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銀行名：Mizuho Bank, Ltd. Hong Kong Branch
銀行コード：109
支店コード：547
口座番号：H15-768-299703 (香港ドル口座)
口座名義：KUMAMOTO PREF. FOREIGN TRADE ASS HK REP

※この口座にお寄せ頂いた寄付金は、
　すべて「平成28年熊本地震義援金」に寄付されます。
※各金融機関の振込手数料は各自でご確認下さい。
※義援金は2016年6月24日（金）までにお振り込みください。

＜お問い合わせ先＞
熊本県貿易協会香港事務所
電話：(852)3582-4533
ファックス：(852)3582-4523
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香港・華南地区での人材紹介について

経験豊富な先生と
バランスの取れた園児数

代表取締役：ジェームズ・ユー氏

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

Tutor Time 
International Nursery and Kindergarten
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　車を購入したのはいいけど、この後はどこで面倒を見てもらえばよい
のだろう…、突然車のタイヤがパンクしてしまったら…などの車に関す
る悩みをサポートしてくれる「ZAZEN」。同社の英語・広東語が堪能な日
本人スタッフによるサービスは、細かいところまで行き届いた迅速かつ
丁寧で、日本人のみならず香港在住の外国人利用者からの評判も高い。
また、ガソリン車だけでなくディーゼル車、ハイブリッド車、電気自動車
の修理もできるなど車種を選ばないのも魅力だ。
　車が故障してしまった際のレッカー車の手配＆通訳などのサポート
はもちろんのこと、緊急を要するタイヤのパンクやバッテリー上がり時
も、車を置いて鍵を渡しておけばその日のうちに直して運んでくれると
いう。これなら1日が台無しになることもないだろう。
　

★お客様のコメント★
　私は香港在住12年です。常に中古車を所有しているのですが、信頼のおけるメカを探す
のがいつも問題でした。ZAZENの素晴らしいサービスや接客態度、迅速さ、そして金額は
とても安心できるもので、私のカーライフも一安心です。

（イギリス人男性・メルセデスベンツ CLK320、ホンダ ストリーム）

　FIATに乗っています。窓が閉まらなくなった時も、パンクした時も現場に来てくれまし
た。とても信頼でき、車の事が全くわからなくても安心して乗れます。オススメします！

（フィリピン人女性・FIAT 500）

 うちの車の修理や車検などを見てもらっています。細かい事もちゃんとやってくれ何より信
頼できます。サービスで洗車をしてくれたり、問題を説明してくれたりととにかくありがたい
です。カスタマーサービスが素晴らしいので友達にも紹介しています。絶対がっかりするこ
とはないですよ！

（イギリス人男性・ホンダ クロスロード）

WIRED CAFEの和カフェが尖沙咀K11にオープン！
和食職人プロデュースの美味しい食事とスイーツがいっぱい
　日々、多くの人が行き交うチムサーチョイ（尖沙咀）にあるK11の地下2
階、地下鉄コンコースそばに「Wired Green」がお目見えした。「Wired 
Green」を運営するのは、東京都心部を中心にWIRED CAFE等のカフェを
運営するCAFE COMPANY。「CAFE = Community For Access Everyone」を
合言葉に、カフェを通して様々な人を繋げてきた"Wired"のエッセンスは
そのままに、日本のヘルシーな食を支える野菜やフルーツ、そして抹茶を
イメージさせる"Green"を組み合わせ「Wired Green」と名付けられた。
　店内は広々とスタイリッシュな空間で、昼間はビジネスランチや和カ
フェとして、夜はバリエーション豊かな和食と共に焼酎やお酒も楽しめ
るなど、様々なニーズに対応している。料理も様々なシーンに対応でき
るよう、和食職人監修のもと寿司、刺身、定食、ラーメン、スイーツなど幅
広いラインナップとなっている。
　例えば「おばんざい」（HKD118）は、厳選された9品目の“おばんざい”を
揃えた、お酒好きに是非ともお勧めしたい一品。また〆には、出汁から手
作りしている炊き込みご飯、「だし飯」を。注文を受けてから炊くため40分
ほどかかるが、STAUB社製のココットで提供される「だし飯」は絶品だ。

