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忘年会、新年会用の
コースメニューも充実！

新しい「パワースポット」で
リフレッシュ！

鱈卵屋鱈卵屋

慈山寺

食欲の秋！食欲の秋！
レストラン情報がいっぱい！レストラン情報がいっぱい！
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2015秋冬バーゲン！

「Twist」の関連記事は
 本紙２0ページに。
「Twist」の関連記事は
 本紙２0ページに。

●3種類の“冬鍋トリオ” 広東料理「粤來順」
●ボリュームたっぷりのステーキ 「Blue Butcher」
●北スペイン・地中海の味 ｢The Optimist｣
●由緒あるイタリア料理 「Gradini Ristorante E Bar Italiano」
●南ヨーロッパ各都市の風情をふんだんに 「Awtar」
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世界屈指の競馬イベント
豪華なレースを見逃すな！

　12月13日、沙田競馬場にて香港競馬の祭典、ロンジン香港国際レース
（HKIR）が開催される。同イベントは1日で国際G1レースが4つ行われる
ため、世界中から多くの観客が集まり、1レース当たりの馬券売り上げ総
額が8300万香港ドルになるとも言われている。今年はゲストにハリウッ
ドスターのサイモン・ベーカー氏、香港の人気歌手ミリアム・ヨン氏が登
場予定。四川省で活躍している中国雑技団“Duo Stunt”の公演や、レー
ス終了後に打ち上げられる花火等、様々なイベントも目白押しで、非常
に豪華なラインナップとなっている。来場者全員にHKIR限定キャップの
プレゼントも予定されており、レース以外でも充分楽しめるだろう。日本
からも、今春のクイーンエリザベス2世カップ（沙田）で2着に入ったステ
ファノス、先日の天皇賞では悔いが残る結果となったエイシンヒカリ等、

10頭の注目馬が出場予定。また、12月9日にはハッピーバレーでThe 
LONGINES International Jockeys' Championship （IJC）が開催される。
当日は騎手へのファン投票が予定されており、投票者はノベルティーを
もらうことも出来る。香港競馬は150年以上という長い歴史があり、世界
中のファンから愛されている。この機会に是非、本場の雰囲気を体験し
てみて欲しい。

沙田競馬場
12月13日（月）　開催

ハッピーバレー競馬場
12月9日（水）　開催

　習慣って身に付けたくても、そうは行きませんよね、例えば「ダイエッ
ト」体重10kg減量、それを2ヶ月で成功体験できるのが、日本から進出し
た某パーソナルトレーニングジム。とにかく凄い！ の一言。知人も大変
身！ 子供に人気でスイカの様なポッチャリ内臓脂肪はどこへやら。

　まるで、板チョコの様な6パックのお腹に大変身。更に顔は？ というと、
アゴ骨クッキリの、デキル奴に変わり以前の面影が無い。2サイズダウンで
入社当時のスーツがピッタリ。と本人は誇らしげ…。ジムの宣伝ではない
が、習慣化の効果をハッキリと感じ取れる良いヒントが隠されている。

　今回は、そういった習慣化する事で得られる「明らかな違い」を「お金」
の面から知ることが出来るという、香港で聴けるセミナーを紹介。

　参加するのが一番の近道だが、大事な事はトレーニングと同じで「あ
なたの現状を知る事」だそうだ。自己流も良いが無理・ムラ・無駄で10日
と続かず、増えるのは体重とストレスばかり。

　香港永住？ 日本帰国？ 家族持ち？ 独身？ 香港ベース給与？ 円ベー
ス給与？ 税金は？ など、香港居住中のあなたの状況に応じた成功ルー
ティーンを見つける事が教育資金、老後資金、相続対策など人生成功へ
の鍵と講師は言う。

