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REBEAUX（レビュー）の詳しい情報は本紙15ページの広告をご覧ください！REBEAUX（レビュー）の詳しい情報は本紙15ページの広告をご覧ください！
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紅磡のハーバーサイドホテルに
新しくカフェスペースがオープン!



香港

　フリーズドライ食品のパイオニアであるアマノフーズが、香港内での
更なるマーケット拡大のため、紅磡（ホンハム）の日本食品専門店
「M’mart」で商品説明会を行った。
　同社が販売するフリーズドライの商品は、味噌汁をはじめ、スープ、米
飯、どんぶりの素などの日本の味から、シチューやパスタなどの洋風の
味まで、業界最多の豊富なラインナップが魅力だ。この日も会場には多
くの商品が展示され、来場者から関心を集めていた。調理方法は、お湯
を注ぐだけなど、簡単・便利なのが特徴。忙しい朝や、ビジネスマンやOL
のランチタイムに、また、夜中少し小腹が空いたときなどに手軽に食べ
られるのが嬉しい。
　フリーズドライ製法は、食品を凍結させてから真空状態のもとで乾燥
させるので、食品中の氷は解けることなく水蒸気に変化し、食品に過度
の熱がかかることがない。このため、ビタミンなどの栄養成分が他の加

工方法に比べて損なわれにくい。また、油分を抑えて作られているので、
健康志向の人も安心だ。味・食感・香りも作りたてに近く、飽きのこない
ところも魅力。軽量なので持ち運びに便利で、常温での長期保存が可能
なため、日本では防災用の備蓄品としても注目を集めている。
　現在香港内ではM’martの他、City Superやそごうなどで手に入れるこ
とができる同社のフリーズドライ食品。手軽で本格的な味を是非あなた
も試してみて。

CANONのフラッグシップモデル
「imagePROGRAF PRO-500」「imagePRESS C10000VP」
　「CANON」から2種類のオフィス向けプリンター「imagePROGRAF 
PRO-500」と、「imagePRESS C10000VP」を紹介しよう。「imagePROGRAF 
PRO-500」は、ビジネス用としてはコンパクトサイズで、オフィスのみなら
ず家庭でも使いやすい商品となっている。特徴としては、何といっても
12色のインクジェットを使った印刷技術。一般的に多くても8色が主流
だが、インク数が多いほど中間色が再現でき、陰影の濃淡がよりリアル
で繊細な表現が可能となる。また、Wi-Fiも対応しており、プリントサイ
ズもA4からA2まで印刷ができるので、オフィスで重宝されること間違
いなし。
　2つ目は高解像度で存在感のある「imagePRESS C10000VP」。こちら
はオフセット印刷技術を応用し、1分間にA4用紙100枚、最高で月に150
万枚もの印刷が可能という量産型ハイスピードプリンターだ。大量印刷

が必要なビジネスにはもってこいのモデルとなっている。オフセット印
刷は、仕上がりが高品質、版製作費が安い、さまざまな種類の用紙に対
応できるなどメリットが多く、CANONが自信をもって勧める商品だ。
　どのオフィスにも必ず1台はあるプリンター。より快適に、より便利に仕
事を進めるためにもぜひCANONの商品をチェックしてみては。

CANON
ウェブ: www.canon.com.hk/tc/business/main/index.do

驚きの技術が詰まったフリーズドライ食品
「つくりたて」の味を簡単に美味しく！

M’mart
住所：G/F., Yuey Kong Centre, 47 Bulkeley St., Hung Hom

「imagePROGRAF PRO-500」

「imagePRESS C10000VP」
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　蘭桂坊（ランカイフォン）の中心地カルフォルニア・タワーでは料理と
アートを融合させたイベント「Savoring Art Campaign」を3月末まで開
催中! アートをテーマに創作された料理の数々を期間限定で味わうこと
ができるほか、ストリートグラフィティアーティスト2名（ミスター・ブレ
インウォッシュ、ザビエル・マーティン）の作品を鑑賞することができる。
参加レストランは日本、四川、スパニッシュ、イタリアン、韓国料理店など
など全部で12店舗。
　期間中は限定メニューを頼めばその場で10％オフとなる割引キャン
ペーンも実施しているほか、1杯頼めば1杯が無料となる「Buy 1 get 1 
free」、デザートやドリンク無料サービスなどがついてくる店も。さらに
インスタグラム、フェイスブックに料理をハッシュタグ付きでアップ
ロードした人には、抽選でiPhone 6Sが当たるキャンペーンも4月3日
まで実施中 ! 詳細はランカイフォンのフェイスブックページ
（facebook.com/lankwaifonghongkong）から確認しよう。

