
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！

日本株売り抜け、
海外勢の誤算と「最終手段」（2月6日）

人生を変えた決断
（夕張市長・鈴木直道） （2月4日）

3位〜10位は・・・

弊紙11ページに掲載中！

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 2月1日～7日 

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

日経電子版で
毎週更新中！

痛みのない施術とバランス調整で、
慢性的な痛みや不調を改善！
痛みのない施術とバランス調整で、
慢性的な痛みや不調を改善！
中村波動整体院・中村氏中村波動整体院・中村氏
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香港

香港香港

人気アメコミ映画第二弾！
「アメイジング・スパイダーマン2」 5月1日公開
 1人の平凡な青年であることと、スパイダーマンとしての大いなる責任
の間で、内なる敵と戦ってきたピーター･パーカー。しかし、「アメイジン
グ･スパイダーマン2」では、かつてない最大の敵に挑む。高校生の主人
公ピーター・パーカーはビルの間をスイングし、スパイダーマンとして悪
人と戦い、恋人・グウェンとの時間も過ごす多忙な日々を送っている。
ピーターは「グウェンには近づかない」という彼女の父親との約束を忘
れた訳ではなかったが、恋人同士のため約束を守ることは難しかった。
そんな暮らしが、悪役エレクトロの出現と幼馴染でオズコープ社の御曹
司であるハリー･オズボーンとの再会で一変。ピーターは自身の過去を
知るためのヒントを手に入れることとなる･･･。

 キャストとスタッフを一新し、2012年に公開された「アメイジング・スパ
イダーマン」の続編。さらに、第3弾は2016年6月、第4弾は2018年5月に
全米公開される予定だ。迫力満点のアクションだけでなく、ピーターに
襲い掛かる試練を見つめたドラマも見所！

　顧客満足度アップを目指し、様々なサービス提供に力を注いでいる
JCBカード。同カードのサービス窓口「JCBプラザ ラウンジ・香港」では、
各種観光・香港現地生活に関する問合せに日本語で対応してくれる。な
かでも在住ビジネスマンにオススメしたいのが、ガイドブックに載って
いないお店や、予算や要望に応じたレストランを紹介、さらには予算に
合わせた特別メニューの設定も可能。会食後の2次会（カラオケやラ
ウンジバー等）のサポートも行なっており、まさにコンシェルジュのよ
う。どこの国発行でもJCBマークがあれば世界の主要都市9ヵ所に設置
された「JCBプラザ ラウンジ」の利用が可能だ。現地在在スタッフが発信す
る情報サイト「たびらば(旅LOVER)」にアクセスすれば現地の情報が満
載なので、優待特典があるお店情報やWEBから無料で予約できる機能
も搭載。エアポートエクスプレスチケットもJCBカード優待料金でお得
にゲットできる。しかし、嬉しいのはビジネスマンだけではない。小さな
子供を持つお母さんもカードを提示するだけで同ラウンジを使用でき

るので、子供のトイレにも困らない。出張者にも嬉しい手荷物の預かり、
PCやプリンターの使用、雑誌の閲覧、フリードリンクのサービスも利用で
きる。JCBカードをまだお持ちでない方は、香港生活の上手な活用術とし
てこの機会に申請してみよう。
　カード申請の問い合わせはJBCプラザ 　ラウンジ・香港まで。

観光客だけじゃない。在住ビジネスマンも必見！
JCBプラザ ラウンジ・香港

監督: マーク･ウェブ
出演: アンドリュー・ガーフィールド、エマ･ストーン、
　　 ジェイミー･フォックスほか

JCBプラザ ラウンジ・香港
住所：6/F.,Chung Fung Comm. Bldg., 12 Canton Rd., TST
 ※広東道沿い、ルイ・ヴィトンはす向かいの松鳳商業ビル6階(1階がオメガ)
電話：(852)2366-7211
時間：9:00～18:00(年中無休)

たびらば
ウェブ：tabilover.jcb.jp

香港トピックス
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深圳

香港

NEW
中村

香港

絢爛多彩な少数民族のダンス盛宴
香港舞踏団×中央民族大学舞踏学院　「舞韻天地」

　中国では、国民の僅か8%が少数民族で、その中には55の民族があ
る。それぞれが特有の色彩を持っている。常に香港のダンス会に力を入
れている香港舞踏団が、中央大学舞踏学院とタッグを組んで中国少数
民族の独自の舞踏を香港のステージで披露する。
　チベット族の人々が自然への愛情を表す3人のダンス「牛背揺籃」。
見るだけでその喜びに染められ、雲南で暮らすタイ族の少女が川で水
を遊ぶ姿を描写する「水郷」。「刀朗」と呼ばれる伝統ダンスで、ウイグ
ル族の遊牧生活を伝える大人数のダンスパフォーマンス「鷹の歌」。イ
族の伝統ダンス「羅作舞」をアレンジし、雨を感じさせる「春雨」･･･どれ
も各民族の代表的なダンスであり、目まぐるしく見ていて心踊るパ
フォーマンスだ。
　既に多くの賞を受賞している彼らのパフォーマンスは、中央民族大学
舞踏学院の教授がアレンジした、民族音楽と新鮮で色鮮やかな民族衣