　では”あなたは今”どの立場で香港に住んでいるのだろうか？ 一度、
日本人の国際派FPに相談してみるのも良いのでは？

香港で賢く貯めたいあなたへ、
日本人FPが教える「マネー運を呼び込む新習慣」とは？

「帰国・転勤前に聞きたかった…」と後悔しないための
帰国前[後悔]先取り回答セミナー
平日開催：12月9日(水) 15日(火)　午前10時半～/午後7時～
土曜日開催：12月5日　19日　午前10時半～
・事前に参加日時について申し込みが必要。詳しくは右記まで。
・日本人FPへの個別相談は随時受付け（予約制）

INSURANCE 110　
電話：(852)3182-0110　
メール：info@insurance110.com

香港トピックス
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香港&広東

香港
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今週の香港ピックアップ

お酒にぴったりのメニューが盛りだくさん
　豊富な明太子メニューを揃える、銅鑼湾（コーズウェイベイ）「鱈卵屋」。福岡直送の明太子

を使用した料理はもちろん、人気のチキン南蛮やサラダ、焼き物など多数のメニューがあ

る。そんな同店では忘年会、新年会用に3つのコースを用意している。たっぷり明太の鱈卵鍋

コース、博多風絶品豚バラ鍋コース、鱈卵屋人気メニューコース。いずれもボリューム満点。

また、深夜10時から2時半（日曜日は11時半）までは小鉢メニューを24種類用意しており、

ちょっとつまみながら飲みたい人、２次会として利用したい人も楽しめる。

　各コース共通　極上明太子、刺身3種盛り合わせ、温泉卵のシーザーサラダ、明太出汁

巻卵、豚旨味噌焼、アイスクリーム

1.たっぷり明太の鱈卵鍋コース　　鱈卵鍋、雑炊又はうどん　　　　

2.博多風絶品豚バラ鍋コース　       博多風豚バラ鍋、雑炊又はうどん

3.鱈卵屋人気メニューコース　        チキン南蛮、鱈卵碗サーモン＆ハマチ　

鱈卵屋　　
忘年会、新年会用のコースメニューも充実！

販売中

10年ぶりとなる夫婦共演
By The Sea

上映中

夫婦の危機に直面した時、2人は・・・
　地中海の美しい海辺を舞台に、ある出来事により歯車を狂わせた夫
婦が、その関係を修復するまでの過程を描いたこの作品。アンジェリー
ナ・ジョリーによる3本目の監督作品だ。夫のブラット・ピットも俳優、プ
ロデューサーとして参加している。実生活でも夫婦である2人が緩やか
に紡ぐ、悲しく切ない物語を是非劇場で。

