
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

「カラオケ すなっく μ」の関連記事は本紙２３ページに。「カラオケ すなっく μ」の関連記事は本紙２３ページに。
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香港香港

香港 深圳

「美」を追求する心は国境を越える！
日本と中国双方の女性の健やかな美肌のために

　中国の美容形成分野の第一人者である张斌氏が率いるメディカルグ
ループが、日本の銀座よしえクリニックにオフィスを設置する方向で調
整を進めている。同氏のグループは、11月27日から12月2日まで日本の
美容クリニックを訪れ、両国の美容分野に関する意見、情報交換を行っ
たばかり。会談では、日本と中国の美容業界における経済・文化面の話
題も取り上げられ、両国間の良好な関係の礎として寄与したいとの意見
も出た。
　近年、中国における美容形成市場は驚くほどのスピードで成長をして
いるが、今後も技術面・知識面における伸びシロは十分に期待できると
考えられている。张斌氏のグループは、日本の医療理論、クリニックや美
容業界のマネジメント方法について注目しており、今後、双方が緊密に
情報交換をしていくことが予想される。

　言語や文化は違えど「美」を追求する姿勢は、どこの国も変わらない。
先日の会談から、日本国内へオフィスを設置するという具体的な第一歩
は、日中の美容業界において、大きな意味を持つこととなるだろう。両国
間がWin-Winの関係を目指し、どのような連携を示していくのか動向が
楽しみだ。

銀座よしえクリニック　香港院
住所：1702, 17/F., Century Square, 
　　  1-13 D’Aguilar St., Central
　　  (MTR: Central station D2 Exit)
電話：(852) 2555-8008
ウェブ：www.ginzabiyou.hk

　クリスマス、忘年会、新年会…飲み会の機会が多くなるこれからの季
節。「二日酔いが心配だ」「飲みたいけど肝臓も労わりたい」と思っている
方も多いだろう。そんな方におすすめしたいのが、飲み会シーズンの救
世主「KAZUMIスーパーウコン」。カプセルタイプで気軽に摂取できるた
め、愛用者続出中だ。
　同商品には、ウコンの主成分であるクルクミンが日本の某飲料の約9倍
含まれている。クルクミンは、肝臓の疾患やアルツハイマー病、アルコー
ルの大量摂取を原因とした病気への効能が期待されているポリフェ
ノールで、胆汁分泌促進作用とアルコール分解作用がある（※効果には
個人差あり）。その他、コレステロールや中性脂肪の増加を抑制する働
きもあるため、脂っこい食事を好む方にもぴったりだ。つまり、飲み過ぎ
だけでなく食べ過ぎにも効果が期待できる万能成分なのだ。
　今日は飲むぞ！という時には飲む前に3粒。今日は飲んでしまった…

という時には飲んだ後に3粒。ビジネスパーソンは身体が資本！日本製
で安心の「KAZUMIスーパーウコン」、ぜひ日常生活に取り入れてみては
いかがだろうか。

1箱30袋入りHKD390（1袋あたり3粒）
12月末までに「PPWを見た」とお申込みいただいた方へは
さらに3袋プレゼントいたします!!

忘新年会シーズンの強い味方
飲まれる前に飲む　KAZUMIスーパーウコン

KAZUMIスーパーウコン
問い合わせ：DOUBLE RAINBOW INTERNATIONAL LIMITED
電話：(852)9312-2766
メール：kazumi@doublerainbow.com
担当：髙橋
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今週の香港ピックアップ

忘れられない年末・年始になること、間違いなし！
　言わずと知れた超名門ホテル｢ザ・リッツ・カールトン 香港｣で、年末・年始にかけて

特別イベントが開催される。ミシュラン一つ星を獲得している｢Tosca｣、二つ星の｢Tin 

Lung Heen｣をはじめとする有名レストランで、スペシャルディナー、ビュッフェ、アフタ

ヌーンティーなどをいただきながら、日替りで様々なイベントを楽しむことが出来る。ク

リスマスシーズンには、“ブロードウェイのキャバレー”をテーマとしたパーティーや、

ミュージックパフォーマンスが予定されている。1月1日にはスカイバー＆ラウンジ｢

Ozone｣にて、飲みすぎた年末の疲れを癒すデトックスドリンクも準備される予定。今年

はラグジュアリーな空間の中で、ワンランク上の年末・年始を過ごしてみては？

ザ・リッツ・カールトン 香港
特別イベント

12月24日～1月1日

富士通、KDDI
「ICTワンタッチ」

サービススタート

快適なIT (ICT) 環境を手に入れよう
　KDDIと富士通はこのたび「ICTワンタッチ」と呼ばれる、場所やデバ
イスに囚われることなく安全に業務アプリケーションやデータにアクセ