装で演じられ、香港舞踏団メンバー全員がステージを踏む。香港初公演
で3日間限りの少数民族ダンス盛宴、ぜひ見逃すな。

ヴァンパイアのモロイ族と彼らを護衛するガーディアンが通う学校、聖
ウラジーミル学園を舞台に、ガーディアンを目指すごく平凡な17歳の
ローズと、モロイ族の王位後継者のリサとの友情やそれぞれの恋が描
かれるロマンチック・ホラー映画。世界中で800万部を売り上げた作家リ
シェル・ミードのベストセラー小説。
　ヴァンパイアだが、モロイは人を傷つけられない上に、命に限リがあ
る。そして、リサを狙うのはストリゴイと呼ばれる血に飢えた不死身の
ヴァンパイア達。敵の追撃から身を守れるように、戦いに備えるべく学校
に通い始めるが、2人をそこで待っているのは･･･
 監督は「フォーチュン・クッキー」、「恋人はゴースト」など多くのキュー
ティー映画を手がけたマーク・ウォーターズ。原作はリシェル・ミードが
2007年に出版した同名の大人気YA小説。原作には忠実ではあるが映画

にはダヌエルの脚本の特徴であるユーモアがより含まれているというか
らそのユーモアとホラーがこの映画の見どころだ。既にシリーズ化して
いる原作小説と同じように今回の映画化もシリーズ化される予定なの
で今後の作品にも期待したい。話題必至の同作、お見逃しなく。

ヴァンパイアブームはまだ終わってない！
あなたも入学してみない？「ヴァンパイア アカデミー(Vampire Academy)」

Vampire Academy
2月27日上映
監督：マーク・ウォーターズ
出演：ゾーイ・ドゥイッチ、ルーシー・フライ

舞韻天地
ウェブ：www.hkdance.com
場所：Kwai Tsing Theatre, 12 Hing Ning Rd., Kwai Fong
日時：
3月7日　19:45～
3月8日　15:00～、19:45
3月9日　15:00～
チケット料金：HKD260、HKD180、HKD120

チケットのお求めは下記まで
電話：(852)2111-5999
ウェブ：www.urbtix.hk
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若柳流四世家元若柳壽延 IN 香港

　2月28日に、日本舞踊公演〈和の魅力〉を開催いたします。
　普段は日本にいても触れることが少ない日本伝統文化、
まして海外では特別な機会がなければ本物に接すること
は皆無だと思います。日本人であっても自国の伝統文化の
素晴らしさに触れたことのない方も沢山おられます。そう
いう方々にも是非本物の「和の魅力」を感じて頂ければと
思います。

主催：若柳流香の会
場所：Concert Hall of Hong Kong Academy 
           for Performing Arts, Wanchai
時間：20:15～21:30
チケット：HKD380、HKD280、HKD180（学生ID）
HK Ticketingまでお求めください。
http://www.hkticketing.com/　
(852)31-288-288

日本舞踊公演＜和の魅力＞

香港

香港

今週の香港ピックアップ

オスカー外国語映画賞ノミネート作を一気に！ 
　毎年世界中の人々が楽しみにしている映画界の一大行事、アカデミー賞。その中で、ア
メリカ以外の外国語映画のために設立された「アカデミー外国語映画賞」は、非英語圏
の映画が獲得したい賞の1つとなっている。そこでテレビチャンネル「MOViE MOViE」が、
今年度のアカデミー外国語映画賞の候補作を一足早く香港で放映するマラソン式映画
祭を開催！一日中、映画マニアと共に鑑賞することができる。
　カンヌ国際映画祭審査員賞を受賞したパオロ・ソレンティーノ監督の新作、「The Great 
Beauty」。占領された土地で3人の幼馴染と1人の若い女性の回想で描かれた「Omar」。デン
マーク代表の「偽りなき者(The Hunt)」。土人形で1つの国の傷跡を語る「The Missing
Picture」。そして、音楽で結ばれた2人の愛と哀愁のアルバム「THE BROKEN CIRCLE 
BREAKDOWN」。
　アカデミー賞発表の前に、一気に楽しもう！