　ラーメンも専門店に負けない味が自慢だ。香港「MIST」でミシュランの
星を、また東京の「播磨坂もりずみ」でビブグルマンを2年連続で獲得し
たシェフ、森住康二氏監修によるラーメン（正油、塩麹、まぜそば等）は、
豚骨味が主流の香港でその存在感が際立っている。
　カフェメニューも充実している。コーヒー豆は「コーヒーハンター」川
島良彰氏が厳選したものを使用し、抹茶ソフトクリームは、北海道産の
牛乳と日本産の抹茶から製造されたものを使っている。
　ヘルシーな和食と納得のスイーツを味わいに、家族や友人、同僚を
誘って出かけてみてはいかがだろう。

車のことなら「ZAZEN」にお任せ！
迅速かつ丁寧な日本語対応で車検・故障時も安心！

Wired Green
住所：Shop B233, B2/F., K11 Art Mall,
　　  18 Hanoi Rd., TST
　　 （尖沙咀・尖東駅から地下道直結）
電話：(852)3110-6828
フェイスブック：wiredgreenhk

ZAZEN
電話：(852)9379-8105 橋本(日・英・広)　　メール：shizuka.zazen@gmail.com　　ウェブ：zazen.cloud-line.com

香港トピックス
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　沙田（シャーティン）にある香港文化博物館で、印象派を代表するフ
ランスの画家、クロード・モネの絵画展が開催されている。
　今回、会場では、モネの代名詞ともいえる「Water Lilies（睡蓮）」や
「The Breakup of the Ice at Vétheuil（解氷）」など、彼の70年近くに及ぶ
創作活動の中で描かれた多くの作品の中から、フランスにある11の美
術館と個人コレクターから集めたという選りすぐりの17点を展示。
　また、併設のエデュケーションゾーンでは、モネがその生涯の半分を
過ごしたというジベルニーの家と、彼が描いた絵にも度々登場し有名と
なった自宅の周りに広がる庭園や睡蓮の池を、実際のセットと最新映像
技術を駆使して再現している。彼の生活や創作の場がどのようなもので
あったのかを垣間見ることで、作品をより深く理解することができるだろ
う。期間中、場内では鑑賞ツアーやワークショップ、講演など様々なイ

ベントも行われる。世界的名画がわずかHKD20で鑑賞できるという、
アート好きにはたまらない本絵画展。夏といえばプールに海にと、専ら
アウトドア派のあなたも、たまには涼しい屋内で名画の世界にどっぷり
はまってみてはいかが？

大ヒットドキュメンタリーとオーケストラの競演
BBC's Frozen Planet in Concert
　南極と北極の大自然と、そこで生きる生き物達を3年にわたり追い続
けたドキュメンタリー番組「フローズンプラネット」。世界中で放映され、
ファンも多い同番組を、映画音楽の巨匠ジョージフェントンが作曲を担
当し一大音楽作品へと仕上げた。こちらも多くの人の心を奪うコンサー
トとして世界の各地で開催されてきた。
　今回は、地元オーストラリアのクラシック音楽界で注目される若手実
力派コンダクター「ベンジャミンノーシー」を指揮者に迎える。雄大な海
を泳ぐ巨大なクジラ、氷上でダイナミックに遊ぶホッキョクグマ、佇まい
がなんとも愛らしいペンギン達など、ドラマチックに変化し続ける雪と
氷の世界の中で、力強く、そして時に優しく生きる動物達の姿が映し出さ
れた壮大なスケールの映像をバックに、香港フィルハーモニーオーケス
トラが迫力の演奏を届ける。

　テレビの画面で見るだけでは体験できない、映像と音楽のコラボ
レーションから生まれる臨場感は、聴く人全てを極地の世界への「旅」に
連れて行ってくれるだろう。

一度は見ておきたい名画に気軽にふれるチャンス！
クロード・モネ展「The Spirit of Place」

BBC's Frozen Planet in Concert
日時：6月3日、4日 20:00～
場所：香港文化中心音樂廳
料金：HKD480、HKD380、HKD280、HKD180
チケット：https://ticket.urbtix.hk