スできる「マネージド・イン
フラストラクチャー」の新規
サービスを開始した。日系
企業ならではの高い品質管
理で、システムの拡張性・復
旧能力・運用コストの効率
化を進めよう！

九州の熱いスピリッツを香港でも！
　年に一度のビックイベント、｢九州人会｣が開催される。100名を超える

九州人が集まった昨年に続き、今年はフォークシンガーの金子章男氏、

サックス奏者の佐敷秀志氏、さら

に二胡奏者をゲストに招く。九州

なら何県出身でもモウマンタイ。

同郷だからこそ分かり合えること

もたくさんあるはず。九州に縁の

ある方は、要チェック！

第8回　九州人会
新年会

1月22日

皆さんご存知、SHIBUYA109がやって来た！ 
　日本のファッション文化を牽引する「SHIBUYA109」が、ハーバーシ

ティーにオープンした。｢リアルSHIBUYA109体感｣をコンセプトとし、最

新トレンドやカルチャーを発信してい

く。全13店舗のテナントのうち10店舗

が香港初進出と、注目が集まる。日本の

ブランド、カルチャーへの人気が高い

香港で、どのような存在感を見せてく

れるのか楽しみだ。

SHIBUYA109
ハーバーシティーからトレンドを発信

12月10日 オープン

常夏の店内で「熱く」盛り上がろう！
　中環（セントラル）にあるカリビアンバー「Rummin' Tings」ではこの冬

の限定のパーティメニューが楽しめる。カリビアンカクテルが一杯無料

でついてくるほか、充実のサイドメニューとメインにはボリュームたっぷ

りの「Marinated Smoked Prime 

Rib」が味わえる。勿論、食後の

デザートも！ 20名以上で予約

が可能だ。

Rummin' Tings 
ホリデーフィーストメニュー

Harbour City, TST
www.shibuya109.jp/zh_twhttp://hk.kddi.com/ja/products_services/detail2/ict_one_touch.html　

香港日本人倶楽部 18-19/F., 68 Yee Wo St., CWB
18時30分会場/19時開演
（852）6094-9091 (九州人会事務局・箕田 純子 (みた すみこ))
mita@hkkkc.com (九州人会事務局・箕田 純子 (みた すみこ))
大人:HKD450、子供:小学生以下HKD150、幼児:無料

28 Hollywood Rd., Central
(852)2523-7070
HKD595

International Commerce Centre, 1 Austin Rd. West, Kowloon
(852)2263-2270
www.ritzcarlton.com/ja/Default.htm

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/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 RGF 香港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。

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

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。

RGF 香港営業・販売系/マスコミ・
広告・デザイン 香港/香港島 17K～20K

日本人向けフリーペーパーの広告営業。新規：
既存＝3：7。顧客アポ取り・サービス説明、取材・
日程調整、コンテンツ企画など。広告営業など
無形商材の提案営業経験を持つ方歓迎。英語
尚可。ビザ保有者歓迎。

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 香港営業・販売系/
その他サービス 20K～23K香港/新界

日系物流企業にてセールス担当募集。既存顧客
への対応や新規提案、スケジュール管理等。物流
関連業界にて3年以上の経験及びビジネス
レベルの英語要。北京語能力があれば尚良。
コミュニケーションスキルの高い方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

