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香港

香港香港

　世界で最も愛されるピアニストの1人であり、名だたる音楽シーンで
その雄姿を披露してきたトップ指揮者としても知られるマレイ・ペライア
(Murray Perahia)と、バロック音楽だけに留まらず、古典派音楽から現代
音楽まで広いレパートリーで独自の路線を歩み続けるイギリスの名門
オーケストラ・アカデミー室内管弦楽団(Academy of St. Martin-in-the 
Field)。そんな2組がタッグを組み、ここ香港で極上のクラシックミュー
ジックを奏でる!
　実は彼らによる来港公演は2度目。大盛況を収めた前回公演を受け、
香港文化機関（Cultural Presentations Section）の音楽祭「Great Music 
2014」の一環として11月に来港が決定した。2日ある公演は、プログラム

も別。11月1日はメルデルスゾーンの「弦楽のための交響曲・第7番・ニ
短調」、モーツァルトの「ピアノ協奏曲・第21番・ハ長調・K.467」などと
いった名曲を聴かせてくれる。2日は、ストラヴィンスキーの「室内オーケ
ストラのための協奏曲・変ホ長調・『ダンバートン・オークス』」に始まり、
最後はベートーベンの「ピアノ協奏曲・第5番・変ホ長調・『皇帝』」でクラ
イマックスを迎える。
　9月にはパリ公演を敢行、また近々日本公演も予定している彼らの、世
界が絶賛する演奏に酔いしれよう。チケットは残りわずか！興味のある
方はお急ぎを。

巨匠が奏でる奇跡の指揮＆ピアノを堪能しよう
マレイ・ペライア×アカデミー室内管弦楽団・香港演奏会

　上海の地で、日本人青年（三浦春馬）は、美しい双子の姉に恋をした。
しかし突如「彼女」が消えた―。1年後、思いもよらぬ姿で再び現れた「彼
女」。過去を生きる男と、過去を失くした女が迷い込んだ、愛の迷路。今日
と明日をつなぐ5分間に隠された、切なくもロマンティックな愛のミステ
リー。
　原作は本多孝好による直木賞候補作「真夜中の五分前 five 
minutes to tomorrow side- A/side- B」。名匠・行定勲監督が手掛け
る、オール海外ロケの話題作が遂に公開される。共演者は、中国の国
民的ドラマ「宮廷女官　若儀」のヒロインとして若手トップスターに登
りつめたリウ・シーシー（劉詩詩）、台湾で年間視聴率１位を獲得した
ドラマ「最後は君を好きになる！」や映画「ＧＦ*ＢＦ」に出演したこと

により日本での人気も高いチャン・シュオチュアン（張孝全）。日本、中
国、台湾の注目スターが集結して制作された本作は、本年度、釡山国際
映画祭でのワールドプレミアを皮切りに、アジア各国で先行公開や映
画祭上映が決定している。
　日本では、12月27日より公開予定の本作品を、一足先に香港で公開！！
不可思議な愛の世界にあなたも迷いこんでみては。

三浦春馬主演映画、日中共同制作のラブストーリー
「真夜中の五分前」香港にて先行公開！

凌晨前的五分鐘　Five Minutes to Tomorrow
11月6日公開
監督：行定勲
出演：三浦春馬、劉詩詩、張孝全

Murray Perahia and the Academy of St. Martin in the Fields
会場：Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre
日時：11月1日(土)、2日(日)
公演時間：20:00～

チケット料金：HKD650、HKD500、HKD400、HKD300、HKD200
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/en/music/program_560.html

香港トピックス
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香港＆広東

世界のニナガワ・演出家「蜷川幸雄」の舞台がついに香港上陸！
鴉（からす）よ、おれたちは弾丸（たま）をこめる
　日本だけに留まらず、今や世界中にその名の知れた「世界のニナガ
ワ」こと蜷川幸雄。これまで数々の舞台や映画、テレビドラマを手掛け
名だたる賞を獲得してきた、言わずと知れた天才演出家だ。そんな彼
が率いる演劇集団「さいたまゴールド・シアター」が、ここ香港にやって
くる！
　この集団、平均年齢はなんと70歳越え。最年長は88歳だという。
2005年に芸術監督に就任した蜷川氏が、「年齢を重ねた人々が、身体
表現という方法によって新しい自分に出会う場所」を作ろうと発足さ
せ、団塊世代が続々と定年を迎えていく社会的動向を背景に注目を集
めた。今回の香港公演では、「鴉（からす）よ、おれたちは弾丸（たま）を
こめる（Ravens, we shall load bullets!）」を上演する。
　舞台は戦後の混沌とした日本。チャリティーショーに手製爆弾を投
げ込んだ罪で裁判にかけられた孫たちを助けようと、爆弾、ほうき、
バットなどなど、思い思いの武器を持って裁判所に押し掛けた数十人

