 ～50K
(応相談)

家具、家庭用品等の新規開拓営業と仕入れ。
(買い付け、OEM)業界経験者優遇。北京語優遇、
英語も可。

JAC 香港
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

東莞 RMB17K
（手取り）～

日系EMS企業にて基板実装の検査関連
の技術者。不良解析知識。語学不問。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K（応相談）

副資材の既存営業業務ならびに日本本社との
連携業務。顧客は日系企業。週2回程度の華南
地区への出張あり。 1）アパレル業界での営業経
験もしくは香港・広東省での営業経験　2）ビジ
ネスレベルの英語

インテリジェンス
深圳営業・販売系/小売・流通 ～RMB20K深圳 物流の営業職。業界経験不問、意欲がある方

歓迎。普通話初級レベルから応募可能。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

～RMB25K東莞
プレス加工技術経験者を募集。特にテープや
スポンジ関連の経験がある方歓迎。普通話ビ
ジネスレベル必須。

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

香港/新界 応相談

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
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 30K～35K

香港/香港島

電子部品の製造・販売を手がける日系企業にて、
LCDモジュール・電子部品・EMSの新規開拓
営業業務。 1)５年以上の電子部品業界での営
業経験　2) ビジネスレベルの英語

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

～20K

香港/九龍

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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 28K～32K香港/九龍

加工食品を扱った営業業務。月に1回程度の
ASEAN地区への出張あり。 1）5～8年の食品
もしくは日用品の貿易業務経験　2）マネジ
メント経験　3）ビジネスレベルの英語

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25K～30K

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
広州

企画・広報・
経営管理系/商社 広州 RMB

15K～25K

総合商社での財務会計職。日本本社と中国現
地法人の架け橋役となり、将来的に管理部門全
体のマネジメント業務を行う。1)中国での財務
会計経験者 2)ビジネスレベルの普通話

インテリジェンス
広州営業・販売系/金融・保険 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業務。
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

広州
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香港

香港 深圳

香港&広東



香港

香港香港

　今や、誰でも気軽に利用できるSNS。友達と楽しく交流できる
ことで人気だが、楽しいことばかりではない。実際に目にしたこ
とがある人もいるかもしれないが、特定の誰かを攻撃する誹謗
中傷なども溢れている。日本法規情報株式会社は、同社の運営
する各サイトの運用情報やユーザーへのアンケートを元に、
インターネットトラブルに対する意識調査を行い、「深刻化する
ネットトラブルとその現状」について発表した。

●個人情報を漏洩した上で誹謗中傷されているのを
　見たことがある人は70％
　前回同社の行った調査で、「他人の人格・性格を否定したり、
容姿に対する発言をしたりするなど、誹謗中傷にあたると思わ
れる事項が書きこまれているのを目にしたことがあるか」と質問
したところ、「見たことがある」と答えた人は実に70％に上るとい
う深刻な結果を発表した。
　書きこまれている誹謗中傷の内容は「芸能人や政治家につい
て」が最も多く全体の29％だった。「個人的な感情で書かれた、
特定の人に対する誹謗中傷」と答えた人は21％となり、芸能人、
政治家以外についても「個人を特定した上での誹謗中傷」は合
わせて39％に上った。

●誹謗中傷を書き込んだことがある人は全体の7％
　アンケートの結果、「誹謗中傷を書き込んだことがある」と答え
た人は7％となり、14人に1人の割合で誹謗中傷の書き込み経験
があることが分かった。誰でも利用できる便利なSNSの普及に
伴い、誰でも加害者、被害者になってしまいやすい環境にあるよ
うだ（但し、何が誹謗中傷にあたるのかについての認識は、個々
で違う事も考えられ、本人が誹謗中傷と認識していない可能性
もある）。

●削除依頼を出せることを知っていた人は50％
　悪質な誹謗中傷の書き込みがあった場合、最寄りの警察やサ
イバー犯罪相談窓口、弁護士などを通じて削除依頼をすること
ができるが、この事を知っていたか聞いてみると、「知らなかっ
た」と答えた人は50％となり、半数の人が誹謗中傷の悪質な行
為に対する対処法を知らなかったという事実が判明した。

●悪質な誹謗中傷被害に遭った時は…
　警察、サイバー犯罪窓口、弁護士などを通じて削除依頼を出
す。その際、誹謗中傷の内容が記載されたページの画面やURL
の保存、またはプリントアウトをするなどして証拠保全をすると
ともに、第三者にもきちんと確認できるようにすること。そうする
ことで、後日裁判を起こすなど、法的な措置を取る時に、警察を
通し情報開示請求がしやすくなる。この情報開示請求により書
き込みをした人の発信者情報「IPアドレス」を請求することがで
き、たとえサイト管理者から回答を拒否されるなどの場合にも、
警察や弁護士を経由して開示を請求することができる

「誹謗中傷の書き込みを見たことがある」人は70％「誹謗中傷の書き込みを見たことがある」人は70％

誹謗中傷を
書き込んだことはない

93％
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書き込んだことがある

7％

削除依頼を出せる
ことを知っていた

50％

削除依頼を出せる
ことを知らなかった

50％

芸能人や政治家の
誹謗中傷
29％

個人的な感情で書かれた
特定個人に対する誹謗中傷

21％

画像がアップの上で
書き込まれている誹謗中傷

7％

個人情報を漏洩した上で
書き込まれている誹謗中傷

6％

その人の友達に対する
誹謗中傷
5％

見たことがない
30％

有効回答数：1721人（男性：676人　女性：1045人）
アンケート期間：2013年11月20日～2013年12月20日

ビジネス（香港・広東共通）
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