
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！

現代自動車、「日本車キラー」は
成長の踊り場 （7月14日）

イチロー、どこに何を求める？
今オフＦＡに （7月14日）

3位〜10位は・・・

弊紙12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 7月12日～ 18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

1/F., Oriental Crystal Finance Center, 
107-109 Chatham Road South, TST
MTR尖沙咀B2、尖東P3出口から徒歩５分程度
(852) 2957-8777（日本語でどうぞ）
営業時間　12:00-15:00 18:30-23:00

個室での宴会も承ります。（８名様まで）

香港 香港香港

　人気アイドルグループAKB48の元メンバーで、現在ソロで活躍してい
る板野友美が、7月15日に来港した！　ニューアルバム「SxWxAxG」のリ
リース告知と共に、香港・台湾公演を含む大型ツアーの開催に向けたPR
イベントを行った。
 これまで何度も香港を訪れている板野は、「ダイガーホウ（こんにち
は）！」と広東語を使い、慣れた様子で現地のファンに挨拶。共催者の1人
であるアパレルブランドBAUHAUS代表である外国人男性モデルが花束
とギフトを手渡すと、はにかんだ笑顔を見せた。さらに7月3日に22歳の
誕生日を迎えた彼女に、香港のファンたちからお祝いのケーキがプレ
ゼントされると、驚きの表情で喜んだ。最後に香港の主催者らとシャン
パンで乾杯し、来月行われる公演の成功を祈願した。
　板野は2013年に本格的なソロ活動を始めて以来、冠番組「ともちゃん
友を呼ぶ！ ～今ドキ女子バックアップバラエティ」の放送開始や、世界的
なファッションブランドであるサマンサベガとのコラボなど、活躍を続け

ている。そして、歌手としても活動を続けてきた彼女が、今年7月2日つい
に自身初のアルバムを発売。このアルバム「SxWxAxG」を引っさげて、同
名のツアーを開催するに至ったのだ。初の香港ソロライブを行う彼女を
みんなで応援しよう！

元AKB48板野友美来港！
8月24日ツアー「SxWxAxG」香港公演を開催

TOMOMI ITANO SxWxAxGツアー 香港ライブ
HK Ticketingで好評発売中！
日時：8月24日　20:00～
場所：KITEC Star Hall, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay
チケット：HKD880、HKD580、HKD280
ウェブ：tomomiitano.jp

8月8日から24日まで東京メガネ夏のセール開催! 
メガネ15%オフ、サングラス20%オフ

　最近、遠くを見るのに目を細めるようになった。パソコンを使っている
と目が疲れる。ゴルフに行くのでスポーツ用のサングラスが欲しい！　と
いう方に朗報！　日本国内に25店舗、海外に6店舗を展開する「東京メガ
ネ」が8月8日から24日まで夏のセールを開催。メガネフレーム600本、
サングラス200本、ブランド数60銘柄と豊富な品揃えでメガネ15%オフ、
サングラス20%オフとお買い得だ。同店では、認定眼鏡士資格保有の日
本人スタッフが在籍しているので、適切な視力測定、使用目的やライフ
スタイルに合ったレンズ選定、フレーム選び、フィッティング調整など最
適・快適なメガネを確かな知識と技術で提供してくれる。最短でその日
中に持ち帰れるのも忙しいビジネスマンには嬉しい。また、レンズのみ
の交換もできるので、今使っているメガネのレンズをブルーライトカッ

ト仕様に、なんてことも可能。日本国内店舗・海外店舗問わず、アフター
ケアしてくれる同店は購入後も安心の頼りになる存在だ。さあ、この機
会にあなたに合ったメガネを見つけてみては。

東京メガネ
住所：10/F., Sogo Dept Store, 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2895-3348(福島・溝部)
時間：10:00～22:00(SOGOの営業日時に準じます)
ウェブ：www.tokyomegane.co.jp