Exhibition

見て、触れて、楽しむ芸術イベント
　ジョッキークラブクリエイティブアーツセンターで、定期的に開催され

ている「JCCAC フェスティバル」。今回は「触れる」がテーマ。約40組の香

港人アーティスト達が建物内の各所で様々な展示・イベントを行う。自ら

の感覚を研ぎ澄まして彼らの作品に触れてみよう。そこにはあなただけ

の新たな世界が待っているかもしれない。

JCCAC Festival2015
「Touch～触～」

開催中

ミシュランレストランで贅沢に蟹を味わおう!
　ミシュラン2015のレコメンドレストランにも輝いた広東料理レスト

ラン「Tsui Hang Village」にこの秋、旬の江蘇省産上海蟹を使ったメニュー

が登場する。高品質の上海蟹を自家製のヴィネガーソースでいただく

「Steamed Hairy Crab (HKD418)」や、カリカリとした食感と蟹の肉汁が

同時に楽しめる「Deep-fried Crab Claw Stuffed with Hairy Crab Roe 

and Shrimp Paste (HKD128)」など、蟹好きをうならせる一品揃いだ。

Tsui Hang Village
上海蟹フェスタ

開催中

LOG-ON、IROIRO、ans、Page Oneなど
www.samuelashley.com（オンラインストア）

アウトドアだけに使うのはもったいない！
　カジュアルバッグブランド「Samuel Ashley」から、街でも使えるバッ

クパックが登場。ナイロン部分には防水加工を施し、一部に100％アメ

リカ産グレインレザーを使用するなど、品質にこだわりながらも価格

はお手頃。この冬はバックパックを持っ

て、元気に街に飛び出そう！

Samuel Ashley 
アーバンバックパック

監督：
アンジェリーナ・ジョリー
出演：
ブラッド・ピット
アンジェリーナ・ジョリー
ラニー・ロラン　他

5/F., Miramar Shopping Ctr., 
132 Nathan Rd., Kowloon
(852)2376-2882
月～金 11:00～15:00、18:00～23:00
土、日、祝日 11:00～16:00、18:00～23:00
www.miradining.com/tsui-hang-village 

30 Pak Tin St., Shek Kip Mei, Kowloon
(852)2353-1311
www.jccac.org.hk/?a=doc&id=5609
jccacpage

14/F., Circle Plaza, 499 Henessy Rd., CWB
18:00~27:00（月~土）、18:00~24:00（日）

(852)2250-7117
鱈卵屋

※今ならコースご注文の方限定で
指定の日本酒 or 焼酎500mlをHKD150で提供

HKD380

HKD360

HKD360

香港ピックアップ
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香港＆広東 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

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港22K～27K

日系メーカーより営業職募集。既存顧客及
び新規顧客開拓、問い合わせ対応や納期管理
等。フットワークが軽く、長期勤務志向の方。
ロッド・シャフト・モーター関連の営業経験者、
北京語がビジネスレベルなら尚良。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

香港/九龍 RGF 香港

25K～30K

日系企業にて営業職募集。中国顧客への
サポート及びグループ関連会社との調整業務等。
中国華南地域への出張あり。就労可能なビザ
保持の方。ビジネスレベルの北京語、日常会話
レベルの英語要。

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 

香港/九龍

20K～25K

日系電子部品商社にて営業職募集。主に既存
顧客へのフォロー、状況により新規開拓もあり。
2年以上の営業経験者で英語、北京語ビジネス
レベル要。中国大陸への出張をいとわない方。
関連企業経験者優遇！

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 25K～40K

大手外資系プライベートバンクにてアシスタン
トスタッフ募集。営業サポートやデータ入力、
資料作成等。金融業界での就業経験がある方
（外資系だと尚良）でビジネスレベルの英語要。
パソコン操作が得意な方。

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 28K～32K

日系投資企業での秘書。翻訳・CEOへの会議
通訳、スケジューリング・出張手配等、CEOへ
の秘書・総務及び家族サポート全般。大卒。
日本語が母国語、流暢な英語・北京語要。出張
をいとわない方。

RGF 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～50K

有名日系SI企業でのIT営業。ビジネス機会・
顧客要望をみつけ、ITソリューションを販売。
IT、コンピューター、電気、エンジニアリング領域
の大卒またはBBA。ITとSI統合営業経験3年要。
英語要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

20K～30K香港/九龍

日系大手企業でのコーポレートプランニング
スタッフ募集。サポート業務や市場調査、
人事・総務関連業務等。ビジネスレベルの英語、
基本的なPCスキル要。未経験でも挑戦したい
意欲のある方募集！

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

16K～23K香港/香港島

主に日本人向けにウェルスマネジメント等を
行う企業でのアシスタントスタッフ。電話・メール
対応・ファイル整理・資料準備・会議手配など。
2年以上の仕事経験。アシスタント・秘書経験
優遇。ビジネス英語要。

RGF 香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 22K～24K

香港/香港島

IT企業でのカスタマーサービス担当募集。一般
顧客、企業顧客へのカスタマーサービス全般や
社内調整業務等。日本語ネイティブで日常会話
レベルの英語要。コミュニケーションスキルが
高く、几帳面な方。