28K～32K香港/香港島

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

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/香港島

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

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 香港/九龍 22K～24K

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。

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

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
マスコミ・広告・デザイン

18K
＋業績賞与香港/香港島

編集・デザイナー担当。編集業務：取材や記事
書き、誌面構成考案。デザイン業務：フォト
ショップ・イラストレータを使用しデザインを
組む。

サービス系/その他・
教育・公的機関など 15K～25K

香港在住の日本人の皆様に、静かなスペース
でピアノの生演奏とともにゆったりとくつろい
でいただくための会員制クラブバーラウンジで
のフロアレディを募集しています。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 20K～30K
海外市場営業スタッフ(課長代理クラス)。日系
クライアントの顧客対応等。クレーム対応等
含む。新規顧客開発。

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 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/九龍 40K

日系大手金融会社にてマネジャー募集。東ア
ジアにおける販促計画の立案や各拠点とのや
り取り、レポート作成やサポート業務等。関連
業務での5年以上の経験要。ビジネスレベルの
英語必要で、PCスキルがある方。

香港/九龍 20K～30K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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！

香港WORKS
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～25K
Amazon、ebay、楽天、自社ECサイトへの
集客、ＣＶＲのプランニング全般。当社ショッ
ピングサイトのマーケティング／サイトへの
集客および販促施策の企画・実施など。

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
スクをこなせる方。

20K～25K
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香港＆広東香港

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 

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担当。
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

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 25K～30K

マーチャンダイジングマネジャー職。日本本社
及び提携海外メーカーへの商品発注など。小売
業界経験と豊富な雑貨・インテリア・文具など
の商品知識必須。就業ビザ保有者。要コミュニ
ケーションレベルの英語。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島 20K～30K
主に本社からの企画サポート、翻訳業務など。
要3年以上の関連業務経験、およびビジネスレ
ベルの英語。

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25K～30K香港/九龍

車部品メーカーでの営業。コストの比較・分析
などをしながら、提案営業が出来る方を募集。
中国・北米間などの関係先との交渉など。頻繁
な出張あり。3年以上の関連業務経験およびビ
ジネスレベルの普通話・英語必須。

インテリジェンス
香港20K～30K香港/香港島

ディレクターアシスタント職。会議資料準備、ス
タッフのシフトアレンジなど、総務・庶務業務等
のオフィス全体管理。ゆくゆくは管理職候補。
要ビジネスレベルの英語。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 過去の経験に
より優遇

営業兼プロジェクトマネジャー。顧客の窓口担当
として顧客のニーズを把握し、社内の専門ス
タッフと協力し合いお客様にソリューションを
提案・実行して頂きます。

香港/九龍

香港/香港島

17K～20K
+ボーナス
経験者応相談

顧客窓口。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。

華南WORKS営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

RMB
15K～18K深圳

広東省深圳エリアの法人営業。オフィス及び
住宅賃貸仲介。日本人向けの不動産（住宅）の
賃貸仲介業務。日系企業向けの不動産（オフィス、
商業店舗、工場など）の賃貸仲介業務など。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

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

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WORKSサービス系/金融・保険

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 25K香港/九龍

日系小売企業にて、マーチャンダイザー業務。
日本本社および提携海外メーカーへの商品
発注・発注数量設計・部の管理など。小売業界
（雑貨）経験および就労ビザ保持者。英語また
は広東語必須。

インテリジェンス
香港

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
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。コミュニケーションレベルの普通
話もしくは英語要。簡単な経理経験がある方。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 ～RMB30K

経理管理職経験者（経理10年以上・中国勤務
経験者尚可）。原価計算の知識もある方。要普
通話もしくは英語ビジネスレベル。

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） 20K～22K香港/新界

日系代理店向け営業職。代理店とともにエンド
ユーザーの訪問に同行。月1回の工場（中国・
ベトナム）への出張有。3年程度の香港もしくは
中国本土での営業または物流経験必須。要日常
会話以上の英語。

香港WORKS技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード

フルタイム：
25K～30K
パート：
80～120
HKD/hr

香港/香港島
和食シェフ。香港の懐石料理レストランで働け
る和食シェフを探しております。セントラルに
オープンした懐石料理店で和食調理師募集です。
店内は個室もあり、純和風の内装です。