　憂鬱な雨季のもやもやしたうっとうしさを振り払う楽しいイベントを
お探しの方はぜひお見逃しなく！

お肌にうれしい思いやりが詰まったスキンケア
MAYAグリーンパパイヤ酵素フェイシャルマスク
　革新的な美を追求し、「全人類に美しさをもたらすこと」を目指す
MAYAより、この度「C.M.Eグリーンパパイヤ酵素フェイシャルマスク」が
誕生！ スキンケアセラピストや科学者などの専門家のアドバイスに加
え「マヤ風水」の考え方を取り入れて作られたこのマスクは、天然由来の
セラミド＆青パパイヤ酵素が同時に働き肌を再生。細胞を活性化して肌
の新陳代謝を促進する。毛穴も目立ちにくくなり、保湿、美白効果も抜
群！またメラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぎ肌を保護してくれた
り、自ら持つ肌の修復機能をアップさせたりと、肌が抱える様々な悩みを
これ1枚で全て解決してくれる。同社は製品開発にあたり、原料の選定に
細心の注意を払っており、製造工程についても国際的な品質管理認証
を受けているので安心。防腐剤は使われておらず、原料は天然成分を使

用しているので低刺激で、肌へのダメージの心配もない。使い始めれ
ば、あなたもすぐに赤ん坊の肌の様な柔らかくキメの細かい肌へと変化
するのを体感できるはず！ 現在、LOG-ONなどの雑貨店のほか、ホーム
ページでも購入が可能。太陽ギラギラの季節がやってくる前にお肌のケ
アを忘れずに。

蘭桂坊でアートにインスパイアされた料理を味わおう！
ストリートグラフィティ作品も鑑賞できるチャンス

MAYA
価格：HKD378/5pcs
ウェブ：http://mayaintdevelop.com
電話：(852)2577-0339

Savoring Art Campaign
参加レストラン：Azure Restaurant Slash Bar, Bread Street Kitchen, CÉ 
LA VI, Ciao Chow, FoFo by El Willy, Fovea, Jinjuu, Mercedes Me, NUR, 
Porterhouse by Laris, Sichuan House, Townhouse 

Life is Beautiful ミスター・ブレインウォッシュ個展
期間：～3月31日
住所：LG, 17-22 Lan Kwai Fong, Central
時間：18:00～深夜

Lies and Light ザビエル・マーティン個展
期間：～4月2日
住所：Loft 22, 22/F California Tower, Lan Kwai Fong
時間：11:00～22:00

