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バレンタインに
焼かないブラウニー
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美味しくキレイを手に入れよう美味しくキレイを手に入れよう
第９回

〈好評長期連載！〉

ゼロからスタート♪
広東語 第61回 買い物天国購物天堂

By SOW ランゲージセンター



香港香港

香港深圳

　今年で10周年を迎えるチャリティー音楽イベント、「Picnic in the Park」。
ディスカバリーベイの2ヵ所の特設会場では60組以上のパフォーマーが
LIVEを披露し、10,000以上の観客が訪れるという、香港でも指折りのイ
ベントだ。入場料は無料となっているが、寄付のチケット持参者へはT
シャツのプレゼントも予定されている。会場では、地元レストランの協力
により、フードやドリンクメニューを購入することもできるので、家族で
参加しても十分に楽しめる。イベントの売り上げは、香港で貧しい子供
たちをサポートしている団体（The Hong Kong Student Aid Society と
The Hong Chi Children’s Home）に寄付されることとなっている。また公
園の正面入口には、寄付を受付けるブースも設けられている。LIVEで
歌って踊って、ストレスも発散。きっと香港の思い出の大切な1ページに

なるだろう。イベント会場へは、DB Plazaから出発するC4かC9のバス、
The North Plazaへの無料シャトルバスを使おう。東涌方面からはDB01S
のバスに乗りThe North Plazaで下車するのがオススメ。

香港芸術節のオープニングを飾るサーカス
ダリの名作とユーモア溢れる演出は見どころ満載！
　毎年恒例の香港アートフェスティバル（香港芸術節）が今年も2月19日
～3月20日に亘り開催される。期間中は、香港内外から多くのアーティス
トが集まり、オペラ、クラシック音楽、ダンスなどさまざまなジャンルのプ
ログラムが予定されている。その中でオープンニングを飾るのが、サル
バトール・ダリの代表作に感銘を受けた多次元サーカス「La Verità （ラ・
ヴェリタ）」。ダリの独特な美しさと風変わりなユーモアが散りばめられ
たサーカスは、観る者を魅了する。
　監督は、スイス出身のダニエルフィンジ・パスカ氏。演出家として2006
年に開催されたトリノオリンピックや2014年ソチオリンピックの閉会
式、シルク・ドゥ・ソレイユ「コルテオ」の総合演出を手掛けるほどの実力
を持つ。そんな同氏が集めた最強キャストで構成されるサーカスは、
ダンス、ドラマ、音楽、ボードビルなどがぎっしり詰まった2時間15分のハ
ラハラドキドキのショーだ。その中でも注目は、アクロバティックあり、超

現実的な詩ありの、面白さと人間味が詰まったラブストーリー。きっと天
国のダリも好きに違いない。
　その他、2月20、21日には「バックステージツアー」も開催される。なか
なか見ることの出来ない裏側は必見！詳細はウェブにて。

「Picnic in the Park」
チャリティー音楽イベント

Picnic in the Park
住所：Siena Park, Discovery Bay, Lantau Island
日時：1月30日（土）10:30～21:45
ウェブ：www.facebook.com/events/1675892229363198
※Free for entry

La Verità 
場所：香港文化中心
日時：2月19日 19:30～
　　 2月20日 14:30～、19:30～
　　 2月21日 14:30～
上演時間：2時間15分（途中1回休憩）
言語：英語（英語と中国語の上部字幕あり）
料金：HKD180～HKD620
ウェブ：www.hk.artsfestival.org/en/programmes/compagnia-finzi-pasca-la-verita