Claude Monet: The Spirit of Place
日程：開催中  ～7月11日
時間：10:00～18:00（月・水～金）
　　  10:00～19:00（土日祝）
休館日：火曜日
住所：Hong Kong Heritage Museum, 1 Man Lam Rd., Sha Tin
料金：HKD20
ウェブ：www.heritagemuseum.gov.hk
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今週の香港ピックアップ LUNA SEAギタリスト
INORAN来港

8月25日

Pure Veggie House 
ベジタリアン

ベジタリアン点心で中華を満喫！
　仏像が飾られた独特の雰囲気が漂う「Pure Veggie House」では、工夫
を凝らしたさまざまなベジタリアン料理が味わえる。中でもえのきフラ

イやキノコの蒸し餃子の
ほか、海苔で巻いた「豆腐
ロール」をお見逃しなく。
さらに、フカヒレを春雨と
キノコ、豆腐の皮で表現し
たスープは、絶品！ ぜひ味
わってみて。

Hidden Agenda, 2A, Winful Industrial Bldg., 15-17 Tai Yip St., Kwun Tong
オープン19:30／スタート20:30
チケット：先行HKD580／VIPチケットHKD880（撮影会参加券付き）
※チケット販売開始時期未定
http://inoran.org/en

ロマンチックで情熱的な音楽を
　香港フィルハーモニー管弦楽団が、ロシアの魂ともいえる壮大でロ

マンチックなメロディーを奏でる。「ダッタン人の踊り」やショスタコー

ヴィチの「チェロ協奏曲」、シェヘラザー

ドの「アラビアンナイト」という3つの偉

大な物語は、クラシック音楽のなかでも

人気のあるプログラムなので、オーケス

トラ初心者にもオススメ。

1001 Nights: Scheherazade
オーケストラ

5月27、28日

Hidden Agendaにて一夜限定ライブ開催
　「I for You」、「LOVE SONG」などの名曲を次 と々発表した、日本のロックバンドLUNASEAのギ

タリストINORANが、8月25日香港でソロライブを開催する。1997年ソロデビュー当時から常に

自身の音楽理念に向けて疾走するINORAN。2008年初めてソロで来港して以降、今回が既に4

回目の香港公演となる。昨年はLUNA SEA結成25周年ということで、バンドメンバーと共に精

力的にライブを行ってきたが、もちろん彼自身のソロ活動に力を注ぐことも忘れてはいなかっ

たINORAN。2年ぶりのアジアツアーは香港からスタートし、続いて上海と台湾を巡る予定だ。

　さらに今回の香港ライブ公演では、まさかの撮影会参加券付きのVIPチケットが！日本の

大物バンドマンと2ショットできるチャンスは、これが最初で最後かも！ バンドサウンド好き

はぜひお見逃しなく。

ワイン好きは見逃すな！
　「Riesling Weeks」の皮切りとして昨年ワインプリンセスに選ばれたドイ

ツ人のJoin Katharina Fladung氏を迎え、ワインイベントが開催される。当

日は、100を超えるドイツ産ワインと、有

名シェフによる料理が並び、ソムリエ

コーナーも開設。テイスティング用のワ

イングラス1個とワイン購入時の割引券、

HOTEL ICONのダイニングクーポンが付

いたチケットはウェブにて購入可能だ。

第4回Riesling Weeks 
ドイツ産ワインイベント

5月30日

Silverbox Ballroom, Hotel ICON
17 Science Museum Rd., TST East
18:00～22:00
www.ticketflap.com/zh/rieslingweeks
Wine pass：HKD240
Wine and food pass：HKD380

3/F., Coda Plaza, 51 Garden Rd., Mid-Levels
Dim Sum Hours：毎日10:30～16:30 
(852)2525-0552
http://topstandard.com.hk/en/12-english/pvh/20-pvh-home