03Pocket Page Weekly 25 March 2016 No. 532
B

香港トピックス



香港

香港

香港

香港

今週の香港ピックアップ

遊び心満載のイースターパーティー
　尖沙咀（チムサーチョイ）にあるブティックホテル「The Luxe Manor」内のバー「Dada Bar 

+ Lounge」では、3月27日にイースターパーティーを開催する。小さな子供も楽しめるよ

うファンタジーな内装にこだわり、マジックショーやバルーンアート、フェイスペイン

ティングといったエンターテイメントも充実。また、2013年にサッカーの本場アルゼン

チンで公開され、世界中のサッカーファンの反響を呼んだ、テーブルフットボールが題

材のアニメ映画「FOOSBALL」の上映も行われる。さらに、ゲスト全員がミニピザ、バー

ガー、ワッフルなど、種類豊富なアフタヌーンティーブッフェを堪能できる。家族や友人と

奮って参加を。

Dada Bar + Lounge
Tea Buffet in Wonderland Easter Party

3月27日

Exhibition

日本の魂を感じる奇抜なデザイン
　利益よりもセンスを追い求め、奇抜なデザインでファッション界の異

端児とも称される「EVISU」ブランド。そこから誕生した2016年春夏コレ

クション「EVISU Clan」は、黒生地に白

色でポケットを描いたメンズと、侍と剣

道に的を当てながらもモダンなタッチ

に仕上げた白いドレスに黒でロゴを入

れたウイメンズがあり、期待を裏切ら

ないデザインが魅力。ぜひそのセンス

を確かめてみて。

EVISU Clan
春夏コレクション

アジアの現代美術に触れてみよう
　アジアンアートの芸術家たちの作品を集めた展示会「As i a 

Contemporary Art show」がここ香港に帰ってくる。このイベントでは、

中国人画家の張偉や、香港や台北でも

個展を開いた小松孝英といったアジア

の著名な芸術家たちの作品を実際に

購入することも可能だ。一般公開は25

日から。

Conrad Hotel Hong Kong
8th Asia Contemporary Art show

～3月27日

2/F., The Luxe Manor, 39 Kimberley Rd., TST
15:00~18:00
(852)3763-8778
www.dadalounge.com.hk
大人（12歳以上）：HKD308、2～12歳：HKD178、2歳未満：無料

Grand Hall, Hong Kong Convention & 
Exhibition Centre Grand Hall, 
1 Expo Drive, Wan Chai
20：00～21：00
(852)2629-6240
チケット：www.hkticketing.com
HKD688～HKD1,488

トム・ジョーンズが6年ぶりに来港
　「よくあることさ（It's Not Unusual）」や「恋はメキ・メキ（If I Only Knew）」

などの代表曲を持ち、50年以上のキャリアがあるベテラン歌手トム・

ジョーンズ。75歳ながら、パワフルでダイナミックでソウルフルなパ

フォーマンスは今もなお健在だ。貴重な彼の生歌に酔いしれよう！

Hong Kong Convention & Exhibition Centre Grand Hall
An Evening with Tom Jones Live

4月7日

デビッド・ハッセルホフ氏主催のコンサート
　世界中から観客が集まる「香港セブンス」のキックオフイベントとし

て、デビッド・ハッセルホフ氏主催による、コンサートが開催されること

となった。The Proclaimers、

Björn Againといった実力派

アーティストも参加予定。香

港セブンスに向け、歌って

踊って、盛り上がろう！

香港セブンス
キックオフコンサート

4月6日

Sevens Village, Indian Recreation Club, 63 Caroline Hill Rd., CWB
17:00～23:00
オフィシャルサイト: www.hksevens.com
チケット：www.ticketflap.com/hksevenskickoff
HKD199

Shop 630, Level 6, Times Square, CWB（CWB Times Square店）
3/F., SOGO, CWB（CWB SOGO店）
GW2603, Level 2, Harbour City, TST（TST Harbour City店）
Shop 23, Level 3, Langham Place, Mongkok（Mongkok店）

40-43/F., Conrad Hong Kong, Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
25日：13:00～21:00、26日：13:00～20:00、27日：11:00～18:00
(852)2811-9015
オフィシャルサイト：www.asiacontemporaryart.com/home/main/en
チケット：www.hkticketing.com
HKD220

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

香港/九龍 RGF 香港15K～18K
金融サービス業でのカスタマーサポート。ビジネ
スパートナーや顧客問い合わせ対応、アドミニ、
マネジャーのアシスト等。ビジネス英語要。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

香港/新界 RGF 香港

20K～30K

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/商社 

香港/九龍

18K～25K

日系商社が、経理担当を募集。中国語（北京語
または広東語）準ビジネスレベル以上、1年以上
の会計経験。経理業務一部内省化のための
仕組み作り、会計コンサルティング会社との
やりとり。