香港トピックス
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香港 香港

今週の香港ピックアップ

旅のお供に最高のスーツケースを
　日本のスーツケースProteca(プロテカ)がついに香港上陸。プロテカは日本の老舗カ

バンメーカーACE(エース)の展開するトラベルバッグブランドで、世界で唯一の日本製

スーツケースを製造している。「Protect(守る)」、「Technology(技術)」と「Ace(エースの理

念)」の意味が込められているプロテカは、ハードケースを北海道で製造し、信頼出来る

ジャパンクオリティーとして多くのユーザーに愛され続けてきた。洗練されたデザイン、カ

ラー、驚きの軽さで、旅行や出張のお供に最適だ。

　銅鑼湾そごうと沙田YATAに加え、銅鑼湾Times Squareと尖沙咀海港城のLog-onにも

専門店を新たに開店して、買い求めやすくなった。世界に誇るジャパンクオリティーのスー

ツケースを一度体感しに行ってみよう。

安心の Made in Japan 
世界で唯一の日本製スーツケース Proteca( プロテカ ) が香港上陸

 販売中

MARCHON EYEWEAR
ニューライン登場

9月より発売

コロンビア×マーションのコラボレーション
　アイウェアメーカー「マーションアイウエア」が、この度、アウトドア用
品の「コロンビアスポーツウェア」との独占ライセンス契約を締結。こ
の夏からコロンビアの各店舗にてアイウェア及びサングラスを発売す
る。メガネメーカーとアウトドアブランド、双方が長年培ってきた高い
技術力を集約した商品の数々に注目だ。

石川千晶の香港ライブが開催決定！
　「機動戦士ガンダム」シリーズの主題歌やエンディング曲などを担当

したことで知られる石川千晶さんが再び

香港にやってくる。彼女の単独ライブとし

ては香港初。彼女の独特な世界観を存分

に楽しむ事ができるだろう。是非この機会

をお見逃しなく！ チケットは城市售票網

(URBTIX)にて発売中。

「石川智晶香港LIVE
～Music Stories #猫姐」

4月9日（日） 

鍵編みのアイテムを取り入れて、ハッピーに！
　2013年、Rose Lee氏によって立ち上げられた同ブランド。女性と子供

用の洋服・アクセサリーを展開しており、エレガントな鍵編みが施されて

いるのが特徴。手作りされる商品には、「Love & treasure」の意味が込め

られている。自宅で本格的なアクセ

サリーが作れるDIYキットも販売

中。大切な人へのプレゼントとして

も、活躍すること間違いなし！

ファッション＆アクセサリー
Ibility

お騒がせな、シマリス3兄弟がやってくる！
　毎回、私たちを楽しませてくれるアルビン、サイモン、セオドアのシマ

リス3兄弟シリーズ。4作目となる今回は、3兄弟が彼らの親代わりである

デイブが予定している彼女へのプロポー

ズを阻止すべく奮闘するという物語だ。

デイブが結婚すると「捨てられてしまう」

とカン違いしている3匹。残された期限は

3日！ 結末やいかに？！

映画
アルビンとチップマンクス： The Road Chip

2月4日上映

監督：ウォルト・ベッカー
出演：ジェイソン・リー
　　  ジェシカ・アルバーグ
　　  ジョシュ・グリーン

825B, Times Square, CWB
10/F., Sogo Department Store, CWB
Yata Department Store (Luggage corner), New Town Plaza Phase III, Sha Tin
Log-on, Harbour City, TST
www.proteca.jp/english

H306, 3/F., Block B, PMQ, 
35 Aberdeen St., Central
(852) 2364-0668
http://ibility.com.hk

柴湾（チャイワン）青年広場Y綜芸館
開場 18:30　開演 19:30
chiakihk2016@ed-production.com.hk
http://edproductionltd.blogspot.hk/2015/12/livemusic-stories.html
HKD780、HKD580、HKD380（全席指定、1人4枚まで）

Times Sqaure店
（Shop 726, Times Square, CWB）他
www.columbiasportswear.hk

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

香港

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
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

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/
その他サービス 香港/九龍 キングスウェイ～23K

3年程度の営業経験者、デザイン関係者尚可。
各種印刷物の企画、制作及びウェブ制作にお
ける日系企業との連絡・調整、業務手配など。
ビジネスレベルの英語。新規ビザサポートあり。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 キングスウェイ

～20K
2年以上の営業経験。日系法人顧客、個人顧客
に対する営業、通信サービスの販売。法人顧客
営業の経験者尚可。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

～25K
業界経験不問、営業経験必須。ネットショップ、
病院やその他卸売り企業への営業。メールや
電話での内勤営業が中心。コミュニケーション
レベルの英語。新規ビザサポートあり。

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～25K
外資系イベント会社にて、パーソナルアシス
タントを募集。Directorの秘書役、スケジュール
管理、出張先手配、及びイベントコーディネー
ションのサポート。ビジネスレベルの英語必要。

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 20K～25K

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。

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

香港/香港島 20K～25K

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。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～RMB25K広州

3年以上の営業経験者。広州オフィスの新規立
上げ。電子部品業界経験者尚可。ビジネスレベル
の北京語必須。コミュニケーションレベルの英語
尚可。

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・投資顧問

～20K香港/香港島
営業事務経験者。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ト
及びサポート。マネジャーのサポート全般。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ

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

応相談

香港/香港島

日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系既存
顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士との
調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮。

キングスウェイ

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 応相談

香港/香港島

3年程度のIT業界もしくは営業経験者。IT関連
知識必須。既存顧客のフォロー、ITソリュー
ション営業。ビジネスレベルの英語。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/
その他サービス

香港/九龍 ～20K
2年程度のカスターマーサービスまたは営業
経験歓迎。日本人顧客へのカスタマーサポート
業務（各種予約手配、問合せ対応）。広告媒体、
レポート作成。広東語必須。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談

営業経験3年以上。海外子会社をサポートす
るにあたり、1～2ヶ月の長期出張を繰り返す
スタイルの営業。長期出張に対応可能な方。
ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ日本

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港香港/香港島

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

18K～20K
総務・秘書業務。書類作成やデータ入力、予算・
経理に関連する業務。要3年以上の勤務経験
と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/
仲介業(人材・不動産)

18K
+コミッション

日系企業顧客向けに物件の手配・案内・アフ
ターフォローなどを担当。広東語および法人
営業経験必須。不動産免許保持者最優先。

香港/香港島

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 応相談

香港オフィスのマネジメント。日系顧客窓口、
本社との連絡業務、取引先窓口業務。ビジネスレ
ベルの英語（北京語尚可）。総経理経験者歓迎。
就労可能なビザホルダーの方。

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 香港/九龍 ～28K

3年以上の顧客・外注先折衝経験がある方。出荷
手配に付随するあらゆる業務。中国出張あり。
ビジネスレベルの英語（北京語尚可）。経験に
よりビザスポンサー可。

香港/九龍 応相談 キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売

店舗管理、予算管理、マーケティングなど。東南
アジア諸国の新店舗設立に付随する業務。ビジ
ネスレベルの英語必須。新規ビザサポートあり。

インテリジェンス
香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 20K～23K
幼児及び小学生の学習指導。教材準備、採点
など。未経験者応募可（教員免許保持者または
塾講師経験者尚歓迎）。英語または広東語ス
ピーカー尚可。即勤務可能なビザホルダーの方。

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

会計士（香港人）と日系企業顧客間の問合せ
窓口およびコーディネート業務(内容：会計・
法務関連）。日英翻訳。要ビジネスレベルの英語
（普通話尚可）。会計知識を持つ方または勉強
意欲のある方。

応相談
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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 

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 20K～30K

老舗食品卸の会社より営業増員募集。日系・
ローカル顧客を担当し、新規開拓と既存フォ
ロー対応。要食品もしくは消費財の営業経験、
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
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 20K～25K

電子部品商社より、経理・総務担当の募集。フル
セットの会計業務、総務全般、簡単な人事関連
業務など。月1回の深圳オフィスへの出張（日帰
り）の可能性有。要日常会話レベルの英語もしく
は普通話。

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～50K

オフィス管理および営業マネジメント職。お客様
との交渉・クレーム対応、部下の管理。新規ビ
ジネスの開拓・提案。営業経験（業界不問）・部下
のマネジメント経験必須。普通話・英語スピー
カー。状況判断能力必須。

香港/九龍 24K～26K インテリジェンス
香港

ITサービス企業日系企業向けにITシステムア
プリケーションのコンサル業務。少なくとも2年
以上のERP（生産・貿易・会計）システム履行
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
香港

20K～23K
（経験により
応相談）

香港/九龍

旅行会社にてスーパーバイジング業務。アウト
バウンド旅行企画立案。日本・香港取引先との
やりとり・顧客対応・航空券手配など。旅行業界
経験（アウトバウンド）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

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～20K
シニア/アシスタントマネジャー急募。ソフト
ウェアのローカライズ版のテスト、QA表計算の
運用、製品リリース後の市場調査など。英語で
コミュニケーション力が高い方。

香港/九龍

香港/香港島

18K～20K

DTP・ITシステム・クラウドシステム等の提案
営業業務。日系飲食企業が主な顧客。顧客窓口・
案件プロセス管理・カメラマン、デザイナーと
の調整など。営業経験必須（業界不問）。英語ま
たは広東語スピーカー。

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） 18K～25K香港/九龍

フォローアップ営業。ローカル宝飾関連顧客へ
の訪問。日本本社・工場とのやりとりなど。営業
経験（業界不問）、コミュニケーションレベルの
英語必須。香港パーマネント・家族ビザホル
ダーのみ。