の老婆。看守を爆殺したのち、法廷内を占拠、自分たちの手で、逆に検
事らを裁判にかけ始めた彼女たちは、警察による強行突入の警告が流
れる中、検事だけでなく、助けるはずだった孫にまで、次々と死刑宣告
を行なっていく―。
　香港公演は、全編日本語で英語と中国語の字幕付き。チケットの予
約はお早めに。

　ブロードウェイシネマが主催する「香港アジア映画祭（Hong Kong 
Asian Film Festival 2014）」が10月24日～11月14日に渡り開催される。
厳選されたアジアの映画作品を映画ファンに届ける本イベントは、今年
で11回目を迎える。
　香港を始め、中国大陸、台湾、韓国、トルコ等多くの国の秀作が上映さ
れるが、日本映画にも注目が集まる。「舟を編む」（2013年）で多くの賞を
受賞した石井裕也監督の最新作「バンクーバーの朝日」は、人気俳優・妻
夫木聡、実力派・原田美枝子等の共演で期待大の作品だ。日本での公開
は12月2日を予定しているので、一足早く作品を楽しむためにシネマま
で足を運ぶ価値はあるだろう。その他、園子温監督の「TOKYO TRIBE」、
中島哲也監督の「渇き」、三池崇史監督の「喰女-クイメ-」など、個性的な
最新作の数々が初めて香港で公開される。

　さらに見逃せないのは「脱力系」コレクション！ 近年脱力系と呼ばれ
る日本コメディー映画の中から5本を厳選して届ける同コレクションで
は、小説家三浦しをん作品の映画化「まほろ駅前多田便利軒」から、男子
アイドルグループKAT-TUNのエース・亀梨和也が主演した異色作「俺
俺」までを網羅している。

香港初公開！日本の話題作も上映
香港アジア映画祭がスタート

香港アジア映画祭 Hong Kong Asian Film Festival 2014
チケット好評発売中！
期間：10月24日～11月14日
ウェブ：www.hkaff.asia/index.html

鴉（からす）よ、おれたちは弾丸（たま）をこめる
演出：蜷川幸雄
脚本：清水邦夫
日時：11月14日～16日
時間：20:00（14・15日）/15:00（16日）
場所：Auditorium, Kwai Tsing Theatre, 12 Hing Ning Rd., Kwai Chung
ウェブ：www.newvisionfestival.gov.hk/2014/en/ravens.html
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香港

香港&広東香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

Exhibition

現代日本ポップアートが一挙集結
　殿堂級の現代日本人アーティストの作品がハッピーバレー（跑馬地）のEDGEギャラ

リーに集まっている。水玉模様をモチーフにした作品でLouis Vuittonにも一目置かれて

いる草間弥生。「アラーキー」で知られる写真家の荒木経惟。にらみつけるような目の女

の子が代表的な奈良美智。小型カメラを用いた路上スナップで評価される森山大道。

ポップでありながらエロティックな作品スタイルで若い女性を中心に人気を集めている

タカノ綾。さらに、ポップアーティストと会社経営者の2つの顔を持ち、芸術とビジネスの

間を往復する村上隆。

　普段アートに関心のない方でも、一度は彼等の名前を耳にしたことがあるだろう。

そんな現代日本を代表するアーティストの展覧会「Japan Fever 日本熱」は12月4日まで

開催されている。

Japan Fever 
日本アーティスト展覧会開催中

12月4日まで

冬のマスト保湿アイテム
　アメリカ発の美容ブランドCellniqueの姉妹ブランド「b.liv」から新し

い美容マスクが届いた。マスクには、肌の機能を呼び起こす効果がある

木酢酸菌に、タンパク質やリンゴエキスなどの天然的の成分を配合。浸

透力アップのためのナノ技術も応用されている。冬でも潤いのある肌を

維持したい方におススメ。

b.liv新商品生物マスク　
オーガニック・マスク

結婚式を華やかにスタイリッシュに演出！
　ウェディングを目の前にして出席者への御礼のプレゼントは何しよう
と迷っている人もいるのでは？多くのファンを持つ｢Jean-Paul Hevin
(ジャン・ポール・エヴァン)｣では見た目も可愛くて、食べても美味しい
スタイリッシュなボンボン(HKD70/2個)やマカロン(HKD80/2個)を始め
としたウエディングボックスを発売開始。あなたのウェディングを甘く演
出してくれるはず。