RGF 香港サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 18K～20K

エステサロンにて、店舗人材を募集中。エステサ
ロン全般的な業務管理とスタッフ全員の管理、
顧客（日本人/外国人）からの問い合わせに対応、
カウンセリング、施術まで。美容業界未経験の
方も歓迎。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 20K～24K
日系物流企業様にてCS職を募集中。顧客対応、
新規開拓、General Managerのサポート。
2～3年程物流経験があると望ましい。

RGF 香港サービス系/外食・フード 香港/香港島 20K～
海鮮丼専門店が2016年4月に香港で開店。
店舗マネジャーの募集。調理・接客業務全般、
店舗・スタッフマネジメント業務。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険
過去の
経験により
優遇

香港/香港島
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。

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 

22K～25K香港/香港島
外資系金融ブローカーにてBusiness 
Development Executiveを募集中。顧客
対応、アフターセールスのサポート。セミナー
準備の手伝い。英語必須。

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～26K

香港/九龍

日系電子企業にて会計人材の募集。会計業務
全般、決算、売掛・買掛、財務諸表など各種資料・
レポートの作成、日本本社、会計事務所との
連絡、調整、報告。

RGF 香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 20K～30K

香港/九龍

日系大手OA機器メーカーにてAssistant Sales 
Managerを募集。市場調査、リサーチ（中国
及び東南アジア）、本社とのコミュニケー
ション。出張が可能な方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

香港/九龍 20K
大手保険業務代行企業にて、アシスタント職を
募集中。お問い合わせ対応、電話対応、保険業務
のアシスト。2年程の就業経験。カスタマー
サービス経験者優遇。

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香港/香港島

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

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 

20K～23K香港/香港島

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。

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。

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 

応相談

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。

香港/香港島

香港WORKS営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島

15K～25K
(経験年数による)
+コミッション
基本給の1～8%
収益により変動

セールスマネジャー：格安国際電話（ローミング
不要）の新規顧客開拓業務。香港で人脈の
広い方または積極的に商工会等異業種交流
会で人脈ネットワーク広げられる方。

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）/
コンサルタント 

その他アジア 応相談
ヤンゴン勤務！ 公認会計士を募集。日系顧客向
け税務・会計アドバイス、コンサルティング業務
全般。日本国公認会計士或いは米国公認会計
士資格を持つ方。

香港/香港島

25K～35K
x13ヵ月+業績賞
与1～2ヶ月
住宅手当一部
補助検討

香港WORKS営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 

既存フォロー営業多い：日本料理店、日本食品
スーパーへの日本食材のセールス。肉・鮮魚・米・
野菜・酒類・調味料等。語学不問、若手歓迎。
セールス経験。業界経験不問。

香港WORKSサービス系/金融・保険 香港/九龍
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、マネージャーのサポート
全般。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）香港/香港島

Sales Deveropment Manager：欧米系へ
新規開拓できる営業の募集。ターゲットは、欧米
系の電気機器メーカーへの新規開拓。国籍、年
齢、男女問わず、経験と実績重視。

20K～30K
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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/物流・倉庫 香港/新界 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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 25K

営業コーディネーターのとりまとめ業務なら
びに受発注、納期管理、請求書発行など。月1、
2回の中国への出張有。要スタッフマネジメント
経験、コミュニケーションレベルの英語、普通話。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
その他サービス 香港/九龍 30K～50K

管理会計・経理業務。中国拠点とのやりとり、
会計関連とりまとめなど。関連業務経験必須。
CPA保持または同等の知識がある方歓迎。
ビジネスレベルの英語必須および普通話で
きればなお可。

香港/九龍 25K インテリジェンス
香港

電子部品の営業。注文フォローおよび新規
ビジネス開拓。顧客対応および営業レポート
作成など。3年以上の電子部品営業経験および
ビジネスレベルの英語必須。

インテリジェンス
香港15K～23K香港/九龍

物流のスケジュールや見積りなどの顧客対応、
船便の管理。クレーム対応など。少なくとも
1年以上の物流業界での経験および英語また
は普通話力必須。

インテリジェンス
香港30K～50K香港/九龍

業務監査（リスク検証・人軸、金軸などの監査）
を担当。香港・中国複数拠点を管轄し、経営
方針や法規・社内規定などの監査など。関連業務
経験必須。普通話スピーカー優遇。