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/金融・保険 

20K～25K

香港/九龍

金融会社での会計アシスタント募集。クライ
アントへの会計レポートや進捗管理、監査
サポート等。会計関連の学位保持者。日本語
ネイティブでビジネスレベルの英語要。関連
業務の経験者なら尚良。向上心の強い方。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 15K～20K

IT企業でのアカウントマネジャー募集。日系
企業クライアント向けのセールス、顧客管理等。
2年以上の関連企業職務経験要。日本語
ネイティブでビジネスレベルの英語要。積極的
でチャレンジ精神がある方募集。

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 

10K（応相談）

通信・モバイル関連業界での事務職募集。一般
的な総務業務、営業サポートや商品発送、在庫
管理事務手続き等。就労可能ビザ保持でパート
タイムで働ける方。英語または中国語スキルが
あれば尚良。

RGF 香港香港/新界

香港WORKS

香港WORKS香港/香港島

技術系（メディカル・化学・
食品）/外食・フード 20K香港/香港島 高級寿司レストランサービストレーナー。鮮魚

の解体ショーを指導することなど。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス 

年俸
500～800万円

通訳＆セクレタリー。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）。
海外出張同行。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。

香港WORKS技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 40K高級寿司レストラン寿司キッチントレーナー。

鮮魚の解体ショーを指導することなど。香港/香港島

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 17K～19K

日系航空会社にて営業職募集。取引先への
商品提案や社内調整業務等。適性に応じて
異動あり。コミュニケーション能力が高く、長く
働ける方。ビジネスレベルの英語要。業界未経
験でも可。

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 15K～23K

日系旅行関連企業にてツアープランナーを
募集。ツアー企画や予約手配、コンサルティング
業務等。ビジネスレベルの英語要で、PC作業
が得意な方。土日シフト出勤あり。意欲があれば
未経験でも可。

香港/九龍 15K～23K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
旅行・レジャー・観光 

日系旅行関連企業にてWEBプロジェクト担当
を募集。旅行サイトの企画・運営、ツアー情報
や企画の遂行、スマホアプリ企画等。英語での
業務が可能で、PC作業が得意な方。挑戦したい
意欲があれば、未経験でも可。

香港WORKS
専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/金融・保険 

香港/香港島
17K～20K
+ボーナス

（業績による）
経験者応相談

金融セミナー開催の段取り、翻訳・通訳。既存客
及び取引先とのコーディネート及びサポート。
事務処理、マネジャーのサポート全般。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

香港/新界

家電小売業界での購買担当募集。発注から
配送までの一連管理や価格・品質コントロール
等。1、2年の関連業務経験及びビジネスレベル
の英語要。商談や問題解決能力が高く、マルチ
タスクに仕事をこなせる方。

20K～25K 
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香港＆広東香港

深圳

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 

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（機械・電気・電子）

香港/九龍 18K～20K

産業用ロボットを取り扱う企業にて、オフィス
事務業務。部品受注、日本本社との連絡、簡単
な総務・会計処理。要2～3年の関連経験およ
びビジネスレベル以上の英語。普通話できれば
尚可。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 30K(応相談)

総経理のアシスタントとして米国・中国進出の
契約書管理、社内向け報告書作成などをお
任せします。店舗開発、マーケティングなどの
業務有。新規事業立ち上げ業務経験者歓迎。
要契約書作成が可能なレベルの英語力。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～25K

日系企業向け保険営業、コンサルティング
業務。要営業またはCSの経験者、およびビジ
ネスレベルの英語。IIQE保持者または取得
可能な方。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

日系IT関連企業より営業を募集！ 日系営業
チームにて、日系顧客の新規及びフォロー
アップ営業業務。IT経験は不問だが、IT関連
の基礎知識必須。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港30K～40K香港/九龍

半導体商社にて、既存顧客フォローアップ業務。
中国工場や日本本社とのやりとり。華南地域へ
の頻繁な出張あり。3年以上の電子部品営業
経験とビジネスレベルの英語必須。半導体業界
経験者優先。