香港トピックス
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香港&広東

　大阪人をとりこにしてきた大阪・九条発「いずみカリー」。香港では、カ
レーにハンバーグをトッピングしたメガチーズカリーで話題を呼び、今
では6店舗展開している同店が、去る7月にセントラル(中環)に7店舗目
をオープンした。香港島では、コーズウェイベイ(銅鑼湾)に次いでの店舗
となり、お馴染みのカレーはもちろん、サラダ、スパゲッティ、日本風のう
どんに自家製の丼物などを用意。なかでも、いずみカリーオリジナル「野
菜&ベーコンカリースパゲッティ」は、カラフルな見た目で野菜嫌いの子
供にもおすすめ。さらにこの度、特製ナンが登場。天然スパイスで手間を
惜しまず煮込んだ同店のカレーにぴったり合う一品だ。また、ほんのり
香るバターに、外はさっくり、中はしっとりと丁寧に焼き上げ、濃厚な生ク
リームと見事にマッチさせたベルギーワッフルは、ペロリとたいらげて
しまうほどの絶品。

　ひとりで食事を楽しみたい方から子供連れまで、カジュアルに利用で
きる同店なら食事が一段と楽しくなりそうだ。

新メニュー登場！
いずみカリー、待望のセントラル(中環)店オープン

いずみカリー　セントラル店
住所：7/F., THE LOOP, 33 Wellington St., Central
電話：(852)3188-5738
時間：月～土　11:30～21:30（L.O. 21:00）
　　　日定休

普段10％しか機能していない人類の脳が100%覚醒したとき･･･
話題の新作「Lucy」！

　リュック・ベッソンと言えば、「レオン」、「ニキータ」、「フィフス・エレ
メント」などの作品を通して、時代に先駆け、儚くも力強い女性像を描い
てきた名監督だ。そんな彼が最新作「Lucy」で主役に選んだのはスカー
レット・ヨハンソン。2013年には、世界で最もセクシーな女優に選出され
た彼女が、最強のヒロイン、ルーシーとしてアクションシーンを華麗に演
じる。さらにアカデミー賞受賞俳優のモーガン・フリーマンが、ルーシー
の存在を見守る脳科学者役として脇を固める。
　普通の生活を送っていたルーシーは、ある日マフィアの闇取引に巻き
込まれ、そこで起こったアクシデントにより脳に異変をきたす。脳科学者
ノーマン博士に助けを求め、彼と落ち合う約束をするも、マフィアは行
方をくらませたルーシーを組織全体で追い詰めていく。マフィアの裏を
かき、博士の元へと向かうルーシーだったが、次第に人間性を失い、

コントロール不能な暴走状態へと陥っていく。彼女の存在は、人類を破
滅に導くのか、それとも救いとなるのか…。
　脳が100%覚醒することで、その能力はどこまで広がっていくのか。未
だかつてない鮮烈な印象を残すこの作品。最後まで目が離せない！

Lucy
8月7日公開
主演：スカーレット・ヨハンソン、モーガン・フリーマン他
監督：リュック・ベンソン
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香港

香港 香港

今週の香港ピックアップ

究極のサバイバル・バトルに最後まで生き残れるのは誰だ
　スーザン・コリンズ原作の大ヒットベストセラー映画、｢ハンガー・ゲーム｣シリーズの

完結編となる第3作｢The Hunger Game: Mockingjay Part 1(邦題　ハンガー・ゲーム3　

マネシカケスの少女)｣が待望の11月20日に香港で公開予定。パネムという名の独裁国

家と化した近未来のアメリカを舞台に、最後の一人になるまで殺し合うゲームに参加さ

せられた16歳の少女カットニス(ジェニファー・ローレンス)の活躍を描くサバイバルアク

ション映画。日本の映画｢バトルロワイヤル｣に一部設定が似ている部分もあるが、大半

はギリシャ神話をモチーフに近未来を描いた作品。独裁国家を支配するコイン大統領

を演じるのは今作からの出演のジュリアン・ムーア。このバトルで生き残るのは誰だ。

ハンガーゲーム
Mockingjay Part 1

11月20日公開予定

これ1つだけでキレイな肌を取り戻せる！
　近年大ヒットした顔用スキンクリーニングマシン、韓国発「Just　A 

Time」より最新モデル「Skin Perfector」が発売される。古い角質の除去、

マッサージ、肌の吸収力アップ･･･これ1つで様々な効果が望める！　電源

不要の設計なので、シャワーを浴びるとき

も使え、風呂場においても心配なし。

Just A Time 
顔用スキンクリーニングマシン

Kyla：No.168 Texaco Rd., Tseun Wan
(852)2314-1331
www.kyla.com.hk
HKD549

ベストセラーの予感！
　日本でも大人気、チムトン（尖東）にある新聞スタンドの店長を勤め
るイケメン・スター、クリームあにき。香港で不動の人気を有している彼

は、2013年に出版された雑誌「猫び
より」に登場して日本進出も果たし
た。今回発売されたのは、あにきの
日常から、あにきを取り巻く環境ま
で、情報満載の1冊だ！