～RMB25K

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 25K香港/新界

物流会社での内勤営業業務。日系顧客対応や
顧客開拓業務(Air/Ocean)。営業レポートの
作成など。物流業界勤務経験およびビジネス
レベルの英語必須。

インテリジェンス
香港

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
専門商社・総合商社

香港/新界

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。

営業・販売系/物流・倉庫 18K～25K

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
香港香港/新界

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
深圳深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

ホーチミン ハノイ

　IT サービスの仕事で広東省内を忙しく走り回ってい
る著者です。当コラムでは、日常皆様がお使いの IT デ
バイス評価や仕事に役立つソフトの紹介、それから
ちょっとした工夫で仕事の効率 UPを図る IT 改善ノウ
ハウを提供しています。
　こちら華南地方で仕事をしていると、なんせ国土が広
大な中国。お客様とのミーティングの予定でも当日はか
なり移動が必要になります。市内ならまだしも、他都市
でアポの場合は一日がかりですよね。弊社にもたまに
日系企業の営業の方が広州よりいらっしゃることがあり
ますが、車で 1時間弱の場所であっても予定より大分
到着が遅れてしまうことが多々あります。皆様もそんな
経験がおありでは。中国では移動時間が読めない、つま
り予期せぬ大渋滞や道路の混雑など、または駐車場が
見つからないなどの理由でアポに遅れることなど日常
茶飯事なのではないでしょうか。
　冒頭からあまりIT には関係のない内容となってしま
いましたが、私は常 「々百度地図」のアプリを多用してい
ます。車での移動がほとんどなので、特に渋滞情報は出
発前に念入りにチェックし、少しでも渋滞エリア（道路が
赤く表示されます）があると、そこを迂回して出来るだ
け時間的ロスを少なくする努力をしていますので、アポ
に大幅に遅れる事はごく稀です。このコラムをご覧の皆
様も、出張時や外出時は地図アプリを使う機会は多い
と思いますが、この「道路混雑状況」の表示機能を使っ
ている方はあまりいないように見受けられます。華南地
域の 2級都市にある工場地帯でのアポの場合、初めて

訪れる会社だと場所がわかりづらいだけでなく、そこま
での行き方すらも明確でないことが多々あると思いま
す。そんな時にさらに追い打ちをかけるように大渋滞に
はまってしまったら・・・・想像するだけでもストレス
が溜まりそうです（笑）。せっかく地図アプリに道路状況
をリアルタイムで表示する機能があるのであればそれ
を駆使しない手はありません。うまく渋滞を回避するだ
けで 30 分、いやもしくは 1時間も短縮できる可能性が
ありますので侮れません。
　モバイルインターネットの接続速度が遅くて地図
データのダウンロードに時間がかかる、という方もい
らっしゃると思いますがご心配なく。オフラインマップ
「离线地图」の機能がありますので、あらかじめ頻繁に
行くエリアの地図を携帯端末にダウンロードし保存して
おくことができますので地図表示も良好です。
　今回のコラムは特に業務用途のシステムやソリュー
ションといった話ではありませんでしたが、こういった
日常の身近な場面で使えるごく普通のアプリも時と場
合によっては本当に有用だということをお伝えしたく
てあえて紹介しました。道路状況のチェックに 1 分、迂
回路の検索に 1 分、最短ルートの決定に 1 分、出発前
に 3 分だけ目的地までのルートを調べるだけで交通
事情による遅れを回避したり出発時間を早めたりと対
応できます。便利な世の中になったと痛感するこの頃
であります。

　　　　　　　　　　　　 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

【百度地図を侮るなかれ】

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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ホーチミン

香港

香港

ベトナム

■「雇用延長制度」に賛成は91％
　雇用延長制度にについて伺ったところ、9割以上の人が賛成と回答し
た。賛成と回答した理由として、「何十年も社会で生きていたからこその
経験値があるから」、「年金制度が成り立たなくなってくる中、働く意欲と
能力がある60代、70代の高齢者が所得を得
るための選択肢の一つとなる」が挙がった。
一方、反対と回答した人からは「若い世代に
もっとチャンスを与えるためにもリタイヤした
ほうがいい」、「年金の減額、支給年齢引き上
げの口実になる」といった意見が挙がった。