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

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。

営業・販売系/物流・倉庫

サービス系/
旅行・レジャー・観光

インテリジェンス
香港

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

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

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 イタリア/ミラノ 20K

医薬品・化粧品原料の輸出入に関するマーケ
ティング営業職（日本・アジアの原料→欧州の
製薬会社へ）。欧州内での出張多。化学品商社
での営業またはマーケティング経験者。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 20K香港/新界

購買職募集。新規仕入先の開拓、OEM商品の
開発、発注・納期・在庫管理など。社内会議は
日本語だが、海外の仕入れ先との交渉が多い為、
ビジネスレベルの英語力必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
外食・フード ベトナム

USD
1.3K～2K
（応相談）

営業（マネジャー候補）ポジション。マーケティ
ングや市場調査含む。メイン顧客である高級
ホテル/レストランへの関係構築、販路拡大。要
営業や販売の経験3年以上、およびビジネスレ
ベルの英語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

USD
1.5K～ベトナム

総合広告会社の日系企業向け営業ポジション。
担当顧客の商品ＰＲの打ち合わせ、企画立案、
企画書作成など。1年後タイや日本などに出張
有。要ビジネスレベルの英語。

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/
その他・教育・公的機関など

25K香港/香港島
ディレクター等の秘書サポートと総務業務。
スケジュール管理や予約手配、簡単な経理など。
要1年以上の関連業務経験とビジネスレベル
の英語。

USD2K
（応相談）

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

～RMB
25K深圳

工場長。中国での勤務経験が長く、いろいろな
部門で勤務された方（品管、製造管理、工場長
など）。普通話：ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

上海

ベトナム南部進出日系企業の営業担当者として
預金・貸出・為替等の銀行商品を幅広く営業。
日本・シンガポールの本部との協働。英語での
読み書き・会話が可能な方。営業経験必須（金融
業界尚可）。

会計経理・経営管理/
コンサルタント

RMB
30K～

公認会計士。公認会計士資格もしくはUS CPA
の資格がある方。ベースは上海で勤務ができ、
その他の各拠点へ出張ができる方。普通話：
業務に支障のない程度のレベル。

インテリジェンス
広州広州会計経理・経営管理/

コンサルタント
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
香港ベトナム

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港 ベトナム

ホーチミン

【調査概要】
世界の主要都市にあるホテル宿泊料金を調査するHotel 
Price Indexの2015年度上半期（2015年1月～6月）の調査
結果より

オンラインホテル予約サイトのHotels.comは、世界の主要都市にあるホテル宿泊料金を定期的かつ独自に調査するHotel Price Index
（以下、HPI™）の2015年度上半期（2015年1月～6月）の調査結果を発表。
＊『Hotel Price Index 』（HPI） は、世界の主要都市にあるホテル宿泊料金*の定期的な調査で、旅行者が宿泊施設に支払った価格の変動
をトラッキングし、これらの変化に関する要因を世界中のHotels.comウェブサイトで多数の宿泊予約されたデータに基づき、提供。

【結果サマリー】
•Hotels.comの最新Hotel Price Indexによると、世界の旅行者が滞在先の
ホテルで支払った宿泊料金は、2015年上半期で1%増加。
•世界の旅行者が支払った宿泊料金は、金融危機前の水準までには達して
おらず、旅行者にとってお得な状態であるものの、3つの地域では最高記
録を達成。
•日本人旅行者が支払った国内の主要都市にあるホテルの宿泊料金の平
均が前年同時期の実績と比較して11％上昇したことを発表。

日本人の国内旅行における宿泊料金の変化
　日本人がHotels.comの予約を通じて支払った2015年上半期の日本全体
のホテルの平均宿泊料金は、前年同時期と比べ11％増の12,839円
（11,577円）となり、ここ数年の日本の宿泊料金は年を追うごとに右肩上が
りの上昇を続け、今後も下落の傾向は見ることはないだろう。最も大きな
原因としては、ここ数年増加の一途をたどり続けている訪日外国人の増加
であり、日本政府観光局（JNTO）の統計によると、2015年上半期の訪日観
光客数は914万人と過去最高を記録した昨年との実績比で46％も増加。訪
日観光客数の増加に伴い、国内のホテル需要が上昇している。宿泊料金も
上昇していることに加え、未だ続く円安傾向による日本人旅行者の海外旅
行から国内旅行へのシフトも、日本人が支払った国内の宿泊料金の上昇
に大きく影響を及ぼしている。