香港文化センター  コンサートホール
20:00～
www.hkphil.org
HKD480、HKD380、HKD280 、HKD180

記念すべき動画配信第1本目はniji bistroのオムライス
　香港・華南地区初の日本語週刊フリーペーパーのPPWが今週から動画

ニュースを配信開始。尖沙咀にあるniji bistroの厨房に潜入して、手作りの

チキンライスがふわふわの卵にが巻かれてオムライスの姿になっていく

様子を取材。今後もグルメや美容、気になる動画を定期的に配信予定だ。

週刊PPW新聞がWEB版上にて、
動画ニュース配信を開始

公開中

www.pocketpageweekly.com
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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23K

外資系E-Commerce企業にてMarketing 
& Business Development Associate
を募集。E-Commerceマーケティング、SNS
を使用した広告、新規開拓を含む。経験不問、
英語必須。

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

20K～22K
6か月契約の秘書業務。日本人上司への秘書
業務、東京本社との連絡、営業資料の作成、会議
の調整、出張手配、電話・来客対応。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

香港/九龍

15K～18K日系商社にてアシスタントを募集。北京語必須。
顧客対応、本社とのやりとり、アシスタント業務。

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 18K-23K
日系保険ブローカー企業にて、コンサルタント職
の募集。資産運用でお悩みの顧客に対して
コンサルティング、ニーズをとらえた提案業務、
クライアントの資産把握・ポートフォリオ作成。

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 22K-25K
外資系金融ブローカーにてBus iness 
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

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 30K～35K

中国及び東アジア市場の設定産業に関する現状、
今後の調査、分析、情報収集、レポート作成。主に
日系企業とのディスカッション及びプレゼンテー
ション、中国への出張。ビジネスレベルの英語力
必須。金融関連、アナリスト、留学経験者など歓迎。

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 

20K-25K香港/香港島
金融サービス企業にて、ファンドマネジャーの
アシスト業務、レポートの翻訳（英→日）、中国
マーケットの情報収集。

RGF 香港

営業・販売系/商社 20K～25K

香港/香港島

自動車市場における、ブラスチック樹脂販売
営業。自動車部品メーカーに対するプラスチッ
ク樹脂営業販売。プラスチック業界に経験があ
ればベター。プラスチックに関わらず自動車
業界に経験ある方を優遇。中国語必須。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

20K～25K

香港/九龍

大手銀行にて、Senior Officerの募集。中国
市場に関する各種制度、規制に関する情報収集、
調査、レポート作成、日系企業へのアドバイザ
リー業務、中国華南地区、日本への出張。ビジ
ネスレベルの英語必須。ポテンシャル採用。

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）/
商社 

香港/九龍 50K～70K

与信リスク低減に向けた施策立案と実行推進。取引
先の与信状況の把握と更新業務。新規客先との取引
開始に際し、財務分析を中心とする信用調査の実施
と与信枠設定作業。与信管理、取引先の財務分析な
ど調書を通した、営業部門へのサポート業務。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

20K～25K
香港系モバイルアプリケーション企業にて通訳
を募集。通訳内容は中国語から日本語へ。通訳
経験者、北京語、広東語を読める方歓迎。

RGF 香港香港/新界

香港WORKS

香港WORKS香港/九龍

技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード

HKD
35～50/hr
家賃込み香港/香港島

日本の伝統ある老舗高級日本料理（天ぷら・
割烹）レストランが香港上陸。この新店舗での
ヘッドシェフを募集。

技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 18K～20K

レストランマネジャー。レストランでの顧客への
接客。明るく接客ができる方なら経験不問。
シフト制で仕事できる方。

香港WORKS
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

30K～35K×
13ヵ月
＋業績賞与

セールスマネジャー。日本メーカーからの依頼
に対し、中国広東省での生産委託。英語ビジネ
スレベル。広東省での営業経験。中国工場との
生産委託（OEM先工場）やり取り経験。

香港/香港島

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。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。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

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。

香港/九龍 15K～18K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

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。
IIQE合格者尚可。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 30K

OEM、ODMマネジャー。華南地区とアジアへ
出張あり。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 上海

大手投資会社にて、投資業務を担える人材を
募集。不動産、金融案件を軸に幅広い業務を
担当予定。案件ベースでM＆A業務にも参画。
日本語＆北京語ビジネスレベル以上、金融機関
での投融資経験を持つ方。※上海勤務