■6割の人が「70歳以上の雇用延長制度があれば、転職を踏みとどまる」と
回答した。
　雇用延長制度は内容次第で転職を考えるきっかけになりうるか、とい
う質問をしたところ、年齢が上がるにつれ「なりうる」と回答した人の割合
が増えるといった結果になった。年齢を重ねるごとに雇用延長制度の重
要性をリアルに感じていることが分かった。また、質問に「なりうる」と回
答した人に、雇用延長制度が何歳までなら転職を踏みとどまるかを伺っ
たところ、6割の人が「70歳以上」と回答した。働く意欲の高さと生活面へ
の不安に対する意見が多く挙がった。

■雇用延長のメリットは「シニア世代の経験・知識が活かせる」こと。一方、
ポストが空かず、企業が若者の採用を抑えることへの懸念点も
　雇用延長に対するメリットデメリットを伺った。メリットとしてもっとも
多く挙がったのは「シニア世代の経験・知識が生かせる」(66%)である。シ
ニア世代が持つ豊富な経験や
知識は時代が変化しても活用
できると考えている人が多い。
一方、デメリットでは「いつまで
たってもポストが空かない」
(44%)、「企業が若者の採用を
抑えたり給与削減に向かう懸
念が強い」(44%)といった回答
が挙がった。若手世代にチャン
スが回ってこないことを不安視
していることがわかる。

人材採用・入社後活躍のエン・ジャパン株式会社が運営する人材紹介会社集合サイト『ミドルの転職』上で、
サイト利用者を対象に「雇用延長」についてアンケートを行い、1,612名から回答を得た。

雇
用
延
長
制
度
に
関
す
る
意
識
調
査

賛成
91%

反対
9%

20% 40% 60% 80% 100%0%

総計

30代

40代

50代

　　はい　　54％

30％

　　　51％

　　　　　66％

　いいえ　　46％

70％

　　　49％

　　　　　34％

　　65歳　40％

　　　　　49％

　　　39％

　　　　41％

　　70歳　47％

　　　　37％

　　　 48％

　　　　48％

　　75歳 13％

　 15％

　  14％

　　11％

20% 40% 60% 80% 100%0%

総計

30代

40代

50代

【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『ミドルの転職者』（http://mid-tenshoku.com/ ）利用者
■有効回答数：1,617名
■調査期間：2015年9月1日～30日
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香港 香港

　メンズ＆レディースのドレスからカジュアルまで定評のあるシューズ
ブランド「REGAL」が、ただいまクリスマスプレゼントセールを開催中。

この期間中にHKD1,500以上購入のすべ
ての方を対象に「REGALオリジナルテ
ディベア」がもれなく貰えるキャンペーン
が今年も始まった。(数量限定）

　このテディベアのキャンペーンは1996年から続き、今年で20作目。毎年変わる衣装
に魅了されるコレクターが続出するほど人気だそうだ。テディベアの足裏にはその年
の刺繍が施され、キャンペーングッズの領域を超えた本格的なテディベアに仕上がっ
ている。ファンが多いのも納得だ。
　REGALのシューズは、靴作りにかける情熱やこだわりは創業当時から変わることな
く、目まぐるしく変わる世界のファッションやトレンドを分析し、程よく取り入れている。
　さて、今シーズンは、メンズの新作としてGORE-TEXを
搭載したマウンテンブーツ（写真65JR）やモカ
シン、3種類の異なる素材を使用したウィングチッ
プブーツ（写真58JR）などオリジナリティ満載のコ
レクション。
　レディースの新作では、エスニック感溢れるモ
カシンブーツ(写真F27G)やスニーカーとト
レッキングシューズをミックスさせたスポー
ツスタイル（写真BE61）など、REGALなら
ではの素材にこだわった一味違ったコレ
クションとなっている。
　これらすべてのコレクションがクリ
スマスセールにつきスペシャルプ
ライスで販売中。
　数量に限りがある商品ばかりな
ので、この機会をお見逃しなく！

REGAL
住所：Shop G16, G/F., Silvercord, 30 Canton Rd., TST
電話：(852)2116-1552
時間：11:00～22:00 
フェイスブック：Regal Shoe Hong Kong