大阪・名古屋は20％超の上昇率（国内各都市の客室単価）
　外国人を含むすべての旅行客が支払った国内の宿泊料金にも大きな変
化が起きている。2015年上半期の実績は12％増の15,242円（13,585円）と

なり、また、HPIが対象とする国内9
都市において、最も高い上昇率を記
録したのは大阪で、前年同時期の比
較で23％増の14,502円（11,810円）
を記録し、続いて名古屋も22％増の
10,849円（8,873円）。その一方で東
京は8％増の16,659円（15,458円）、
京都は12％増の15,408円（13,808円）の比較的低上昇率に留まった。
※（ ）は2014年上半期の実績

　日本の主要都市の宿泊料金が軒並み2桁の上昇率を記録した中、広島と
福岡の上昇率がいずれも6％と比較的緩やかな伸びとなった。
　訪日観光客数の増加は日本人の国内旅行や出張の宿泊にも大きな影
響を与えている。ネットを活用し、セールなどお得な宿泊料金をチェックし、
より良い旅行をして行きたいものだ。

Hotels.com、2015年度上半期Hotel Price Index（HPI）を発表
日
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香港

ベトナム

ハノイ

【調査概要】
サンプル数 : 女性500人 年齢 : 20歳~60歳
調査方法 : Web アンケート
調査期間 : 2015年8月10日~8月12日

安倍首相が閣僚懇談会で推進を直接指示し、昨年7月から国家公務員に導入された朝型勤務。民間企業でも制度を
導入して話題にもなっているが、実際に朝型勤務や「ゆう活」が広まっているのだろうか。保険ショップ「保険クリニッ
ク」が、20～60歳の働く女子500人を対象に実施した朝型勤務・ゆう活に関するアンケート調査をご紹介しよう。

安倍首相が閣僚懇談会で推進を直接指示し、昨年7月から国家公務員に導入された朝型勤務。民間企業でも制度を
導入して話題にもなっているが、実際に朝型勤務や「ゆう活」が広まっているのだろうか。保険ショップ「保険クリニッ
ク」が、20～60歳の働く女子500人を対象に実施した朝型勤務・ゆう活に関するアンケート調査をご紹介しよう。

■朝型勤務を導入している企業に勤める人は5.4％
　女子500人のうち朝方勤務を導入している企業
に勤めている方は27人（5.4％）。業種別にみると1
位「官公庁・自治体・公共団体」（6人）、2位「製造業」
（4人）、3位「建設業」「金融・保険業」（3人）となった。

■約60％が「ゆう活」を知らない！
　朝型勤務と同時に推進されている「ゆう活」は、
仕事を早めに始めて早めに終え、夕方からはオフ
を楽しむと言う意味。「ゆう活」という言葉を知って
いるか聞いたところ、知っている人は全体の
39.6％(198人)にとどまった。政府のホームページ
では特集を制作して、大々的にPRを行っているが、
この言葉自体はまだまだ浸透していないのが現
状のようだ。

■朝型勤務は概ね好評、難点は「早起き」
　朝型勤務の良い点（もしくは良いと思われる点）
を聞いたところ、1位は「早く家に帰れる」（309人）、2
位は「夜、自由に使える時間が増える」（234人）との
結果になった。良い所はないと答えたのは16％（80
人）で、比較的良いイメージが大多数を占めた。
　朝型勤務の問題点（もしくは問題と思われる点）
を聞いたところ、1位は「早起きが辛い」（307人）、2
位は「結局、勤務時間が長くなる」（174人）との結果
になった。悪い所はないと答えたのは12.6％（63
人）で、朝型勤務には良い所も悪い所も共存してい
ると考えている人が多いようだ。

■仕事後は、1人または家族でゆっくりする！
　勤務先が朝型勤務を導入している27人に「ゆう
活」に何をしているか、また導入されていない473
人には朝型勤務になったらゆう活で何をしたいか
を聞いてみた。既に導入されている人もされてい
ない人も共通して多かった回答は、「家族と過ごす」
「1人の時間を楽しむ」「何もしていない、何もしたく
ない」だった。ジムなどで体を動かしたり習い事を
するより、ゆう活では「ゆっくり過ごす」人が多いの
かもしれない。