80K～100K
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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/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界 20K～25K

香港にて絶賛拡大中の日本食小売企業より、
商品開発ポジションの募集。日本の食品メー
カーと連携し、メニュー企画・開発。要食品
メーカーでの商品開発経験、ビジネスレベル
の英語。

香港WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

深圳 23Kx13ヵ月
ガラス及びガラス製品の製造、加工、販売及び
輸出入。光学機器、精密機器、自動制御機器、
通信機器、理化学機器。営業マネジャー。ガラ
ス加工品の営業及びアフターサービス。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

華南地域（香港を含む）における自動車関連の
査定業務。華南への出張多（週1～2回）。ライ
センス取得の調査や現地スタッフの雇用・研修
も含む。要ビジネスレベルの日本語と英語、
保険業界での勤務経験。

インテリジェンス
香港25K～28K香港/香港島

アメリカに本社を置く、通信会社でのカスタ
マーサービス業務。日系企業をメインに問い合
わせ対応や各部署と連携して課題解決など。
要ビジネスレベルの英語。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

インテリジェンス
香港30K～35K香港/香港島

金融機関の調査部にてリサーチ業務。担当セ
クターの顧客訪問・ヒアリングおよびレポート
発信業務。必須要件は、１）市場リサーチ・アナ
リストまたは財務分析経験。２）流暢な英語力。
３）大卒。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 17K～20Kセールスアシスタント、顧客管理、カスタマー
サポート、カスタマー調査。

香港/九龍

香港/九龍

18K～20K
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-コマーズショッピング~配送までの対応
メール対応が多い。

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

HKD
85～110/hr香港/香港島

派遣スタッフ募集。プレゼン資料作成、エクセル
でのデータ処理等の事務業務など。月～金、
1ヶ月の短期派遣（その後延長の可能性有）。
要PCスキル、ビジネスレベルの英語。永久、ま
たは家族ビザを持つ方。

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・投資顧問 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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・投資顧問 

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

25K～35K香港/香港島
特許権のある食品関連商品の販売、BtoB。
要3～10年の営業経験、ビジネスレベルの
英語（特に書類確認スキル）。

営業・販売系/
その他サービス

インテリジェンス
香港

サービス系/
その他サービス 16K～21K香港/九龍

日本からの観光客向けに、サービスカウン
ターでの顧客対応業務。香港の情報案内や
サービス加盟店利用予約など。ブログの更新・
販促ツールの作成。日常会話レベルの広東語
または普通話、日本での就労経験必須。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州 RMB

10K～25K

日系大手企業でITインフラ営業。新規開拓営業
及び既存顧客のフォロー業務。経験不問。積極
的で、提案能力のある方。営業経験・IT業界の
経験ある方歓迎。語学力：普通話又は英語で
社内交流できる程度。

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）

40K深圳

オーディオメーカーよりプロジェクトマネ
ジャー募集。深圳工場にてプロジェクト開発
チームを統率。設計検証・安全推奨・信頼性テ
ストプランの実施など。要関連知識と経験、英語
必須、普通話あれば尚可。

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

18K～20K
x13ヵ月香港/九龍

インドアセールス（兼セールスアシスタント業務）。
日本向け顧客の営業窓口、受発注処理、問い
合わせ対応、出荷（納期）管理、書類作成等。

RMB
20K～25K

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

生産技術。語学不問、電気、電子工学、機械系
卒業、5年前後の生産技術部門の経験（製造の
アッセンブリ、組み立て経験）。

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（食品・
日用品・アパレル） 

香港/九龍 ～20K
大手メーカーより、総務ポジション。契約書作
成、日本本社との連絡、MDの秘書業務など。
語学：日本語（ビジネスレベル）、英語・普通話
（コミュニケーションレベル）。

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/九龍 30K～50K

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

営業・販売系/
専門商社・総合商社 20K～50K香港/九龍

管理および営業マネジメント職の募集。新規ビ
ジネスの開拓・提案（新規商材の開拓など）、
華南地域への出張あり。要10年以上の営業
経験とビジネスレベルの普通話または英語。
即就業可能なビザを持つ方。