ジャン＝ポール・エヴァン
ウェディングチョコ

Repertory Cinema 2014
1980年代の日本映画を今ここで

11月30日まで

時を経ても色褪せない日本映画を香港で
　“シネマレパートリー2014-1980年代の日本の新映画“と題して、1970

年～80年代の日本映画、20作品がチムサーチョイ（尖沙咀）のサイエン

スミュージアムで11月30日まで上映されている。数々の代表作品で賞を

獲得し日本映画を代表する巨匠とも言われている黒木和夫監督、柳沢

光男監督、森田芳光監督らの作品は必見。急いでウェブサイトをチェッ

クしよう！

13 Lymdhurst Terrace, Central
10:30～20:00
(852)2851-0633
マカロン　HKD80、ボンボン　HKD70、
マカロンピラミッド　HKD660

SASAにて
10:00～19:30
(852)2505-5023
www.cellnique.com
 HKD270/3pcs

G/F., 46-48 Village Rd., Happy Valley
10:00～19:30

インク技法の探究者
Wesley Tongson回顧展

11月11日～11月23日

インクの可能性を探ってみよう！
　香港の芸術家ウェスレー・トンソン氏（1957-2012）の回顧展が香
港アートセンターにて催される。トンソン氏は香港生まれ。15 歳で精
神分裂症と診断され、その後絵を描き始めた。西洋・東洋の絵を熟
知し、インクによる技法を探究し続けた、短いながらも情熱的で勇敢
な彼の人生を、作品を通じてぜひ感じてほしい。

Hong Kong Arts Centre, 
2 Harbour Rd., Wan Chai ticket.urbtix.hk/internet
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香港

Exhibition Three on Canton
新しいアフターヌーンティーケーキ

11月まで

この家庭、まじヤバイ！
　俳優であり夫であり父親でもあるエイダン・ブルーム。35歳になって
もまだ自分のアイデンティティや人生の意義を見つけられずに悩んで

いる彼は宇宙を旅することを夢想し
ている。ある日、2人の子供の学費が
払えなくなってしまい、唯一の選択肢
であった公立学校も閉校寸前。仕方
なくホームスクールで子供達を教育
しよう！と決意する。

コメディ映画
Wish I Was Here

10月23日からスタート

食欲の秋を先取りしよう
　スターバックスが「秋限定メニュー」を提供している。同店の人気ド
リンク、バニララテはフレンチ風にアレンジされて登場！さらにダー

クキャラメルラテは食感の柔らかさが倍増
し、キャラメルの甘さが控えめに。増々幅広
いファンを魅了しそう。同じく秋限定のラザ
ニアメニューも見逃すな！ 

Starbucks新メニュー
見逃がせないラテとラザニア

11月4日まで

IMPI Fighting Championship
Music Box尖沙咀店マネジャーも参戦！

10月31日

ハロウィンの夜に何かが起こる
　ワンチャイ(湾仔)のSouthorn Stadiumで、ハロウィンファイトナイト

と称した格闘技イベントが開催される！日本人ではMusic Boxチム

サーチョイ（尖沙咀）店マネジャーの一

ノ瀬慎治さんも4年振りに試合に復

帰！現ムエタイ世界チャンピオンに

挑む。また、会場ではSuper He ro 

Costume of The Nightなど様々な

コンテストも開催。自慢の仮装で会場

を盛り上げよう！

甘党にはたまらない！
　チムサーチョイ（尖沙咀）のハーバーシティに店舗を構える「Three 
on Canton」。友達や家族と買い物のあとに、上品で美味しいアフター
ヌーンティーはいかが？伝統的なケーキからインスピレーションを
得た「Sache Delight」や「Domino」を始めとした 5種類のケーキは、
一口食べただけでも幸せな気分にしてくれるだろう。

監督：ザック・ブラフ
出演：ザック・ブラフ、ケイト・ハドソン、
           ジョーイ・キング、ジム・パーソンズ、
           ジョシュ・ギャッドwww.starbucks.com.hk