MOViE MOViEより
外国語映画祭ベスト5

2月22日

カラダに優しいデトックスメニューが帰ってきた
　昨年大好評だったカラダに優しいヘルスコンシャスなDetox/Retoxメ

ニューが今年も帰ってきた。今年こそは健康的な食生活を！と思う人に

ぴったりの新メニューは、シーバス、バジ

ル、マヌカハニー、ショウガなど抗酸化作用

や持久性のある食材を使用し、気になるカ

ロリーも350キロカロリー以下。もちろんカ

クテルも低カロリーなので安心だ。

Armani/Aqua
Detox/Retoxメニュー

2/F., Landmark Chater (Chater House), 
8 Connaught Rd., Central
9:00～24:00
(852)3583-2828
www.aqua.com.hk
4 コースメニュー: HKD688

Prosperous Garden, 
3 Public Square St., Yau Ma Tei
www.cinema.com.hk
HKD180

人ごみから離れてリラックスしよう
　人口密度世界第2位の香港。人で溢れる都市でたまにはどこかに足を
伸ばして一息入れたい！と思っている方は、JWマリオットホテル香港の

バー「Fish Bar & Pool」に行ってみては。オアシ
スをコンセプトにオープンした同店は、常に創
作カクテルを提供している。新鮮な海鮮を取り
入れるスナックメニューもぜひ味わって欲し
い。

JWマリオットホテル香港
Fish Bar & Pool

SABRINA SCALA
ニューバックコレクション

猫？バック？どっちも欲しい！
　ユニークな猫の形をしたキュートなバッグを新しいシーズンに取り入
れてみた｢The RUMSEY｣コレクション。ソフトレザーとファーを合わせて
おり、見た目も可愛く、手触りも気持ちいい。シンプルなコーディネートの

アクセントにしたり、エレガントな
コーディネートにあえてミスマッチに
合わせるなど、様々なシーンで活躍し
てくれる。

Shop D, 43-49 Wellington St., Central
(852)2518-4188
www.sabrinascala.com/

ボビーブラウン
EXTRA Bright Advanced Moisture Cream

艶やかに輝くお肌の秘密
　ボビーブラウンのスキンケアライン｢EXTRA｣から、保湿成分と美白
効果のあるスーパーシトラスコンプレックスを配合した｢エキストラ・ブ

ライト・アドバンス・モイスチャーク
リーム｣が登場。高濃度の保湿成分
が肌の色を均一にし、使うごとに
肌のバリア機能を高め、ハリのあ
る弾力に満ちた艶やかな肌に導い
てくれる。

Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
(852)2810-8366
 jwmarriotthongkong.com

Shop C20, Lane Crawford, 3 Canton Rd., TST
(852)2376-0331
HKD750 (50ml)
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香港香港

香港

Exhibition

ハイアットリージェンシー 香港
ヨーロッパアカザエビメニュー

3月中

Laibachが待望の初来港！
　香港のLaibachファンに朗報。待望の来港が実現！Laibach Kutnsはス
ロベニアの芸術活動の音楽的手段としての位置づけで始まったもの。

1980年に旧ユーゴスラビアのトラ
ボリアで結成された同グループは、
香港ファンに向けての様々なアク
ティビティーを用意。また、コンサー
トや香港城市大学でのセミナーも行
う予定だ。

Laibach Kutns
展覧会及びコンサート

3月20日まで

熱い夜になること間違いなし！
　最先端のラガスタイルを東京から世界に発信する「PART2STYLE 
SOUND」がついに香港上陸！イベント当日は大阪レゲエの重鎮 BUNBUN 

the MCを迎えてのショウケースや、香港のク
ラブシーンでは中々見ることができないLive 
Paintパフォーマンスが行われる。香港・中国
のレゲエ好きはもちろんジャングル、ダブ、ダ
ブステップ好きは絶対に見逃せない。

ICHIBAN FUTURE RAGGA
一夜限定開催

2月22日

L’altro
黒トリュフ新メニュー

3月中

貴重で贅沢な1口をご賞味あれ
　ミシュラン星獲得のシェフPhilippe Leveille氏が在籍する「L’altro」では新

しいメニューを提供中。フランスのペリゴール産の黒トリュフは極めて

貴重で、白トリュフよりやさしく細緻な味がするため多くの食通に愛され

ている。経験豊富な同シェフが作る、黒ト

リュフを使った新メニューは、期待を裏

切らないだろう。

香港で新鮮なヨーロッパアカザエビを堪能
　ハイアットリージェンシーのウェスタンレストラン｢HUGO｣では厳選
した食材のみを使用した料理を提供している。3月にはノルウェーから
直輸入するアカザエビを使用したエビ料理の数々を用意。前菜には