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/
IT・通信・インターネット・
ゲーム 

22K～24K
日本人向けの問い合わせ対応（メールおよび
チャットサービス）、庶務・通訳・翻訳作業など。
月～金16:30～1:30の夜勤。要英語日常会話
レベル以上。永久もしくは家族ビザホルダー。

香港/香港島

香港/香港島

23K～30K

日本食・業務用食材販売会社より、営業ポジ
ション。野菜・果物・和牛を香港の日本食レス
トランを中心に営業・販売し、日本食を香港に
広める業務。要3～10年の営業経験と日常会話
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 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。

営業・販売系/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 

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

22K～25K香港/九龍

プラスチック製品を中心に、日系顧客と中国工場
との受発注アシスタント。製品によっては担当
として直接の顧客交渉も必要。要ビジネスレベル
の普通話と日本語、コミュニケションレベルの
広東語と英語あれば尚可。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 18K～20K香港/九龍

エステサロンでの業務管理とスタッフ管理。
主に日本・海外の顧客のカウンセリングや施術
も対応。要コミュニケーションレベルの英語。
美容に興味がある方。

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/
金融・保険・投資顧問 ベトナム USD2K

（応相談）

法人向け営業（日系企業担当）。顧客がベトナム
に進出する際や事業拡大させる際に必要な金融
サービス全般を提案。要金融業界での営業経験
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

会計経理・経営管理/
外食・フード 15K～28K香港/新界

日本食卸の企業にて経理ポジション。伝票起票
から月次決算、会計事務所との窓口など。要経理
業務経験（香港勤務歴あれば尚可）、および
コミュニケーションレベル以上の広東語もしく
は普通話。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
建設・建築・内装・住宅関連 ベトナム 20～30

万円程度

住宅系事業拡大のためマネジャー募集。住宅
設計クライアント基準を日本国内で習得した後、
ベトナムスタッフで技術教育、受注管理。要日常
会話レベルの英語。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・機械・
自動車）/メーカー（機械・
電気・電子） 

RMB25K東莞

商品開発。メカ系の設計経験者（出来れば
家電業界経験者ベター）。商品開発経験者の
方で、クリエイティブな発想力や想像力が
あり、商品化できる方。要日常会話レベルの
普通話。

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 30K～35K香港/香港島

2016年夏頃オープン予定の店舗にて店長
職募集。フロア業務を率先し、スタッフへの
サービスマインドの指導が出来る方。複数店舗
展開を見据えエリアマネージャーレベルの経
験と英語日常会話レベル必須。

USD
1.5K～2K

（経験により決定）

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） 26K～香港/新界

経理業務全般。少人数オフィスにて香港人部下
の管理・中国工場との連絡業務など（経理
関連）。香港での会計業務経験および広東語
または英語スキル必須。会計システムをゼロから
構築できる方歓迎。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス

広州

大手セキュリティーサービス企業にてベトナム
全土の日系企業向け営業業務。ＡＥＤ設置の
提案、管理方法やメンテナンスの方法を説明・
設置促進。要営業経験者、コミュニケーション
レベルの英語。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 

RMB
15K～25K

華南地域全域の営業業務。電子部品業界の経
験者歓迎。普通話：業務上支障がないレベル。
（指示が出せる等）

インテリジェンス
深圳東莞生産管理・品質管理・購買/

メーカー（機械・電気・電子） ～RMB28K
品質管理責任者。電子回路の知識・経験が
ある方（家電・産業機器など）。完成品、部品の
品質管理の経験者。OEM工場管理経験者。
語学不問。

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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香港香港香港