インテリジェンス
香港25K～28K香港/香港島

大手日系出版企業にて、海外営業のマネジャー職。
多様な媒体から顧客のニーズに適した広告を
提案。月３～４日の海外出張有。要広告代理店
あるいは出版社勤務経験、およびビジネスレベル
の英語。

香港WORKS事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 15K～17K

カスタマーサービスオフィサー。ラグジュアリー
コールセンター。イタリアの商品をオンラインE-
コマースショッピング～配送までの対応。日本語
ネイティブ。敬語が使える日本語ネイティブの方。

香港/香港島

香港/香港島

14K～18K

世界的に有名な高級ファッションブランドE-
コマースコンタクトセンターでの電話、Eメール
での問い合わせ対応。英語の話せる方。接客・
販売、サービス業経験者。ファッションへの
興味・関心度が高い方。

香港WORKS
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）

現給を
考慮し、
応相談

香港/九龍

弊社製品の部品受注及び日本本社との連絡
業務。事務所の簡単な総務・会計処理。英語、
日本語ビジネスレベル以上（中国語ができれば
尚可）。即時就労可能な方（就労可能なビザ
所持者)。香港人もしくは日本国籍。

営業・販売系/
IT・通信・インターネット・
ゲーム 

営業・販売系/
専門商社・総合商社

応相談香港/九龍
日系電子商社での営業業務。電子関連企業での
就業経験必須。一人で中華圏どちらでも営業活
動できる方を期待。ビジネスレベルの普通話・
英語必須。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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 18K～25K香港/九龍

日系ITサービスプロバイダーにて営業業務。
ERPパッケージ・IT関連保守サービスを日系
企業向けに営業。ビジネスレベルの英語力
必須。商社・製造業での勤務経験がある方
歓迎。

インテリジェンス
香港

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） 東莞 20K～30K

日系専門電気機器部品メーカーにて、営業
業務。主に日系顧客のフォロー。東莞工場と
香港を拠点に、海外出張あり。3年以上の営業・
顧客対応経験、ビジネスレベルの英語必須。 

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～22K香港/新界

経理業務全般。日々の出費管理、日本本社との
連絡業務など。要コミュニケーションレベルの
普通話もしくは英語。簡単な経理経験が
ある方。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
コンサルタント 広州 RMB

15K～25K

会計・税務のコンサルタント業務。会計事務所
等でクライアントの会計税務サービスを提供
したことがある方歓迎。（※資格不問）要5年程
度の税務・会計経験。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
専門商社・総合商社 

～RMB25K深圳
営業技術。FA装置ビジネスの経験者の方。さま
ざまなFA装置の知識があり、販売経験がある方
優遇。また、業者の選定までできる方。普通話で
きれば尚可。

香港WORKS営業・販売系/商社 ～年俸
800万円香港/香港島

企画提案、サンプル収集、量産商品への落とし
込み、メーカーと生産元との間に入り細部の
仕様やコスト・納期の管理等。海外市場向け
製品のOEM or 生地輸出取引経験のある営業
担当者。英語ビジネスレベル

～RMB25K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
物流・倉庫 18K～25K香港/新界

物流サービスの新規日系顧客開拓業務（航空
運送)。外勤営業業務メイン。華南地域への
出張あり。3年以上の物流業界での営業経験
および日常会話以上の英語力必須。エアライン・
商社などでの営業経験者も考慮可。

インテリジェンス
香港

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子） 

香港/新界

開発技術者。空気清浄機の製造に設計、開発、
製造技術などで携わっていた方。コアテクノロジー
の部分が分かる方大歓迎。普通話できれば尚可。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

20K～30K

船舶マネジメント会社での人員管理業務。福利
厚生や労働組合の窓口など担当。2年以上の
同業界関連業務経験必須。ビジネスレベルの
英語必須。

インテリジェンス
香港香港/新界企画・宣伝・広報/

外食・フード 20K～30K

香港にて日本食を展開する有名企業より、
メニュー開発ポジション。日本側と連携をしな
がら、メニュー企画・開発をお任せします。要和食
メニュー開発経験およびコミュニケーション
レベルの広東語もしくは英語。