辰巳出版社ムック本
香港の大スター☆クリームあにき

好評発売中

アメリカで初登場1位
The Fault in Our Stars

上映中

監督：フランシス・ローレンス
出演：ジェニファー・ローレンス、ジョシュ・ハッチャーソン、
           リアム・ヘムズワース、ナタリー・ドーマー他

監督：Josh Boone
出演：Shailene Woodley、Ansel Elgort

全米が涙した、チケット売り切れが相次ぐ感動作
　癌患者サポート・グループで出会った、酸素ボンベを常に持ち歩かな

ければならないヘイゼル(シャイリーン・ウッドリー)と自分の義足につい

て自虐ジョークを言うばかりのガス(アン

セル・エルゴート)。ふたりの恋愛関係は

奇跡的なものだった。彼らは忘れることの

できない冒険の旅に出る。生きることや

恋することの感動と悲劇を描いた作品。

Shop 4009, Level 4, IFC mall, 
1Harbour View St., Central 
月～日　11：00～23：00
(852)2383-4008
www.glasshousehongkong.com
HKD88

日系書店にて
¥1,296（税込み）

GLASS HOUSE
サマークーラー

クールなカクテルで夏をクールに過ごそう！
　IFC の 4 階にお店を構える、アジアンにウエスタンのエッセンスを加
えてユニークな料理を提供している｢GLASS　HOUSE｣では、暑い夏に

ぴったりな、気分もカラダも涼ませてくれ
るサマークーラーと題して４つのサマー
カクテルをスタート。すっきりと飲むなら
お勧めは｢ハイビスカスダイキリ｣と｢グ
リーンマジック｣。

04 Pocket Page Weekly 01 August 2014 No. 446
B

香港ピックアップ



香港

香港



香港 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

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 15K～17K

日系顧客を中心とした法人設立（香港、オフ
ショア法人両方）、法人口座開設に伴うアテンド、
調整業務、税務申告に伴う会計業務。ローカル
会計事務所との連絡、調整。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

香港/香港島 20K～30K
日系顧客へ向けて簡単な翻訳・通訳業務、セク
レタリーチームのサポート、アシスト業務が
メイン。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港35K～45K

新規セットアップのアセットマネジメント企業
にて、営業を募集。日本人富裕層を対象とした
幅広い投資商品から顧客のニーズに適した
資産運用を提案、新規顧客の開拓、既存顧客
のフォロー。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港20K～25K

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス
職。在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設
サポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ
対応。入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 20K～35K

大手日系銀行のコンプライアンス部門にて
Deputy Managerを募集。リスクマネジメント、
信用分析、コンサルティング、企業の経営統合
などのサポート。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 15K～25K大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ニーを募集。若手歓迎。1年契約。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 香港/香港島 25K～30K
日系食品商社にての営業職。レストランから
依頼される食材の発注、運送業者とのやりとり
がメイン。

香港/香港島 24K～28K RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

大手広告代理店にてPRマネジャーを募集。
クライアントのPR戦略の設計、提案、制作アイ
ディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

RGF 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 18K～20K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタン
トを募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望
に適した金融商品の提案、顧客へ投資後の
こまめなフォロー、香港の金融商品の案内、
各種金融情報の収集。

RGF 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 20K～25K
大手邦銀にて信用企画部における総務アシス
タント募集、新しく立ち上げるチームで2～3名
の規模の予定です。

RGF 香港

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～30K香港/新界

日系電子部品商社にて営業を募集。日系及び
中国系企業への新規開拓、既存顧客のフォ
ロー。華南地区を中心とした、出張、展示会へ
の参加。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～30K香港/香港島

日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～20K香港/香港島

在香港日系顧客の新規開拓とフォローアップ
営業を担当。セミナーの企画・開催やビジネス
会合に参加し幅広いコネクション作りが重要。
コミュニケーションレベルの英語必須。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 23K～30K