　香港でも日本でも、最近は街中のカフェでコーヒー片
手にパソコンを広げて仕事をしているビジネスマンを多
く見かける。カフェもそのような人のためにＰＣ用の電源
を用意するなど、どこも店を一時的な「仕事場」として利用
することについて比較的好意的だ。いつものオフィスでは
ないということで気分を変えて仕事に取り組むことが出来
る為、集中力がアップして仕事がはかどったという経験が
ある人も多いのではないだろうか。ところが、この度レン
タルオフィス会社「Regus Hong Kong」が実施した調査
で、ビジネスマンが通勤や外出などでの移動時、ちょっと
立ち寄ったカフェなどで仕事をすることは多いものの、長
く作業をするには向いていないと考える人が多いことが
わかった。
　調査によると、回答者のうち約6割の人が「カフェは仕
事をするにはあまり快適ではなく、するとしてもメール
チェック位。仕事を始めたとしても集中できるのはせいぜ
い20分程度が限度だ」と答えた。
　そして回答者の半数近くにあたる49％の人が電車やバ
スなどの公共交通機関ではメールチェックのみにとどめ、
41％の人は通勤や移動中ににメールの返信をしない方が
好ましいと答えた。客の出入りが多いカフェや、賑やかな
電車の中では書類のチェックや仕事上の重要な電話をす
るには向いていない環境だと感じる人が多い事が分かる。

　そして回答者のうち39％がオフィスに戻る前、カフェな
どに寄った際にコーヒーを飲みながら取り急ぎ手短に
メールの返信をすると答えた。また、今回得られた回答の
なかで香港人ビジネスマンに焦点を当ててみると、回答
者のうち25％の人は、カフェなどでも仕事上の電話をか
けることがあるが、会議の電話や、業務上重要な事柄を含
む電話をする人はいずれも4％にとどまった。オフィス以
外のいわば開かれた環境は、集中が必要な作業、プライ
バシーや業務上の機密事項を含む仕事をする場所として
は不向きなようだ。
　一方、同じくオフィスの外で仕事が出来る場所として、
空港などに併設されているビジネスラウンジや、企業など
が貸しているレンタルオフィスなどがある。こちらはほぼ
どこでもWi-Fiが完備されていたり、無料で飲み物が飲め
たり、そして何より静かで落ち着いた空間で長時間、集中
して仕事ができる環境にある。実際、香港人回答者のうち
の37％が、仕事をする上でのビジネスラウンジ、レンタル
オフィスの環境に満足していると回答した。しかし、どちら
もカフェに比べ数が少なく、またレンタルオフィスに至っ
ては使用料がかかるというリスクも。
　気軽に利用できるカフェと、より集中して効率的に仕事
が出来るビジネスラウンジやレンタルオフィス。その場に
応じてうまく使い分けることが重要だろう。

ビジネスマンが「仕事場」に求める環境を調査！

カフェは”フリーアドレス”オフィスの
代わりにはならない？
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香港 香港