ラングスティーヌのカルパッチョ。肉
好きにはにグリルアカザエビと一緒
に、U.Sプライムテンダローインを。

全ての女性にパワーをくれるピンク！！
　RMKは、新クリエイティブディレクターKAORIによる初のコレクションを
発表。ピンクをメインカラーにした変幻自在なメイクを提案する｢PLAY 

ON PINK｣だ。全ての女性にパワーをくれる
永遠のカラー、ピンク。明るく春らしい眼差
し、優しくハッピーな頬にジューシーな唇…
気分が高まる遊び心の詰まったコレク
ションを試してみては。

RMK 
2014 春夏コレクション

発売中

Shop 25, 2/F., Langham Place, 8 Argyle St., Mong Kok 
(852)2865-0941
kanebo-hk.net/chi

18Shop 1001B, 10/F., Times Square, 
1 Matheson St., CWB
12:00～16:00、18:00～23:30
(852)2375-0800
 www.yunyan.hk

四川料理　雲陽
新たな鍋メニュー

1月16日上映

四川料理で体力向上！
　旧正月が過ぎてもまだまだ寒い香港。そこで、四川料理「雲陽」では体
を温めてくれる新たな鍋メニュー「老湯鍋」を提供中。冬になると必ず四

川人の食卓に現れるこの鍋料理には、ひつ
じ、鳩、豚足などの厳選食材を入れる。どれも
精力のつく食材のため、体力向上のためにも
ぜひ試して欲しい。

Lobby Level, Hyatt Regency Hong Kong, TST
(852)3721-7733
 www.facebook.com/HyattRegencyHongKongTsimShaTsui

Unit 7, Block B, 8/F., Wah Tat Industrial Centre, 
8 Wah Sing St., Kwai Chung
木～日  13:00～19:00
(852)3421-1720
www.ciahk.org

B/F., 353-363 Des Voeux Rd. West, Sai Wan
21:00～25:00
HKD200

10/F., The L. Place, 139 Queen’s Rd., Central
12:00～15:00、18:30～22:30
(852)2555-9100
www.laltro.hk

05Pocket Page Weekly 21 February 2014 No. 423
B

香港ピックアップ



香港香港

香港

上海自由貿易試験区について

ワイズコンサルティング国際会計グループ
香港事務所
住所：15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd., Central
電話：(852)2851-8700
深圳事務所
住所：深圳市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室
電話：(86)755-8831-6995

ビジネスマン必見！
華南エリアお役立ち情報

4 今回のテーマ

東京事務所創立40周年記念出版本「相続税の基礎知識」を無料配布中
税理士・会計士・弁護士による無料相談セミナー実施中
お気軽にお問合せください！

日本国税理士
山本圭一郎
日本国税理士
山本圭一郎

④ 経営期限の変更
⑤ 出資方式、出資期限の変更

　上海自由貿易試験区は、良好なスタートを切り、社会の投資・起業意欲を十分に引き出し、制度
革新を推し進めています。試験区管理委員会主任を務める艾宝俊・上海市党委員会常務委員（副市
長）によると、2013年11月までに計1,434社の設立申請を受理したとのことです。また、金融機関や
サービス業の開放も相次ぎ実行され、すでに銀行、証券、先物、保険、ファンドなど金融機関40社が
試験区に進出しています。各種サービス業の外資への開放も順次実行に移されています。国務院
の「全体計画」が定めるサービス業の6大開放分野の開放措置23件のうち、すでに12件が実施され
ています。
　次に、深圳市西部の前海という場所でも似たような改革が推し進められます。前海には、香港との
共同開発により「前海深港現代サービス業合作区」が設置され、金融・保険業などを振興し、将来的
には香港のセントラルのような場所を目指しています。以下では、上海自由貿易試験区に関する具
体的な取扱規定のポイントを解説いたします。

１．自由貿易試験区内における外商投資企業設立手続きの簡素化
　投資家が自由貿易試験区内に外商投資企業を設立する場合、企業名称事前認可を取得した後、
自由貿易外商投資一括受理プラットホーム（以下「受理プラットホーム」という）にアクセスしてオン
ラインで記入報告し、合わせて届出通知事項に対して承諾を行わなければならないと規定されて
います。投資家（若しくは、外商投資企業）がオンラインで申告を完成させた後、届出機関は１営業
日以内に届出を行い、合わせて『中国（上海）自由貿易試験区外商/香港・マカオ・台湾・華僑投資企
業届出証明』（以下、『届出証明』）をオンラインで投資家（もしくは外商投資企業）及び関連部門に
発信しなければならないと規定されています。
　このように、自由貿易試験区内に外商投資企業を設立する場合、旧来の商務部門への許認可に
かわり届出機関（中国（上海）自由貿易試験区管理委員会）への届出のみ、登記機関（自由貿易試験
区分局）への登記のみで設立が可能となっています。
　また、法律、行政法規、国務院が規定する企業登記前置許可事項を除き、試験区内企業は登記
機関に登記を申請し、営業許可証を取得した後、一般生産経営活動に従事することができるとされ
ています。よって、自由貿易試験区内に外商投資企業を設立する場合、営業許可証の取得後、すぐ
に一般的な生産経営活動を開始することが可能となっています。