香港系物流企業にて営業人員を募集。・新規
開拓、既存フォローどちらもあり。中国大陸、
深圳・広州・東莞などへの日帰り出張あり。
物流営業経験者必須。

RGF 香港専門職/仲介業
(人材・不動産) 10K香港/香港島

時短勤務！13:00～18:00の5時間！転職者
の支援をする、キャリアアドバイザー。企業側
の求人票の広告掲載、書類選考代行、転職
希望者との面談、転職者と企業側の面接調整。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 20K香港/九龍

日系電子部品企業にて、デリバリーオペレー
ターを募集。グループ会社との各種情報確認、
グループ会社との納期確認、生産管理システム
へのデータ入力、タイ、ベトナムなどへの出張。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 30K香港/九龍

大手日系自動車部品企業。品質保証マネ
ジャーを募集。PCB業界、電子部品業界の
品保経験者。或いは商社の品質保証部隊とし
て仕入先指導の経験者。

RGF 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

外資系エネルギー・石油原料企業様が日本人
営業を募集。日本市場の開拓、後に北米市場の
開拓も含まれます。営業経験者、新規開拓経験者
歓迎。

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（素材・化学・
エネルギー）

香港/香港島 15K～18K
営業サポート業務全般。輸出入書類の取り
扱い、納期調整、オーダーのフォローアップなど。
英語および北京語日常会話レベル以上。

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

15K～20K総務秘書業務および顧客からのお問い合わせ
対応、レポート作成など。英語ビジネスレベル。香港/香港島
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香港＆広東香港

香港香港

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
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 広州 応相談

自動車の内装部品受注に向けた拡販業務およ
び現行車管理業務。日本・中国両方でのカー
メーカー向け営業経験、北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 RMB15K広州

パートナーの方と一緒に日系自動車メーカへの
営業活動を行う、事務所の管理。営業経験
（業界不問）、自動車業界での経験エンジン
知識あれば尚可、語学不問。

キングスウェイ

クリエイティブ系/
専門商社・総合商社 ～25Ｋ

香港/香港島

Webサイトのデザイン開発実績のある方。
デザインの更新、保守。関連会社の業販ページ
拡充など。新規ビザサポートあり。コミュニ
ケーションレベルの英語。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム ～25Ｋ

オフィス機器関連、営業、営業サポート等の
経験あれば尚可。日系既存顧客担当窓口業務
全般、コンサルティング含めた新規提案営業。
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/新界 28K～30K

日系食品貿易企業にて、キーアカウントへの
営業、東南アジアからの仕入れ、ローカルス
タッフのマネージメント業務。ビジネスレベル
の英語必須。広東語スピーカーは歓迎。

香港/新界 20K～30K インテリジェンス
香港

経理実務：伝票起票から月次決算までを
担当。会計事務所及び本社の窓口業務。英語
あるいは北京語コミュニケーションレベル
必須。

インテリジェンス
深圳

RMB13K
～20K深圳

CSリーダー。CS経験者の方優遇。経験が無い
方で工場での物流業務経験および、納期管理、
生産管理の経験者の方もご応募可能。北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港15K～20K香港/新界 物流のカスタマーサービス業務。英語または

北京語または広東語日常会話レベル以上。

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

18K～20K

書類作成・管理、日中翻訳、中国支社とのやり
とり等を担って頂きます。華南地域へ月１～２
度程度の出張が見込まれます。ビジネスレベル
の普通話必須。

香港/九龍

香港/香港島

～24Kアジア全域への営業活動。受注、売上管理。
本社、工場、営業所とのやりとり等。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 30K香港/新界

外資系企業にて、在日本顧客のフォローアップ
営業。受注、納期管理、クレーム対応に加え、
一部新規開拓も有り。英語コミュニケーション
レベル必須。

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

サービス系/物流・倉庫

RMB23K
～25K東莞

副工場長（生産技術）。液晶モジュールに携
わっていた経験があるとベスト。もしなければ、
電子部品関連の経験ある方。語学不問。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

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）

インテリジェンス
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）

RMB15K
～20K東莞

アパレル検品部門管理者。アパレルの検品
経験必須。従業員に直接指導できるレベルの
北京語。

インテリジェンス
深圳

キングスウェイ

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍

～30K

3年以上の貿易関連経験必須。物流経験者尚可。
日系企業の既存顧客および新規開拓営業全般。
客先ニーズのヒアリング、フォローアップ。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～40Ｋ