広東

■「SNS」をマーケティングに活用しているのは3割以上で、「メルマガ」を
上回る

　現在、マーケティング活動や販促活動に活用してい

るネット媒体として、「ホームページ」を挙げた

マーケティング担当者が最も多く

（67.9％）、次いで「SNS」（35.3％）、「メ

ルマガ」（31.7％）、「ブログ」（20.4％）

だった。

■売上拡大を目的に使うSNSは「LINE」、ブランド認知は「Instagram」
　今後、マーケティング活動や販促活動に活用したいSNSとして、最も多

くのマーケティング担当者が挙げたのは「Facebook」（21.7％）だった。 

　また、「販売促進・売上拡大」を狙う場合に使

いたいSNSとして「LINE」を挙げるマーケティン

グ担当者が最も多く（59.1％）、「ブランド・商品な

どの認知度向上」を目的とする場合は「Instagram」を挙げるマーケ

ティング担当者が最も多い（45.5％）という結果にだった。

■Twitter活用企業の4割以上が「ブランド認知向上」に効果を実感
　Twitterをマーケティング活動や販促活動に活用してい

る担当者が実感している効果として、「ブランド・商品な

どの認知度向上」を挙げる人が最も多く（41.3％）、続い

て「情報を拡散できる力が大きいこと」（34.8％）、「ブ

ランド・商品などのファン増」（30.4％）だった。

■活用企業から、最も集客を期待されるFacebook。
　Facebookをマーケティング活動や販促活動に活用する目的として

「集客」を挙げる担当者が最も多かった（51.0％）。日本国内では「集客

アップ」の効果を実際に感じている担当者はその内の約４割だったが、

香港では、Facebookの一般利用人口は比較的多く、大きな集客効果も

期待できる。

【調査の実施概要】
調査名：『SNSプロモーション活用実態調査2016』

）日（日6～）金（日4月3年6102： 間期査調
と種職の」進促売販、グンィテケーマ「で査調前事： 象対査調

　　　　　回答した20代～50代の男女221名

株式会社ジャストシステムは、マーケティングリサーチに関する情報サイト「マーケティング・リサーチ・キャンプ」上で、
日本のサイト利用者および「マーケティング、販売促進担当職」の20代～50代男女を対象に『SNSプロモーション活用
実態』をテーマにアンケートを行った。 

販売販促・売上拡大

 

集客

 

情報提供・情報拡散

 

ブランド・商品等の認知度向上

 「
LIN
E」

う
使
に
的
目
を
大
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売

S
N
S

は                
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香港 香港 広州

香港香港＆広東

住
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ラ・セゾン　 逸濤灣  (Tower 2  中層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 3  高層階)

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK＋S  976sqf（実用742sqf)
（室　内） 家具・家電付き、全海景、日本語BS放送
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、
 日系スーパーAPITAへ徒歩約10分、
 クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD37,000 (管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
H

o
n
g
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o
n
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G
u
a
n
g
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o
n
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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
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK+S 1,532sqf（実用1,129sqf)
 バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、全海景、
 人気のジェットバス付き、円形バスタブ
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、
 日系スーパーAPITAへ徒歩約10分、
 大型クラブハウス完備
（備　考） ペット寛大マンション
（月　額） HKD60,000 (管理費、税金込み) 

（所在地） 太古（タイクー）
（間取り） 2LDK 790sqf（実用614sqf) バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、新内装、山景、日本語BS放送
（環　境） MTR太古駅、AEON近接、クラブハウス完備
（備　考） ペット可マンション
 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD26,500　（管理費、税金込み）

ザ・オーチャーズ　逸華園　(Tower 2  中層階)

ライフ（香港・広東共通）
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深圳

　私たちの身の回りにあるモノは何から出来ている
かご存知だろうか。そう、「素粒子」である。私たち自
身の身体はもちろん、山や川など地球上に存在する
モノすべて、さらには太陽系を含む天体すべてを構
成している。物質を構成する最小単位の粒子である
「素粒子」の秘密を探究することで宇宙創世の謎も解
明できると、これまで幾千人もの研究者たちがその
研究に取り組んできた。
　そんな宇宙の成り立ちの解明に挑んできた研究機
関の1つ、ヨーロッパ合同原子核研究機関、通称
CERN（セルン）は、スイスとフランスの国境地帯にあ
る世界最大規模の素粒子物理学の研究所。世界30カ
国以上からおよそ6,000人の研究者が参加し、日々素
粒子の研究を進めている。同研究所が高エネルギー
の物理実験を目的として開発したのが「大型ハド
ロン衝突型加速器（LHC：Large Hadron Collider）」と
呼ばれる全周約27kmの加速器だ。スイスとフランス
の国境をまたぎ、地下約100mの地点に山手線と同
じ長さの27kmのトンネルが掘られ、その中に真空の
パイプが通されている実験施設では、まだ解明され

ていない素粒子を見つけ出す研究を行っている。実際に数年前には、長年存
在が仮定されながらも発見に至らなかった「ヒッグス粒子」の存在を明らかに
しており、その功績がたたえられた。同粒子についてはその存在を予言してい
た英エディンバラ大学の名誉教授ピーター・ヒッグス氏と、ベルギー・ブリュッ
セル自由大学名誉教授のフランソワ・アングレール氏に2013年自然科学部門
のノーベル賞が贈られており、記憶に残っている方も多いだろう。
　現在香港サイエンスミュージアムで開かれている「Collider: Step inside the 