２．自由貿易試験区内における外商投資企業の登録事項変更に係る簡素化
　従来商務部門での許認可が必要であった下記変更事項に関しては、届出機関への届出のみで
変更が可能となっています。
① 登録資本金の変更（増資、減資）
② 持分若しくは合作権益の譲渡
③ 合併、分割

３．自由貿易試験区内における外商投資企業の資本金登記に係る変更
① 授権資本制度の採用
法律、行政法規に会社の登録資本金に対して別途規定がある会社を除き、試験区の会社は、登録
資本金授権登記制度を実行し、登記機関は、会社の全体株主、発起人が授権する登録資本金およ
び引き受ける株式資本総額（即ち会社の登録資本金）を登記します。

② 最低資本金および払込に係る制限（初回払込比率、現物出資比率、払込期限）の廃止
法律、行政法規、国務院の決定で特定業界の登録資本最低限度額に対して別途規定がある場合を
除き、有限責任会社の最低資本金3万元、一人有限責任会社の最低資本金10万元、株式有限会社
の最低資本金500万元の規定を取り消しています。会社設立時の全体株主（発起人）出資額および
比率の規定を取り消しています。会社の全体株主（発起人）の現金出資金額が登録資本に占める比
率の規定を取り消しています。会社株主（発起人）の出資全額払込期限の規定を取り消しています。
このように、自由貿易試験区内における外商投資企業の設立に際しては、最低登録資本金、登録資
本金の初回最低払込比率（登録資本金の15％以上）、現金出資比率（登録資本の70％以上）および
払込期限（初回3ヶ月以内、総額2年以内）に関する規制が撤廃されています。

４．試験区内における外商投資企業の年度報告開示制度（企業年度検査制度の廃止）
　試験区内企業には、企業年度報告開示制度を実行します。企業は、毎年3月1日から6月30日まで
に、市場主体信用情報開示システムを通じて登記機関に年度報告を送付し、合わせて社会に開示
しなければなりません。試験区内における外商投資企業は、企業年次検査に代わって上記企業年
度報告開示制度が施行されます。
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マリコ：「停止させないためには結構沢山やることがあるんです
ね。人間相手のほうがよっぽど簡単ですね。」

フジオ部長：（だから、人間も簡単じゃないって・・・。）

岩石先輩：「コンピュータは普段は文句ひとつ言わず黙 と々徹夜
でも作業をこなしてくれるけど、壊れるときは突然だから日頃の
ケアが大切だね。」

Solution
　前回、2年連続の引越で不動産購入を余儀なくされたフジオ
部長。最近の地価下落で、背負った大借金が心理的に負担となっ
ているご様子。

マリコ：「フジオ部長、どうしたんですか？なにかお悩みでも？」

フジオ部長：「いや、先月誕生日でアラフォーになって、自分の寿
命があと30年くらいではとか、運が悪けりゃ10年とか、いろいろ
考えていてね。子供もまだ小さいし、不動産のローンも･･･。」

マリコ：「な～んだ。そのための保険じゃないですか。」

フジオ部長：「30代では保険なんて考えもしなかったから･･･。う
ちは大黒柱2本だから、家内の保険も･･･。」

トンデンヘイ：「家もですけど、企業の大黒柱も万が一の場合のこ
とを考えておかないと。」

マドンナ・フジコ：「やはり大黒柱は社長かしら？うちの隣の会社、
社長が愛人に刺し殺されてから、従業員たちが頑張ってたみた
いだけど結局つぶれちゃったわよね。万が一に備えて普段から
右腕を育てたり、組織が仕組みで動くようにしておかないとだめ
よね。」