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、ＥＵ，アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。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/
物流・倉庫

～20K香港/九龍

3年以上の物流経験者。客先ニーズのヒアリ
ング、ロジスティックサポートの提案。オペレー
ションの構築、アジア関連支店との連絡、調整。
ビジネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイ香港/九龍

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 ～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。新規ビザサ
ポートあり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談香港/九龍

5年以上の日系電子部品営業経験。中国への
日帰り出張（頻繁）、日系顧客のフォロー・新規
開拓営業、本社対応など。ビジネスレベルの
中国語。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 キングスウェイ～30K

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。

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 20K～30K香港/香港島

日本で多店舗展開をすすめるエステティック
サロンの店舗マネジメント業務。現地スタッフ
の育成。

ビジネス（香港・広東共通）
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　先月18日「青葉監査法人」は、ワンチャイ(湾
仔)の香港オフィスで財務分析の基本を分か
りやすく教えるセミナーを実施した。当日は、
香港オフィスでの講演の模様が広州、北京オ
フィスにもインターネット中継され、起業や経
営に興味のある総勢およそ50名が参加した。
　本セミナーは、同監査法人シニアコンサル
タントの石田敬強氏を講師に「よくわかる！決
算書の読み方～財務分析の基本まで～」と題

して、損益計算書から貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書の読み方と
いった経営にあたっての基本知識をテキストとスライドを使い順序立てて
説明してくれる入門編だ。財務分析は、経営のなかでも最も重要で複雑な
項目の一つとあって、集まった参加者は皆、真剣な表情で石田氏の講演に
聞き入っていた。
　青葉監査法人では、8月1日にこのセミナーの再講演を行う。経理部出身
ではないものの本社への会計報告の必要に迫られている方など、石田氏
のわかりやすい講演を聞いて今後の活動に役立てたい。

青葉監査法人/青葉ビジネスコンサルティング
住所：Rm. 301, 3/F., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Rd., Wan Chai
電話：(852)2850-8990
ウェブ：www.aoba.com.hk

「
財
務
分
析
の
基
本
」を
学
ん
で

あ
な
た
も
経
営
者
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
だ
そ
う
！

日時：8月1日 15:30～17:30
場所：香港オフィス　Rm. 301, 3/F., Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Rd., Wan Chai
　　  広州オフィス　Unit C, 12/F., Goldsum Bldg., No.109 Tiyuxi Rd., Tianhe District 
入場料：無料

「よくわかる！決算書の読み方～財務分析の基本まで～」再講演

ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
丁
寧
に
講
演
を
進
め
て
い
く

石
田
敬
強
シ
ニ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

入門編とはいえども財務分析
は複雑。テキストを用意してく
れるのは嬉しい

ベトナム

香港

　中国に新たな製造拠点を設けたいと考えている方は、広東省汕尾市陸河縣新田工業区「首創
科技園」を検討してみてはいかがだろうか。同エリアは恵州、深圳、東莞、香港へのアクセスも至
便。充実したサポート体制で、新ビジネスを成功に導いてくれる。生産コストを削減し、収益をあ
げられる環境が整備されていることも魅力となっている。

優れたバックアップ体制
　ここに進出する企業は、政府関係との折衝をはじめ、貿易通関業務、現地作業者の採用・派
遣、労務管理などのサポートを受けることができる。また、広東省は、同エリアへの工場の誘致
に力を入れており、進出企業に対して、各種の優遇政策を提供している。

貿易に最適な立地
　工業地区から深圳までは224km、香港
までは260km。2014年2月の高速鉄道の
開通により、深圳までは40分、東莞（常
平）までは2時間以内で行けるようになっ
た。輸出入可能な深圳塩田港まで車で
60分、潮州国際空港までは約1時間半。
貿易にも便利な立地条件を備える。

コスト削減による収益アップが可能
　工業地区のある陸河の人口は約30万
人で、そのうち労働人口は約12万人。豊富な労働力を有し、女性労働者も多い。労働者の辞職率
も低く、作業員は地元で雇用できるため、寮を提供する必要もない。また、汕尾市は、深圳・東莞
と比較すると、人件費、電気代などが安いため、トータルで見ると、約30％の生産コストの削減
が可能となる。
　さらに陸河では風力発電と水力発電を擁し、電力供給も充足している。電力不足による停電
等もないため、生産力を向上させるができる。