［ REGAL ］ 

今年もこの季節がやってきた！
クリスマス恒例のテディベアプレゼント
今年もこの季節がやってきた！
クリスマス恒例のテディベアプレゼント

58JR(左MEN’S)、F27G(右LADIES’)

65JR(MEN’S)

BE61(LADIES’)
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香港

　香港商業の中心地、尖沙咀（チムサーチョイ）のK11に日本を代表するス
ポーツウェアブランド「ASICS」のコンセプトストアが新しくオープンした。シ
ティランが盛んな香港を象徴するかのように、店内には初心者から中上級者
向けのランニングシューズが所狭しと並ぶ。
　オープンを祝して開催されたイベントには陸上長距離分野において日本を
代表する名コーチ、村尾慎悦さんが招かれ香港のランニング事情について語っ
てくれた。村尾さんは1987年のローマ世界陸上選手権でケニア出身のダグラ
ス・ワキウリ選手を優勝に、さらに1988年のソウルオリンピックでも同選手を銀
メダルに導いたことで知られる。「日々のトレーニングを
着実に積み重ね、大会当日にメンタルもフィジカルも最
高のレベルまで持っていく。そうした『芸術性』を求めて
日 ト々レーニングを行っています」と村尾さんは語る。
　韓国やミャンマーなど海外でも多くの選手を育て上
げている村尾さんは、現在香港を代表するマラソン
ランナーYiu Kit Ching選手のコーチングも行ってい
る。Yiu Kit Ching選手は先日上尾で行われたハーフマ
ラソン大会で1時間14分57秒という香港新記録を打ち

出した名実ともに香港を代表する選手。「今季の彼女の目標はフル
マラソンで香港新記録を出すこと。そしてこれは近いうちに
達成可能だと思っています」と語る村尾さんの目は穏や
かながらも日々のコーチングに裏打ちされた自信を湛
えているように見えた。
　ランニングが盛んな香港だが、世界レベルで戦う
ためには選手全体の底上げが必要だと感じている
という。「選手たちにはさらなる高みを目指して頑
張ってほしいと思っています。そのためには海外の
世界大会に出場させるなど様々な動機付けを行い、
モチベーションを向上させることがコーチとしての務

めだと感じています。」香港は市民ランも盛んだが、一般
ランナーがランニングする際に注意すべき点もあるという。「香

港は整備されたランニングコースが多くありません。街中を走る
際は安全を第一に考えてください」と語る村尾さん。特に真夏の
高温多湿な気候の中、ランニングをするのは危険も伴う。夏は
筋力アップを中心に別メニューのトレーニングを行い、冬に
入った時期に走りこみを行うなど、気候に合ったトレーニング

を心がけよう。
　初心者の場合、靴選びも身体を守
る重要なファクターになるという。そ
のためには実際に履いてみてぴったり
合う靴を探すことが大切だ。ASICS尖沙
咀店は初級者～中級者のシティランナー

向けのシューズが豊富に取り揃えられている。店にいる経験豊富なスタッフに
相談すれば目標や走る場所に合わせたシューズを一緒に選んでくれるそうだ。
　「在香港の日本人ランナーの皆さんには香港人ランナー達を打ち負かして
ほしいですね（笑）。それが結果的に香港全体の強化に繋がると思っていま
す」と語る村尾さん。その顔はイキイキとして香港のマラソン界の未来を楽
しんでいるように見えた。

ASICS TSIM SHA TSUI
場所：Shop No. G36, K11 Art Mall, 18 Hanoi Rd., TST
時間：10:30～21:30
電話：(852)2739-9633

［ ASICS ］ 

尖沙咀に新規店舗オープン！
名コーチが語る香港マラソン界の未来とは
尖沙咀に新規店舗オープン！
名コーチが語る香港マラソン界の未来とは

村尾慎悦（むらお しんえつ）さん
日本を代表する長距離走コーチ。ケニア出身のダグラ
ス・ワキウリ選手を1987年のローマ世界陸上選手権優
勝、1988年のソウル五輪銀メダルに導く。その後韓国、
ミャンマーで指導を重ね、現在は香港女子マラソンの
代表選手Yiu Kit Chingさんを指導。香港マラソン全体
の底上げを視野に日々活動を行っている。
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