S研究員：「ムフフフフッ。皆さんもう1つの大黒柱を忘れていま
せんか？」

マリコ：「え、もう1つ？」

S研究員：「業務がこれだけIT化されている昨今、日々の業務の中
心の機械（サーバー）が突然動かなくなったら業務が止まっちゃ
うよね。」

広州のタムラ：「確かに！半年ほど前にお客様の業務システムの
サーバが突然ダウン、それはもう悲惨でした。」

岩石先輩：「そうそう、タムラ君泣いてたよね。」

今更聞けないITセキュリティの常識
『ITの大黒柱が倒れてしまった～！』

広州のタムラ：「まず、受注、発注、請求書などの入出力がすべて
できない。在庫数もわからないので顧客対応にも支障、月末だっ
たら本社への月締め報告もできないという事態になるところで
したよ。」

マリコ：「え～！日常業務が止まっちゃったんですか？」

広州のタムラ：「普通は故障部品を取り替えれば、復旧するけど、
なにしろ機種が古すぎて、部品がどこにもない。結局、バックアッ
プのデータを代替機に引っ越すこす羽目に。」

カメヤマ先輩：「でも、代替機があったのは不幸中の幸いでしたね。」

広州のタムラ：「おまけに、バックアップしていたデータそのもの
に問題があり、一部復旧不可、今度は動かないサーバからハード
ディスクまで取り出し、やっと見つけた同じ型のサーバでデータ
を取り出し、ようやく復旧へ。さすがに1日の作業ではすみません
でしたよ。」

カメヤマ先輩：「データが復旧し、最悪の事態を避けられたけど
数日間業務が止まると影響は甚大だね。」

フジオ部長：「保険は万が一の事態が起きてからの補填、むしろ
予防処置こそ大切。お客様には特に下記のようなことに常日頃
から気をつけるようお願いしているんだよ。」

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
「オフィスの要のサーバを止めると会社の動きが止ま
る。防止するには案外色々チェックしておくポイントが
あるので普段から専門家のアドバイスがもらえる体制
があれば安心。」

業務の大黒柱（サーバ）停止を防ぐための注意点10か条
１．日々のデータバックアップの確実な実施（チェック表で確認）
２．バックアップメディアの寿命（テープなどは擦り切れる前に交換）
３．バックアップメディア置き場所（同時焼失回避のためサーバと別保管）
４．サーバ機械の計画的な交換（古いとメーカの部品保証が切れる）
５．定期的な赤ランプ（エラー）の点検（ハードの悲鳴をキャッチ）
６．定期的なサーバ内エラーメッセージの点検（ソフトの悲鳴をキャッチ）
７．定期的なウィルス駆除ソフト更新点検（知らないうちに止まっていることも）
８．バックアップサーバで2台体制にする（費用はかかるが大切）
９．サポート業者の体制を確認しておく（保守サービス範囲の確認）
10．バックアップデータの復旧テスト実施（バックアップが正常にされているかわかる）

がんばるマリコのIT素朴な疑問

香港&広東
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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

JAC 香港

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。

JAC 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

20K前後香港/香港島
投資会社にてカスタマーサポート職。応募
資格はバックオフィス業務のご経験が少し
でもある方。

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 30K前後香港/香港島 3年以上のIT系開発経験がある方。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 ～30K

外資系保険会社の日系市場向け営業兼カスタ
マーサービスポジション募集。営業経験3年程度
必須、業界経験は不問だが金融関連経験が望ま
しい。英語必須。

JAC 香港営業・販売系/商社 ～20K+
コミッション香港/香港島

外資系半導体商社の日系市場向け営業ポジ
ション。営業経験3年、Cold Cald等からの新規
開拓必須ポジション。英語必須。ハイコミッ
ション制度あり。

JAC 香港会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/香港島 40K～70K

外資系資源商社の上場株主対応・IR・経営
企画全般。新興国への出張あり。M&A経験、
金融系、コンサル系の法人財務分析経験者
歓迎。交渉力、英語必須。

JAC 香港サービス系/外食・フード 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/
コンサルタント

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。香港

JAC 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

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

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K前後香港
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。

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。

JAC 香港専門職/コンサルタント 応相談北京・上海 監査法人での就業経験者。

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）

RGF 香港金融/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。

香港/香港島 25K～35K RGF 香港
大手欧州系銀行のプライベートバンキング部門
でのアシスタント、アカウントマネジャーの
募集。SFC type1必須。英語ビジネスレベル。

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

RGF 香港20K～25K香港/香港島
【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。

金融/金融・保険

企画・広報・経営管理系/
メーカー（食品・日用品・
アパレル）

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。

WEB/IT・通信・
インターネット・ゲーム

金融/金融・保険

RGF 香港

営業・販売系/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。

RGF 香港

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 ～35K

日系電子部品・半導体OEM製造業にての募集。
総経理代理。お客様のフォローアップ、新規
開拓、折衝。

RGF 香港事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 25K香港/九龍

日系電子商社での経理職。月次決算、決算
業務の遂行。経理、簿記資格、決算業務経験
をお持ちの方歓迎。
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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