■朝型勤務（ゆう活）に賛成？ 反対？ 半数が態度
を保留
　全員に朝型勤務「ゆう活」に賛成か聞いたところ、
49.6％が「わからない」と回答した。残りの約半数
は、賛成（28.4％）と反対（22.0％）はほぼ意見が拮
抗している。前述の通り、朝型勤務を導入している
企業に勤める人は5.4％で、「実際のところ、やって
みないと判断できない」人も多いのだろう。また、
「保育園や学校の受け入れ態勢を整備したり、長時
間労働にならない仕組み作りなど、朝型勤務を導
入・継続するには課題が多くある。今夏の結果を見
届けたいと思う」とコメントも寄せられている。

朝
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「働く女子の朝型勤務・ゆう活に関するアンケート調査」
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The Austin

（所在地） MTR西湾河駅（サイワンホー）駅

（間取り） 3LDK　976sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） 駅まで5分

（月　額） HKD39,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR北角（ノースポイント）駅

（間取り） 3LDK　1,120sq ft.

（室　内） 家具交渉可能、ハーバービュー

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD44,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR柯士甸（オースティン）駅

（間取り） １DK　Net 463sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） 新築、駅の上

（月　額） HKD22,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041

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

Les Saisons

Island Lodge

ライフ（香港・広東共通）

10 Pocket Page Weekly 29 January 2016 No. 524
B



深圳

香港

11Pocket Page Weekly 29 January 2016 No. 524
B



New Gallery on Old Bailey
住所: 4/F, 35 Tai Yau St., San Po Kong
電話: (852) 2234-9889
日時: 2月12日まで 月～金 10:00～19:00 / 土日祝 予約制
ウェブ: www.ngoob.com

展覧会 ： In The Mood for Love
10名の女性アーティストが｢愛｣を表現

　｢In The Mood for Love｣
と題した展覧会が開催さ
れている。様々なジャンル
で活躍する10名の女性
アーティストらが集結し、
「愛とは何か」ということ
を、油絵や写真、陶芸など
の手法を用いて表現して
いる。大胆な色遣いと躍動感のあるタッチで、一際目を引
くのはSusan Yeung氏の油絵。彼女の絵には、カンバスに
絵具を厚塗りし、パレットナイフなどで凹凸感をつけてい
くインパストという手法が用いられており、色彩の発色の
良さと、力強さが特長だ。形にとらわれない自由な作風を
通して、｢シンプルであることが、幸せのカギ。運命に身を
任せて進んでいると、いつの間にか心も満たされるもの
だ」というメッセージを発信している。また、マルチメディ
アアーティストのMini Choi氏は、作詞家、著者、コラムニ
スト、司会者など、幅広いジャンルで活躍をしており、今回
は“Girls Talk”というコンセプトで、異なる世代の女性をア
クリルペイントで描いた。彼女は、一般常識と個人の経験
から感じる「男女間の不平等」について問題を定義してい
る。そもそも同展覧会は、2011年9月に北京で開催された
Breathe Life Arts and Cultureというイベントに端を発し
ている。当初は、8名のアーティストが中心となり、作品を
通して環境問題を世論に訴えることを目的としていた。そ
の後、彼らの取り組みに共感をしたアーティストらも参画
し、現在では、ペイントや短編映画、写真、音楽などを、ア

ジア16の会場で発表している。また、展覧会の規模が拡
大するなかで、環境問題の枠を超え、より深い問題定義・
メッセージが込められるようになった。というのも、環境
問題を根本的に解決するためには、私たち個人の心持ち
や、考え方を改善する必要があるからだ。人間が慈しみ
の心を大切にすることで、環境問題へも誠意を持って取
り組むことが出来るようになる。他アーティストも、各々の
作品に強いメッセージを込めている。是非、会場に足を
運び、彼らの言わんとすることに心を傾けて欲しい。

■参加アーティスト
Ada Chan氏、Candy Chan氏、Mable Lam氏、Mini Choi
氏、Susan Yeung 氏、Vivian Wong氏、Nguyen de Quyen 
氏、Rainbo氏、 Maria Isabel Parra氏、Cheng Mui Liu氏

ライフ（香港・広東共通）

12 Pocket Page Weekly 29 January 2016 No. 524
B


	P01 RECLAMATION St 524
	P02 Topics HK_524L
	P03 AD_524
	P04 Pick up_524L
	P05 AD_524
	P06 Job Search_524L
	P07 Job Search_524R
	P08 Business o_524L
	P09 Business e_524L
	P10 Property Starts_524
	P11 AD_524
	P12 Life_LOVE_524L