　「首創科技園」には、これまでに、日系株式会社2社、東莞市華捷塑膠原料有限公司、
INITATION ENTERPRISES CO.LTDが進出している。興味を持った方は、問い合わせをしてみよう。

中
国
の
新
し
い
製
造
拠
点
と
し
て
注
目

ビ
ジ
ネ
ス
を
成
功
さ
せ
る
要
素
満
載
の

広東省汕尾市陸河縣新田工業区
お問合わせは、林（リン）さん（日本語＆中国語）、石川さん（日本人担当）まで
メール：samlam@vip.163.com（林さん）
　　　  ishikawa@chaen-tace.com.cn（石川さん）
電話：(852)9170-7474（香港　林さん）
　　  (86)138-2572-4017（中国　林さん）
　　  (86)139-2284-2401（中国　石川さん）

単位：24/H 平均

  辞職率 スタッフ保険 家賃
 深圳市 15% 要 約18元/SQF
 東莞市 15% 要 約14元/SQF
 汕尾市 3% 可商談 約10元/SQF

  2013年最低賃金 2014年最低賃金 比率
 深圳市 1600元/月 1808元/月 13%増
 汕尾市 950元/月 1010元/月 6%増

  電気代比較表
 深圳市 約1.1元/度  
 東莞市 約0.95元/度  
 汕尾市 約0.8元/度  

汕尾工場⇔潮州国際空港
約1時間半

2012年まで
東莞（常平）⇔汕尾工場  3時間
2014年以降
東莞（常平）⇔汕尾工場
                          約2時間以内
深圳⇔汕尾工場
                          約1時間半以内

汕尾工場⇔汕頭港
                          約2時間
汕尾工場⇔塩田港
                          約1時間半

陸河県への
アクセス

塩田港

164Km

2012年
潮州国際空港 開港

深圳 224Km
香港 260Km

香港港
深圳港 汕頭港204Km

汕尾（陸河）
工場

首
創
科
技
園

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港＆広東

S研究員：「家内が昨日、サムスンの携帯からiPhoneに替えたん
です…。でアプリ入れたいのでApple IDを使わせてーといわれ
たので、教えてあげたんです…。そしたら私のiPhone内の写真
やらメッセージやらがそっくりそのまま家内のiPhone内にコ
ピーされて…。」

マドンナ・フジコ：「で、なにがあったの？（ワクワク）」

S研究員：「先月日本に帰ったとき…、秋葉原で前から興味が
あったメイドカフェに行ったんですが、そのときのメイドと一緒
に魔法をかけているところを撮った写真が家内のiPhoneに出
現しました…。」

タムラ：「恐ろしい世の中になったものですね。（遠い目）」

Solution
マドンナ・フジコ：「ねえねえ知ってる？自殺の名所にある看板で
自殺を止めるのににすごく効果のあった標語。」

マリコ：「え～、【落ちたら頭が割れて凄く痛いのでやめよう】み
たいなやつですか？」

マドンナ・フジコ：「う～ん、そんなのあったかな？ちょっと、いや
大分違うわ。」

マリコ：「どんなのなんですか？」

マドンナ・フジコ：「【一寸待て　ハードディスクは　消したのか】
なんだって。」

S研究員：「なるほどですね。」

マリコ：「え、どういう意味なんですか？でも、さすがS研究員、す
ぐ意味がわかるなんて頭がいいですね。」

岩石先輩：「この意味は、ハードディスクに保存していた、人に
見られてはいけないデータを死ぬ前にちゃんと消してきたの
か、ということですね。」

マリコ：「つまり、それが気になって死まで決心した人を思い留
まらせることができるのですね。いったいどんな恥ずかしい
データを持ってたんでしょうね。」

カメヤマ先輩：「そりゃ、人それぞれですからね。でもそれが一番
効果があったって…。まあ、みんな秘密持ってるよね。」

フジオ部長：「確かにデジタル化時代になって、全てのものがパ
ソコンに入り便利になったけど、そこに個人の情報のかなりの
部分が溜まっているのでリスクが集中しちゃってるよね。」