PERIPERA×ディズニーアナ雪
メイクアップセット

キレイ～のままで♪
　韓国発のメイクアップブランド「PERIPERA」からの大胆なコラボ！去
年公開されて以来、世界中で人気を博したディズニーのアニメ「アナと

雪の女王」。この2人のヒロインをモ
チーフにしたメイクアップセットが
発売された。アイシャドウからベー
ス、リップまで揃って、これでアナと
エルサになれる？！

豆乳からプーアール茶まで
茶具博物館30周年記念

2014年10月15日～2015年11月15日

茶具博物館で「豆乳」の歴史に触れてみよう！
　茶具博物館の30周年を記念して、「豆乳からプーアール茶まで」を
テーマにVitasoyグループの創設者、羅博士の一生が紹介されている。
世界で最も成功した大豆製品メーカーを設立した羅博士。Vitasoyは世
界でも知られ、飲料産業に伝説を残した。この機会に、香港を代表する
豆乳産業の歴史に触れてみよう。

Level 3, Gateway Hotel, 
Harbour City, 13 Canton Rd., TST
(852)2113-7828
HKD45/1pcs

Flagstaff House Museum of Tea Ware 
10 Cotton Tree Drive, Central 
(inside Hong Kong Park)
10:00～18:00　火曜定休（祝日を除く）
入場無料
hk.art.museum

Southorn Stadium, 
111 Johnston Rd., Wan Chai
HKD800、HKD400、HKD200
18:30～
www.impifc.com

Shop 101-103, 1/F., 
Causeway Bay Plaza I, 
489 Hennessy Rd., CWB
(852)2790-0781 
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香港＆広東香港

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

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 20K

日系投資・保険コンサルティング企業にてカス
タマーサービス及び秘書業務をマルチタスクに
担当。メール・電話等での顧客対応、海外拠点と
のやりとり、各種事務手続き有り。

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/
その他サービス

香港/香港島 20K～23K

ファッションブランドのオンラインサポート
業務およびチームマネジメント業務。要顧客
対応業務経験と英語日常会話レベル。シフト
勤務あり。

営業・販売系/メーカー 香港/九龍 Supreme
Recruitment13K～16K

大手日系繊維製品メーカー、販売管理担当を
募集、主にお客のフォーカスと注文をフォロー、
生産と納期の確認、顧客の要求に対応など、
大学で関連学科の卒業者が優先。　

営業・販売系/メーカー 香港/九龍 Supreme
Recruitment16K～20K

大手日系電子部材メーカー、シニアセールス
コーディネーターを募集、日系電子、貿易の
販売管理の経験者を希望。  　

Supreme
Recruitment営業・販売系/メーカー 香港/九龍 11K～14K大手日系半導体メーカー、営業アシスタントを

募集、大学新卒者、日本語、英語、北京語。　

Supreme
Recruitment

営業・販売系/メーカー 香港/九龍 12K～15K
大手日系電子部材メーカー、営業アシスタント
を募集、日系電子、貿易の販売管理の経験者を
希望。  　

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 20K～30K

大手ＩＴソリューション＆コンビュータ製品の
プロバイダーにて、ＩＴアカウントマネジャーを
募集、新規ソリューション製品を開発、システム
の管理、既存な顧客のサービス対応。

香港/九龍 16K～22K Supreme
Recruitmentサービス系/外食・フード

グローバル日本料理レストランでは、Web
デザイン＆ソーシャルメディアスべシャリスト
の職種を募集。

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 香港/香港島 25K～30K

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。

インテリジェンス
香港

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K

営業と協力してのITソリューション製品/サー
ビスのプレセールス活動。プロジェクト管理。
トラブルシューティング。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
広州

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社

RMB
15K～20K広州

北京語は簡単会話でも結構ですので、営業経験
（業界不問）のある方。化学や樹脂などの知識、
製造業経験ある方歓迎。

RGF 香港金融/保険 25K～45K香港/香港島

事業開発マネジャーとして、事業戦略と行動
計画の開発、実施担当者を募集。IFA/保険ブ
ローカーの事務所に勤めた経験がある方、
保険ブローカー資格をお持ちの方優遇。

技術系（建築・土木）/
その他サービス

RMB
13K～20K広州

営業経験（業界不問）1年以上。大卒/日本語
ネイティブレベル・北京語不問。自動車関連
業界、樹脂関連商材経験、商社経験、語学力
（北京語・英語）の方歓迎。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー 東莞 RMB20K～

品証担当。電子部品の品証経験者、ISO経験者
管理経験あれば尚可。北京語日常会話レベル
以上（簡単な読み書き）、英語日常会話できれば
尚可。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
外食・フード 20K～30K香港/新界

マーケティングおよび新規事業の企画・立案、
新商品開発、ブランディングなど。創造的で
斬新なアイデアお持ちの方。英語、北京語、
広東語のいずれかがビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
外食・フード 19K～香港/新界