インテリジェンス
深圳深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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★女性は不利と職場で感じたことが「ある」人は、既婚者が58％、未婚者は
52％。
　「働く中で、女性であることが不利だと感じたことはある？」の質問に、
「ある」と回答した人は54％、婚姻別では既婚者が58％で未婚者が52％
と、既婚者のほうが性別によるギャップを感じている。

★女性は不利だと感じる理由は「出産後の仕事」「給与・待遇の差」。
　不利だと感じている理由を聞くと、第1位は「出産後に仕事を続けにく
い」（49％）、第2位は「給与・待遇に差を感じる」（48％）。婚姻別では、既婚
者の6割は実体験も含めて「出産後に仕事を続けにくい」（既婚者：62％、
未婚者：38％）を選択、未婚者のポイントが高かったのは「出世が難しい」
（同：35％、44％）「任される仕事に差を感じる」（同：24％、38％）など意欲
高く取り組んでも女性であることを理由に男性に負けてしまうという意見
が挙がった。年代別では、年代が上がるごとに「給与・待遇に差を感じる」
（20代：40％、30代：47％、40代：50％）人が増え、若い人は「出世が難しい」
（同：45％、39％、36％）と感じていることが判明。

★女性が働きやすい職場に必要
なことは「職場復帰支援」「短
時間勤務や育児休暇制度」の
充実。30代以上の女性からは
「管理職や男性、女性自身の
意識改革」という声も。
　「女性が働きやすい職場にす
るために必要だと思うことは？」
の質問で、第1位は「職場復帰支援の充実」（55％）、第2位は「短時間勤務
制度の充実」（54％）、第3位は「育児休暇制度の充実」（53％）という結果
に。制度が整うことで、安心して働き続けられるということのようだ。

　婚姻別では、「短時間勤務制度の充実（既婚者：64％、未婚者：46％）、
「在宅勤務制度の充実」（同：39％、26％）など働き方の自由度を高めたい
よう。年代が上がると「男性社員の意識改革」（20代：37％、30代：49％、40
代：50％）「管理職の意識改革」（同：34％、45％、48％）「女性社員の意識改
革」（同：24％、38％、42％）などのポイントが増えている。終業時間後に始
まる会議などの見直しや、時短勤務者の影響で発生する周囲の負担への
サポート、女性自身が権利主張になりすぎないことなど、制度の整備に留
まらない意識改革が必要と言えそうだ。

【調査概要】
調査方法：インターネットによるアンケート
調査対象：『エンウィメンズワーク』 （ http://women.en-japan.com/ ）
調査人数：1,037名
調査期間：2015年7月23日～8月26日

「女性活躍推進法」が成立し、企業の積極的な女性登用や定着を促すことが期待されている中、働く女性自身は、
現在の働く環境についてどのように感じているのか。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、より働きやすい職場に必要なことを尋ねた。

「
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性
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利
」と
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場
で
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性
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％
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女性の意識調査～「職場のジェンダーハラスメント」～

        49%
               52%
                    54%
45%

                 48%
40%
              47%
                     50%

        40%
                   45%
      39%
36%

      31%
            34%
28%
      31%
29%
         33%
29%
  30%

        10%
6%
         11%
         11%

結婚後に仕事を続けにくい

給与・待遇に差を感じる

出世が難しい

出産後に仕事を続けにくい

任される仕事に差を感じる
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40～50代の6割以上の人が60歳以降も働き続けたいという意向を示した一方
で、60歳以降の就業に対する不安のトップに体力面への不安が挙がった。体力維
持の向上は健康寿命の延伸だけではなく、QOL（生活の質）の向上にもつながる
ことが示唆された。