カメヤマ先輩：「最近の情報漏洩のニュースをみても1000万件
レベルの顧客情報が漏れたとか桁がちがうよね。しかも知らな
いうちに…なんて。」

岩石先輩：「価格情報、顧客情報など競合他社に漏れてはいけ
ない情報もそうだけど、上場企業だと漏れたという情報が
ニュースになって株価に影響を与えることもあるからね。」

マリコ：「企業として情報漏洩対策は大切だと思いますが、なに
をしておけばいいのでしょうか？」

今更聞けないITセキュリティの常識
『わが社の情報は漏洩している？』

カメヤマ先輩：「まず要因は様々だけど、大きく外部要因と内部
要因の2つの面に分けられるね。」

岩石先輩：「外部要因は会社のパソコンを知らないうちに操作
されてしまう場合、また最近はスマートフォンに入れたアプリが
実は何らかの情報を送っていたケースなど。内部要因はスタッ
フが意図的かどうかにかかわらずデータを持ち出してしまうよ
うなケース。」

マリコ：「その両面への対応はどうしておけばいいのでしょうか？」

マリコ：「情報漏洩も要因がたくさんあって、一筋縄ではいかな
そうですね。」

フジオ部長：「そうだね。これ1つだけやっておけば大丈夫、とい
うものではなく、ひとつひとつ可能性をつぶしていく必要があ
るね。」

マリコ：「わかりました。外部、内部どちらもITとルールの面から
の対応が必要なことが ポイントですね。では早速整理してお客
様へ提案しに行きましょう！」

　　　　　　　　　　  ・・・・後日・・・・

S研究員：「情報漏洩が発生しました！！！」

マドンナ・フジコ：「どうしたんですか、そんなに慌てて。」

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

がんばるマリコのIT素朴な疑問

マリコの教訓
「企業の情報漏洩対策は、漏れる仕組みを理解して1
つ1つふさいでいく必要がある。ITを活用した対策だけ
でなく、人の意識を変えるルール作りも重要。」

■対応概要 ■アクション例
• ウィルス対策ソフトを常に更新 最新になっているか確認
• インターネットへのアクセスを制限する 不要なサイトへのアクセスを遮断
• スマートフォンのアプリ アプリは入れる前に調べてから
• 不要なソフトのインストール禁止 まずは社内通知からでも

外部要因への対応例（外部からアクセスされるのを防ぐには）

■対応概要 ■アクション例
• 社内共有ファイルへのアクセス権 部門ごとにアクセス権を設定
• USBメモリの禁止 ソフトでコントロールも可能
• メールの監視システム メールは見る可能性あることを社内通知
• PC上にデータは置かない クラウド上で仕事を完結する仕組を導入

内部要因への対応例（人が社内から情報を持ち出すのを防ぐには）

ビジネス（香港・広東共通）

10 Pocket Page Weekly 01 August 2014 No. 446
B



香港&広東

香港＆広東

ベトナム

香港＆広東



深圳

広東

香港&深圳

香港&深圳

読まれた記事ランキング
7月12日～7月18日 

　今回の 1位は韓国・現代自動車が成長の踊り場を迎えているという記事。賃金を巡る労使紛争
や米国での燃費性能誇示表示問題など、組織能力や人的資源を上回る急成長の反動が露呈して
いると指摘しています。同じ韓国企業では「サムスンショック」が 17位に入りました。スマートフォン
事業の変調ぶりについて言及しています。ショッキングなニュースではウクライナでのマレーシア
機墜落。読者の関心も高く、複数の記事がランクインしました。12日から18日に読まれた記事を紹
介します。

現代自動車、「日本車キラー」は成長の踊り場 （7月14日）

イチロー、どこに何を求める？　今オフFAに （7月14日）

（3）家計簿きっちり、貯金さっぱりの人　ここが残念 （7月16日）

（4）生産額は10年で半減、日本の電子産業凋落の真相 （7月14日）

（5）ドコモ、謎の新端末　透ける「何でもLTE」の野望 （7月16日）

（6）涙の記者会見、なぜ共感を得られなかったのか （7月15日）

（7）詳しくは電子版をご覧ください。

（8）寿命が延びる？　人気サプリ「グルコサミン」の真実 （7月17日）

（9）東京―新大阪5400円　東海道新幹線で期間限定運賃 （7月16日）

（10）詳しくは電子版をご覧ください。
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