食品関連サービスの法人営業業務。新事業のた
めマーケティング・新規開拓・フォローアップま
で一連を担当。英語コミュニケーションレベル。

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/
メーカー

～RMB25K深圳 カスタマーサポート。LCDに携わった経験が
あり、北京語・英語ともにビジネスレベルの方。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー 東莞 RMB

15K～25K

品質管理。金型・金属業界で3年以上の品質
管理経験、20人以上のチーム管理経験ある方。
北京語できれば尚可。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～19K
オンラインゲームを運営する企業にてカスタ
マーサポート募集。土・日・祝を含むシフト勤務
が可能な方。未経験者も考慮。

RGF 香港金融/保険 20K～30K

日系の大手製造業・商社向けのグローバル
ERPプロジェクトにおける、プロジェクトマネジ
メント業務。製造関連のクライアントが多いた
め東南アジアへの出張あり。要英語、中国語。

香港/香港島
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香港

香港

香港&広東

香港

香港



香港＆広東 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

キングスウェイ会計経理・経営管理/
サービス 香港/香港島 ～35K

10年程度の日系経理関連業務経験。関連会社
の連結、月次、年次、売り上げ表、利益一覧数字
の分析、財務、税務関連業務など。新規ビザサ
ポートあり。

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 ～20K
3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務、カスタ
マーサービス。金融商品購入に伴う事務処理。
データ入力。ビジネスレベル以上の英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容

香港/香港島 RGF 香港20K～25K

日系脱毛サロンにて接客および施術師募集。
基本的なビジネスマナーをお持ちで、美容業界
にご興味をお持ちの方。ご入社後サービスに
関する研修など提供あり。

営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 RGF 香港15K～25K

香港や華南地域に展開する各社化粧品小売店
/ドラッグストアへの新規開発営業業務。化粧品
の出品販売交渉、棚デザインの提案、各取引先
への納品管理など。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 香港/九龍 ～40K
日系食品商社での新規立ち上げにおける市場
開拓、マネジメント職募集。香港のF＆B、飲食店
にコネクションをお持ちの方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～30K

電子部品商社での営業職。営業経験2年以上
ある方。電子部品業界での営業経験者歓迎。
出張可能な方。英語ビジネスレベル。中国語で
きる方尚可。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/九龍 25K

大手日系企業（小売り、デパート）での管理部門
（財務経理/人事総務）マネジャー募集。財務
知識、人事総務経験あれば尚可。管理部門関連
マネジメント経験者歓迎。

香港/九龍 18K～22K RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

印刷複合機の営業部署にて、日系企業への
販促。顧客から頂く細かい要望をヒアリングして、
香港人営業へフィードバックし、製品の提案など。

RGF 香港クリエイティブ系/メーカー 香港/新界 19K～21K

アパレルOEM企業が、日本人デザイナーを
募集。Illustrator、Photoshopが使える方。
英語力はメールでのやりとりができ、仕様書
を作成・読めるレベル。中国語が使えれば尚可。
同業界、同職種の経験者尚可。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 20K～30K

半導体の販売。日本本社との業務連絡。月に数回、
広東省、華東地区などへ出張。まれに遠方もあり。
ビジネスレベルの中国語力。半導体業界にて
営業経験5年以上。

香港WORKS

香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

要相談（日本、
米国、英国、香港
会計士などの
有資格者優遇）

香港/香港島

コーディネーター：既存の顧客と社内ローカル
スタッフとの間のコーディネート業務。ポジ
ティブな方。日本のビジネスセンスをお持ちの方。
論理立てる説明が得意な方。

華南WORKS会計経理・経営管理/
メーカー

年収400万円
～500万円深圳

工場運営マネジメント（資金繰り、損益計算書
などを見れる方尚可）、営業報告、工場生産性、
会計事務所、数字が強い方、香港事務所への
出張も多し。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

17K～20K香港/香港島

香港投資ファンドに関する顧客（日本人）の問
い合わせ対応、パンフレット郵送・説明、セミ
ナーの準備（書類）。英語必須、社内は英語が
公用語。

香港WORKSその他/その他・教育・
公的機関など 香港/香港島 年収500

～1000万円

通訳＆セクレタリー。通訳・翻訳。秘書業務全般
（スケジュール管理・出張手配・各種連絡事項の
管理等）。各種社内申請書類の作成および
管理。各種プロジェクトのサポート業務。

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） ～18K香港/九龍

経験、語学不問。フォトショップ等の画像処理
ソフトを使用できる方尚可。企画営業（デザ
インは不要）、提案営業、プレゼン、市場調査。

キングスウェイ専門職/サービス ～30K香港/九龍
2年以上不動産業務経験者。賃貸物件の紹介・
契約の獲得、不動産企画、物件情報の管理、
その他業務。コミュニケーションレベルの英語。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 ～30Ｋ香港/九龍