会計コンサルタント/
その他サービス

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

生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

深圳

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。

RGF 香港東莞

営業/小売・流通 広州 RGF 広州RMB
12K～20K

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
関わる業務など。社内に日本語を話せる中国人
スタッフはいない。中国語が今話せなくても今後
勉強意欲の高い方を歓迎。

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。

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。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25K

実務経験少ない方も応募可（5年程度の会計
経験尚可）。会計年次処理、月次処理。本社会計
部への報告、監査対応等。その他、受発注業務。
語学不問。

キングスウェイ

技術系（IT・通信）/
金融・保険 応相談

香港/香港島

5年以上のIT部門での経験。マネジメント経験
尚可。プロジェクトの企画、立案、推進、進捗管理。
社内ポリシー整備、構築。本支店との連携。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

～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。

キングスウェイ
生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

～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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 ～18K

2年以上の香港での就労経験。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。

キングスウェイ　営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 ～25K

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） ～28K香港/九龍

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）

キングスウェイ会計経理・経営管理/
医療関連 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。

キングスウェイ営業・販売系/外食・フード ～32K

食品飲料商社などでの経験5年。マネジメント経
験者優遇。市場調査、営業戦略立案と推進、外注
先折衝、新規仕入先開拓、貿易関連手続き、出荷
業務、簡単な検品業務。ビジネスレベルの英語。

香港/九龍

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 東莞 キングスウェイ～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。

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 インテリジェンス

香港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

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・投資顧問

香港/香港島 16K～20K

日系保険会社の日系営業部に所属し、書類
作成や顧客窓口業務などの営業サポートを
担当。 1)3年以上の就業経験（業界不問） 
2)ビジネスレベルの英語 3)永久居民権ま
たは配偶者ビザホルダー

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） 香港/九龍 30K～35K

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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 28K～32K

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

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港＆広東

香港

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

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/
その他サービス 広州 RMB

13K～20K

新規開拓を中心とした営業・工場まわりが
中心、認証業務。営業経験、英語または北京語
準ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳営業・販売系/小売・流通 深圳 RMB

15K～20K
物流の営業職。業界経験不問。普通話初級レベル
から応募可能。

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

香港/九龍 25K～30K インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

電子部品商社の会計担当として香港内の月締
め・年締めをはじめとする一般的な会計業務。
1)香港における会計・経理経験　2)社内コミュ
ニケーションレベルの英語

インテリジェンス
香港

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
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/新界 ～20K

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
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。普通話ビジネ
スレベル必須。

インテリジェンス
広州営業・販売系/商社 RMB

15K～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。　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

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/香港島 20K複合機のプロモーション、マーケティング業務。

英語または広東語ビジネスレベル以上。

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、将来的には管理
部門全体のマネジメント業務も期待される。
1)中国での財務会計経験者　2)ビジネスレ
ベルの普通話

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/マスコミ・
広告・デザイン 20K～25K香港/香港島 日系企業向けの広告営業。関連経験お持ちの

方歓迎。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

18K香港/香港島 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。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 テンプスタッフ

香港20K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。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 テンプスタッフ

香港25K～30KOA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

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 香港/新界 20K経理のアシスタント業務。マンスリーレポートの

作成など。英語ビジネスレベル。

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） 香港/新界 25K既存顧客フォロー、出荷手配、出張対応要。

テンプスタッフ
深圳

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 深圳 RMB

20K～30K

営業。営業及び営業管理の経験者。IT技術系
の方で技術営業をやっていただける方。北京語
できれば優遇。

東莞 RMB
15K～20K

テンプスタッフ
深圳

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

生産管理全般責任者兼営業。製造業の営業、
生産管理に関わった経験及びアパレル業界に
興味ある方。北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
深圳

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

その他
華南地域

RMB
25K＋住宅

董事長秘書。日系メーカーに勤務経験がある
こと。さらにマネジメント力があれば優遇。北京語
ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州

営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 広州 応相談

日系企業向け保険サービス案内、得意先のフォ
ローアップ＆新規開拓。四大卒以上、経験不問、
営業センスのある方、北京語できれば尚可。
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香港&広東 深圳

広東香港

読まれた記事ランキング
2月1日～7日  

　アベノミクスに期待して日本株を買ったのは外国人だけで、日本の投資家は株価が上がったのを
幸いに保有株を売却した――。1位の記事では、 2013年に海外と日本の機関投資家がそれぞれ逆
の投資スタイルをとった構図が指摘されています。2位は東京都職員から夕張市長に転じた鈴木直
道氏の連載。収入が激減すると分かっていながら、夜も眠れないほど悩んだ末に出馬を決断した理
由を語っています。1日～ 7日によく読まれた記事を紹介します。