World’s Greatest Experiment」は、そんな物理学界に多大な影響を与えている
セルンの研究施設や、実験装置「LHC」の構造、素粒子物理学の普遍的な理論
体系となっている「素粒子の標準模型」の説明など、現代物理学の最新の研究
成果を展示する特別展。ダークマターと呼ばれる仮説上の物質、ビッグバンの
解明など、物理学がもたらした成果を学ぶことができる。特に「LHC」で実際に
使われている部品である重さ約2トンの超伝導マグネットの展示は、最新研究
の一端を直に見られるまたとない機会だ。
　特別展の開催は5月25日まで。物理学に興味のある方、最新研究内容に興味
のある方は足を運んでみよう。また子供たちも楽しめるような構成となってい
るので、週末に家族で出かけてみるのもオススメ。その経験が将来の物理学界
を代表する研究者を生むきっかけになるかも！？

Collider: Step inside the World’s Greatest Experiment
（「衝突型加速器コリダー：世界最大級の研究を覗いてみよう」）
期間：5月25日まで
場所：Hong Kong Science Museum, 2 Science Museum Rd., TST East
時間：平日10:00～19:00
　　  土、日、祝日 10:00～21:00
　　  ※木曜日定休
料金：常設展来訪者は無料（常設展料金：一般HKD25、グループHKD17.5）
　　   ミュージアムパス保有者は無料、水曜日無料
電話：(852)2732-3232
ウェブ：http://hk.science.museum/　

物理学研究最大級の特別展
2013年自然科学ノーベル賞
「ヒッグス粒子」を発見した実験装置の解説も！
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　モノを売るときには、お金の支払いがなければモノの引渡
しはしたくないものです。モノを引渡した後、代金を支払わず
に買主が逃げてしまうかもしれないからです。そこでモノの引
渡しと代金の支払の期日が異なると契約に定めた場合を除
き、相手が支払いをしない限リモノの引渡しを拒むことができ
るという制度が認められています（逆にモノの引渡しがない限
り支払いを拒むこともできます）。これを同時履行の抗弁権と
いい、日中双方で認められています（日本の民法第533、中国
の合同法第65条。「合同」は日本語で「契約」の意味です）。
　さらに中国ではこの同時履行の抗弁権を発展させた「不安
の抗弁権」という権利が認められています（合同法第68条）。
これは契約上先に義務（モノの引渡しやお金の支払など）を
履行しなければならない契約当事者が相手方に対して不安
があることを証明した場合、当該義務の履行を拒むことがで
きるというものです。その「不安」とは、（1）経営状況が著しく悪
化した場合、（2）財産を隠しそれによって債務から逃れた場
合、（3）商業上の信用を著しく喪失した場合、（4）その他債務
を履行する能力を喪失、またはその恐れのある事由が存する
場合の４つを指します。
　確かにこのように相手の経済状態に著しい不安を感じる場
合、こちら側としては義務を履行したくはないものです。さらに
中国の不安の抗弁権にはまだ続きがあります。合同法第69条
後段では不安の抗弁権を行使した後、相手が合理的期間内に
履行能力を回復せず、かつ適当な担保も提供しない場合には、
不安の抗弁権を行使した者は契約を解除できるとしています。

　日本以外の国では不安の抗弁権を認める国がありますが
（日本でもいくつかの判例では認めている）、ここまで要件と効
果は広くありません。例えばドイツやフランスでは不安の抗弁
権の要件は相手方の明白な財産の減少です。中国では商業
上の信頼の低下までも要件に加え、さらには契約解除までで
きるとなっています。これは世界にも類を見ない先履行者へ
の特権と見られています。なぜこんな制度が中国にはあるの
か。次回理論から見ていきましょう。（続く）

中
国
法
律
事
情

目
か
ら
鱗
の

〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法ライター、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。
中国法の研究を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。現在、中国政
法大学　博士課程で中国法研究をしつつ、執筆や講演も行っている。
行政書士有資格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師（中国の国家資
格「法律コンサル士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのた
めの中国労働法』（労働調査会）。詳しくは「高橋孝治　中国」でネット
を検索！

不安の抗弁権　その１
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。
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