5年以上の品質管理経験。中国での品質保証、
ISOの経験尚可。検査データの集計方法の指導、
分析結果からの対策の検討、関連部署への指示。
マネジメント業務経験者。ビジネスレベルの
英語、中国語。

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。

華南WORKS技術系/メーカー 東莞 RMB25K～
30K×13ヶ月

樹脂金型工場責任者。プラスティック金型工場
を管理できる方。20名規模。自動車部品：エア
コンの吹き出し等。射出成形金型業界経験者。

華南WORKS営業・販売系/メーカー RMB
20K～23K

資材購買・営業担当（マネジャー）。仕入先から
の購買・資材業務。日系企業の顧客への営業。東莞
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電子版で毎朝記事をチェック
　電子版が出始めた割と早い段階から、活用しています。当初、新
聞を携帯で読むことに違和感がありましたが、電子版はいつでもどこ
でも読めるので今では必需品ですね。毎朝必ず、通勤時に読んでいま
す。特に、企業やアジアに関する記事を中心に読むようにしています。
　香港に駐在前は、3年間北京、上海など中国大陸におりましたが、
大陸でも電子版はすぐに配信され、問題なく記事を読むことができ
ました。新聞だと届くのが遅く、情報を得るのに時間がかかる事を
懸念していましたが、電子版はタイムリーに新情報が得られまし
た。現在はアプリも配信され、早速ダウンロードして活用しています。
また、ウェブ配信されている英語で聞く日経はすごくためになってい
ますね。海外のニュースを英語で聞いても背景を理解していない
と頭に入ってこないですが、日経新聞は日本のニュースを英語でリ
スニングできるので理解でき、聞きごたえがあって満足しています。
　職場では、各自が電子版のアカウントを持っており、それぞれ日
経新聞を読む事が多いですね。企業動向などを営業が中心に読み、
社内ではリクルートに関する記事が話題になります。

　奥様も以前同業の人材会社でお仕事されていたということもあ
り、どのような会社が進出しているのか、ITまたソフト開発の委託が
出てきているなど、リクルートに関する情報から、日本と海外の政治
や経済の絡みなど、お互い目に留まる記事も同じで、記事を通し
た会話もされるとのこと。

新卒で働き始めた頃から日経新聞は欠かさず読んでいる
　当時、就職先の上司から「日経新聞を読みなさい」とアドバイスを
もらってから現在まで日経新聞は欠かさず毎朝読んでいます。当時
は毎朝コンビニでおにぎりと日経新聞を購入するのが日課でした
ね。10年以上も読み続けているので、日経新聞を読むことは生活の
一部として染みついており毎日の習慣になっています。経済や日系
企業の情報を得るだけでなく、知識を拡げるためにも役立ってます。

　日経産業新聞へも記事を寄稿されたご経験があるという高比
良さん。日本のリクルートからの要望で「香港のマーケットとはど
ういうものなのか」という内容の記事を書いたのだとか。

読み続けることで経済に詳しくなり、仮説も立てられるように
　読み始めた当初は、経済のしくみなどよく理解できず、毎朝1時間
くらいかけて読んでいました。この習慣によって現在は、経済の仕組
みが理解できるようなり、読むスピードも増して、様々な情報も早く拾
えるようになりましたね。今では、自分が
注目する記事をピックアップして読んで
います。経済に詳しくなると共に、経済の
動きも予想できるようになり、経済のファ
クトをベースにした仮説が立てられ、
頭のトレーニングにも繋がっています。
　日経新聞は、経済、日系企業に関して
の情報が非常に豊富です。香港とインド
を中心に東南アジア全土の戦略にも携
わり、クライアントのほとんどがアジアの
日系企業。日経新聞は、まさにクライアン
トを含む日系企業の動きや情報をまと
めて掲載されていますね。

　そのため、記事をきっかけに人材の需要を知ることもあり、記事を
読んで直ぐに電話をかけ、「日経新聞を読んだのですが」とダイレクト
に日経の名前を出して営業することもあるという。日経新聞は仕事に
はなくてはならない存在であるといえる。