日本株売り抜け、海外勢の誤算と「最終手段」 （2月6日） 

人生を変えた決断（夕張市長・鈴木直道） （2月4日）  

（3）松坂、メッツと“政略結婚”　実力証明なるか （2月3日）
 
（4）保育園、「認可なら安心」は間違いだった （2月6日）
 
（5）異例の人事から1年　東芝会長、最後の「破壊と創造」 （2月3日）
 
（6）フィギュア、浅田に勝機　長野女王が占う戴冠の行方 （2月5日）
 
（7）パナソニック、「無借金経営」と決別する日 （2月6日）
 
（8）NTTドコモ、iPhone売って払った「代償」 （2月3日）
 
（9）高性能でも大型化せず、出足好調PS4は「技術の集大成」 （2月5日）
 
（10）ソニー、投資ファンドにパソコン事業売却へ （2月5日）
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香港&広東

ビジネス（香港・広東共通）
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　仕事のみならず、自分以外の人と関わりを持つということは、何かしらの
不満が生まれ、ストレスが溜まるもの。読者のみなさんも、自分なりのスト
レスの発散方法があることだろう。この度、弁護士法人アディーレ法律事
務所は、20代～40代の会社員618人を対象に、ストレスに関するインター
ネット調査を実施した。

　今どきの会社員はストレスをどのように発散しているのか。今回の調査
結果によると、仕事のストレス発散方法は1位「美味しいものを食べる」、2
位「寝る」、3位「買い物」、4位「お酒を飲む」、5位「家族と過ごす」となった。
また、年代別にストレス発散方法を確認してみると、「美味しいものを食べ
る」は20代が73％、30代が61％、40代が50％となった。また「寝る」は20代
が67％、30代が53％、40代が60％となり、ともに20代が最も高いという結
果になった。体力のある20代がもっとも「食べて寝る」ことでストレスを発
散している傾向にあるようだ。
　次に、「自分の会社をブラック企業と思うか？」という質問をもとに、「思
う」と答えた人（54人）、「思わない」と答えた人（209人）、それぞれのストレ
ス発散方法を確認すると、「美味しいものを食べる」、「寝る」ともに、「思う」
という人の70％以上が選択しており、「思わない」人よりも10％高い結果と

なった。
　昨今、社会問題となってい
るブラック企業は、若者を低賃
金で朝から晩まで酷使してお
り、残業代の未払いやパワハ
ラも問題となっている。20代
や、ブラック企業で働いている
と思う人に、「美味しいものを
食べる」「寝る」でストレスを発
散する人が多いのは、そのよ

うな過酷な労働環境を強いられている人が多いからではないだろうか。
精神的にも肉体的にもクタクタになるまで働いているため身体を休めた
い、生活に余裕がないためお金をかけてストレス発散できない、とも考え
られる。

　さて、PPWスタッフはどうやって日常のストレスを発散する？

Eさん（会計・香港人）：何かあれば必ず人に話してしまうタイプですから、
うちに帰ってその日の悪いことをぜ～んぶ誰かに話します！
Sさん（営業・日本人）：プールに行って水泳。もしくは寝る。とにかく頭を使
わないから、嫌なことも暫く忘れてしまいますね～。
Eさん（エディター・香港人）：ちょっと不健康ですが、ビールを酔っ払うまで
飲みますね。酔っ払ったら普段できないこともできる、話せない話もでき
ますから。
Tさん（デザイナー・日本人と香港人のハーフ）：あまりストレスはないです
が･･･、夏なら海へ行きますが、冬はさすがに寒くて泳げませんから、家で
美味しいものをたくさん作って食べます。

　同じ会社で働いても、ストレス発散の方法はそれぞれ。どんな環境でも、
どんな仕事でも、絶対ストレスを感じないということはない。自分なりに仕
事のやり甲斐を見つけ、精神的な健康のバランスを上手く取ることが大切
だ。

■調査概要
調査方法：インターネットリサーチ
調査地域：全国
調査対象：20歳代～40歳代の会社員
有効回答数：合計618サンプル
調査日時：2014年1月11日（土）～1月13日（月・祝）
調査主体：弁護士法人アディーレ法律事務所
調査機関：株式会社マクロミル

今どき会社員のストレス発散方法と企業との関係は！？
お酒でストレス発散！はもう古い？

会社でたまったストレスの発散方法を教えてください　   ※複数回答

美味しいものを食べる

寝る

買い物

お酒を飲む

家族と過ごす 回答者：618人
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