◆60歳以降も働き続けたい40代～50代は6割以上
　グラフ1で見るとおり、40～50代で「働きたい」と考えている人の合計は、6割以
上に達している。

◆60歳以降の就業に関する不安の1位は「体力」
　全体のトップは「体力的に続けられない」（57%）、次いで「健康を維持する」
（39.2%）が上位に並び、体力面での不安が高い傾向を示す結果となった。

◆自身の5年前と比べて身体に起きていること
　 60～70代では「足腰が弱い」、「つまずくことが多い」、「片足立ちで靴下がはけ
ない」など、筋肉の低下によるロコモティブシンドロームが3割を超える結果と
なった。 

◆自身の5年前と比べた食習慣の変化
　60～70代になると「食べる量が減っ
た」、「肉を食べる量が減った」といっ
た回答が5割以上という結果が出た。
筋肉をつくるためには、肉や魚に多く
含まれる良質なたんぱく質の摂取が
欠かせない。しかし調査からは高齢者
の課題であるたんぱく質の摂取不足
の現状がうかがえる。

　超高齢社会において、高齢者の人材活用は社会の重要なテーマとなってい
る。今回の調査結果では、60歳以降の就業において“体力面に不安がある”と回
答した人が全体の6割を占めており、高齢者雇用を推進していく上では、体力面
の維持向上が大変重要であることが示唆された。
　加齢に伴う体力の衰えはさけられるものではないが、適切な対処や予防を行
うことで軽減することができる。適度な運動と併せ、加齢とともに必要とされる
たんぱく質などの栄養摂取についても意識を向上させ、予防行動へ移行してい
く必要がある。
　いつまでも長く健康で働けるよう“運動”と“栄養摂取”に気をつけることが、健
康寿命の延伸という観点からも非常に重要である。

【調査概要】
調査対象： 全国の40代～70代男女2,000名
調査方法： 味の素株式会社によるインターネット調査
調査時期： 2015年9月
調査内容： 60歳以降の就業意向と不安、現状の健康状態、寝たきり・要介護、
　　　　  ロコモティブシンドロームなどに対する意識・取り組みなど 

「60歳以降も働くとしたら（働く人にとって）どんな不安があるか」

「60歳以降も働きたいと思いますか？」（40代、50代）

働きたい

どちらかといえばも働きたい

どちらかといえば働きたいと思わない

働きたいと思わない
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体力的に続けられない
健康を維持する
ストレスが溜まる
体力的に続けられない
雇用先が見つからない
ストレスが溜まる
体力的に続けられない
健康を維持する
ストレスが溜まる
体力的に続けられない
健康を維持する
ストレスが溜まる
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57.0％
39.2％
32.1％
67.7％
39.2％
37.6％
66.6％
38.3％
36.7％
49.0％
40.1％
31.3％
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１位
２位
３位
１位
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３位
１位
２位
３位
１位
２位
３位
１位
２位
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全体（n=2000）

40代（n=544）

50代（n=461）

60代（n=549）

70代（n=446）

(年代別　トップ３)

(n=2,000)
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香港
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深圳

深圳
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ト

（所在地） 天河区
（間取り） （メゾネットタイプ）　70㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 地下鉄体育西駅/体育中心駅まで徒歩５分
（備　考） 周りにショッピングモールが多い。
 生活至便な住まい。
（月　額） 9,500元

万豪金殿

（所在地） 天河区

（間取り） 2SLDK 127㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄石牌橋駅まで徒歩５分

（備　考） 日本人が多い。新規駐在員にもピッタリ。

（月　額） 11,000元

エジンバラ

天河新作

（所在地） 珠江新城
（間取り） 2LDK、125㎡
（室　内） 内装、全家具家電付き
（環　境） 地下鉄珠江新城駅まで徒歩６分
（備　考） フロントは日本語対応。
 セキュリティが抜群。
（月　額） 12,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 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
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410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
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610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
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
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) 755-8219-5546
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
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
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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