今後の事業展開は
　RGF香港は日本のリクルートの香港法人です。香港では、日系企
業をメインに人材紹介を行っており、香港人または香港にいる日本
人の方々へ日系企業の仕事を紹介しています。さらに、同じリクルー
トグループでアジア最大級のエグゼクティブサーチ会社であるBole
社との連携やこれまで中国大陸で培ったノウハウを駆使し、マルチ
ナショナルカンパニーへのサービスも強化しています。エグゼグティ
ブ層から日本語を話せるアシスタントまで、様々な領域で幅広く人材
を紹介出来るのが強みですね。今後の事業展開としては、香港を中
心に、アジア全域へサービスを拡大していくことは勿論、エグゼク
ティブ層の人材紹介などサービスの幅も拡大させることで、人材会
社としてトップを目指していきます。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

いつでもどこでも
　　情報が手に入る電子版
企業情報が営業の要に

RGF HR Agent Hong Kong Limited
Managing Director

高比良 直人さん

香港で活躍する日系企業の人たちに、不可欠な情報源となっているのが、「日本経済新聞国際版」。
今回はRGF HR Agent Hong Kong Limited Managing Director の高比良 直人さんに

日経新聞が、仕事や生活にどのような影響をもたらしているのかを伺った。

香港に来られたのは半年前、以前は3年間中国大陸に。
現在は香港とインドをとりまとめ、東南アジア全土の戦略
にも携わっている。趣味は読書で、休日は奥様と0歳の娘
さんと外食を楽しみ、よく行かれるのはコーズウェイベ
イ（銅鑼湾）だとか。

RGF HR Agent Hong Kong Limited
住所：Unit 2603A, 26/F., Tower 1, Lippo Centre, 
　　  89 Queensway, Hong Kong
電話：(852)2537-2557
メール：hongkong-jp@rgf-hragent.asia

総合人材サービス 
世界No.1を目指して

弊社は、日本での50年以上の実績を踏まえ、
アジア11か国、47以上の拠点を基に、
グローバル化を力強く推進しています。
RGF香港は、リクルートの香港法人として、
また、中国/アセアン/インドを含む
アジアの統括拠点として、

世界で闘う企業の皆様の香港での挑戦を
トータル人材サービスの支援で応援します。
まずは是非お気軽にご相談ください。

日本経済新聞 国際版、電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk
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香港＆深圳香港

　政府の成長戦略の1つに「女性活用」が掲げられ、実際に第2次日本政
府改造内閣でも女性閣僚が5人起用されたことが話題になっている。働
く女性たちは、現在の働く環境についてどのように感じているだろうか。
正社員への転職や就職を希望する女性を対象に、働く上での男女差、現
在の職場の働きやすさ、より働きやすい職場に必要なことを伺った。

　働く上で、女性であることを不利に感じたことが「ある」という方は
54%。年代を重ねるごとにポイントは上昇した。不利と感じた理由で
もっとも多かった意見は「出産後に仕事を続けにくい」、次いで「給与・
待遇に差を感じる」だった。特に「給与・待遇に差を感じる」の項目は、20
代の27%から40代の57%まで急速にポイントが上がっている。現在の
職場が働きやすいと言えるかたずねたところ、「働きやすい」という方が

57%となりました。その理由は「職場の雰囲気が良い」「労働時間が適
正・融通が利く」が過半数を超えている。今後、女性が働きやすい職場に
するために必要なことは「職場復帰支援」「育児休暇制度」「短時間勤務
制度」など制度面の充実という意見が多く集まった。一方、40代の方は
制度面よりも意識改革が必要、と答えている。

　2020年までに、指導的地位に占める女性の割合を3割にする目標を掲げる
など、仕事と家庭の両立を図りながらも女性が働き続けられる施策案が、次々
と打ち出されている。働く女性の活躍やライフスタイルに注目が集まる一方
で、いつの時代も働く女性とは切っても切れないのが「ストレス」だ。
　ナガセビューティケアでは、現代の働く女性たちがどのようなストレスを抱
えているのかを探るべく、2007年に実施した『働く女性のストレスに関する意
識調査』と比較しながら、現代の働く女性のストレスの度合い、ストレスの原
因などを探る。

■現在抱えているストレスの原因、7年前の1位、2位が逆転！「仕事に関するこ
と」が1位。
　『ストレスの原因は何だと思いますか』と現在抱えているストレスの原因を
質問したところ、「仕事に関すること」（45.6%）が1位に。次いで、「人間関係」
（23.0%）があがった。2007年の調査結果では「人間関係」（47.3%）が1位、2位
に「仕事に関すること」（28.4%）が続いたが、順位が逆転する結果になった。

■ストレスの原因になりやすいこと、1位は「職場での人間関係」。「将来への
不安」や「収入が少ない」が上位に
　「職場での人間関係」（55.4％）が１位となり、次いで「将来に対する漠然と
した不安」（44.8％）や「収入が少ない」（33.8％）があがった。働く女性の常に
気にかかる問題として、将来への不安や経済的な不安があり、ストレスの原因
になりやすい現状が浮かび上がった。人間関係に敏感だと思われる女性だか
らこその結果になったようだ。

■働く女性、平日の睡眠時間は6時間。休日は1時間以上長い7.2時間
　『平日・休日の睡眠時間』について質問すると、平日の夜は平均で6時間、
休日は7.2時間となった。さらに、その分布を見てみると、平日は「6時間以上
7時間未満」と答えた人が多い一方、休日は「8時間以上」と答えた人が最多と
なった。

■ストレスは「寝て」解消！「好きなこと」をして「好きなものを食べる」も上位に
　『ストレスに対する対処方法』を質問すると、「睡眠・休息をたっぷりとった」
（93人）が1位、次いで「趣味・好きなことに打ち込んだ」（86人）、「好きなもの
を食べた・お酒を飲んだ」（67人）があがった。また、2007年に1位の「病院など
医療機関に行った・薬を服用した」が今回は10位。病院へ行くほど深刻な症状
ではなくても、漠然とした不安を抱える現代の働く女性たちは、「寝る」ことで
そのストレスを解消し、「好きなことをする」、「好きなものを食べる」など、自分
の思いのまま好きなことが出来る時間を求めていると言えそうだ。

ストレスは「寝て」解消！？
働く女性の「ストレス」に関する意識調査

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

中国全土広東

深圳

　日頃ITサービスの仕事で広東省を忙しく走り回って

いる著者です。先日お客様よりホームページ（以下HP）

の検索エンジン最適化、SEO（Sea r c h Eng i n e 

Optimization）について聞かれましたので今回の話題

とします。SEOとは、グーグルのような検索エンジン上で

検索結果の上位に自らのHPが表示されるように工夫す

ることです。自社のHPが上位に表示されれば、その分潜

在顧客の目にも留まりやすくビジネス的にも効果が大

きいため、SEOを重要視する会社は増えています。

　SEO対策を万全にするのは良い事ですが、HPの掲載

内容が不十分で検索結果の上位表示に値しないにも

関わらずSEOの結果ばかりにこだわる会社が増えてい

ます。本来、検索エンジンはキーワード検索をした閲覧

者にとって有用、もしくは最適なサイトを評価の高いも

のから順に検索結果として表示するシステムです。結局

のところ、コンテンツが充実している価値のあるHPを作

ることが一番重要なわけです。SEOを重視する場合は、

まず自社HPの記載内容を第一に考えるのが得策。HPで

閲覧者に何を伝えたいのかを明確に定めた上で掲載

コンテンツを意識的に作成するのがベストです。

　検索エンジン側から見て内容が明確でコンテンツが

豊富なHPは比較的上位に表示されやすくなります。下

記の条件を満たすHPは検索エンジン側からも高評価

をもらえるでしょう。①HPの内容に一貫性があり主題が

明確である。②各ページに使われるキーワードがHP全

体のテーマやページタイトルとの関連性が深い。③HP

のページ構成がシンプルでサイトマップも明瞭である。

④コンテンツ（文章および画像等）が豊富である。上記

の条件を考慮しながらHPの内容を作成すれば基本的

に間違いのない検索エンジン対応のHPができます。こ

こまでは専門家の仕事というより、HPの文章内容を書

く方のセンス次第です。つまりSEOの基本はHP上の文

章内容やページタイトルといっても過言ではありま

せん。HP制作を業者に外注する際に、SEO対策も同時

に進めるお客様はいらっしゃいますが、どちらかという

とHP制作を発注する側が記載内容を意識することで

かなりSEO対策になるわけです。繰り返しますが、会社

の製品やサービスを一番明確に説明できるのは当然

その仕事に携わっている会社内の方ですので、文章内

容は極力社内で書き上げるのが検索エンジン最適化

の近道です。

　それ以外に、専門的なテクニックを用いて検索エン

ジン上でのHP表示順位を上げやすくすることも可能で

す。例えばHPの内容更新時に自動的に検索エンジンへ

と通知する設定を施したり、HPの構造自体を検索エン

ジンから取り込みやすいように作り変えたりと、SEOと一

言で言っても様々な作業があります。検索エンジンがど

のように世界中のHPを取り込み、検索結果としてどのよ

うに表示しているのかを把握した上で徹底的にSEOを

追求される場合はSEO専門業者の出番となります。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【ホームページのSEO対策】 

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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