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） 40K～50K香港/九龍

副総経理ポジション。売り上げ管理、予算管理、
会計業務、会計専任スタッフのマネジメント。
銀行とのやり取り、与信管理など。香港会計
知識必須、決算書の作成、L/Cが出来る方。

インテリジェンス
香港香港/九龍

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）

18K
日本の営業所からの問い合わせ対応業務全般。
サプライヤー探しから受発注、生産管理業務
まで対応していただく。普通話必須。

インテリジェンス
香港香港/新界

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～30K
日系食品小売業から購買マネジャー募集。
メニューに沿い、原価計算をしながら該当する
食品メーカーからの購買業務。要食品購買経験

インテリジェンス
深圳東莞

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港＆広東 香港

住所：905-906, 9/F., Tesbury Centre, 
　　  28 Queen's Rd. East, Wan Chai
電話：(852)2152-1160
メール： info@findasia.com.hk
ウェブ：www.findasia.com.hk

Find Asia Limitedが提供する
香港・華南地区での人材紹介について

「
グ
ロ
ー
バ
ル
採
用
」、「
新
卒
採
用（
香
港
内
）」、「
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ・
ス
タ
デ
ィ
ツ
ア
ー
」、「
人
材
紹
介（
香
港
）」な
ど
の

人
材
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
るFind Asia Lim

ited

。

企
業
か
ら
も
求
職
者
か
ら
も
、各
々
の
ゴ
ー
ル
に
合
っ
た
親
身
な
対
応
に
定
評
が
あ
る
。

人
材
を
募
集
し
た
い
企
業
側
か
ら
す
る
と
、

「
ス
タ
ッ
フ
の
募
集
を
か
け
た
い
が
、数
あ
る
人
材
会
社
の
中
か
ら
ど
こ
を
選
ん
だ
ら
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
」、

「
採
用
だ
け
で
な
く
、ま
ず
は
進
出
に
つ
い
て
の
相
談
に
も
乗
っ
て
も
ら
い
た
い
」と
い
う
悩
み
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
回
は
、同
社
が
手
掛
け
る
香
港
内
で
の
人
材
紹
介
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
し
よ
う
。

その他、同社では「RPO」（Recruit Process 
Outsourcing）も行っている。RPOとは簡単
にいうと、人事部の代理だ。採用活動を行
いたいが忙しくて時間を割けない等の諸
事情で企業の人事部が動けない場合、書
類選考から面接、採用までを同社が代行
して担当する。前述の悩みを抱えている企
業はぜひ相談してみてはいかがだろうか。

　将来的にグローバル展開や上場などを目指している企業が必要とする
人材は、会計等のポストや、上場に関する専門的知識と経験を持った人間
だ。同社では、雇用側の未来像をとことんヒアリングしたうえで、どのような
人材を選んだらうまく軌道に乗るかを判断し、適切な人材を紹介している。
〈実 例〉
　上場に向けて社内の体制を強化すべく、内部統制に詳しい経験者を
求めていたC社（食品）に対し人材を紹介し、採用に至った。C社へは人材
紹介だけでなく、マーケティングのアドバイスなども行った。採用だけに
フォーカスするのではなく、他に気づいた点があれば提案する等、プラス
アルファのきめ細やかな対応で喜ばれた。

今後香港で展開を広げていきたい企業、上場したい企業、
中国への展開も視野に入れている企業に対して❷

　Find Asia では、人材紹介はもちろんのこと、会社立ち上げ関連全般の
相談にも乗っている。香港初心者にとってハードルが高い法律や会計関
連の諸業務についてもアドバイスを行っており、いわばコンサルタント
的な役割も果たしている。
〈実 例〉
　会社の立ち上げに携わった経験があり、日本語が話せ、人事、会計、総務
の全般業務ができる香港人スタッフを求めていたA社（商社）に対して、会
社進出関連のアドバイスを3~4ヶ月行い、オフィスマネジャー（香港人）を
紹介。採用に至った。
　また、日本語は不要だが会社設立等に関する知識を持った香港人ス
タッフを探していたB社（持ち株会社）に対しては、会社設立等に関する
コンサルも含めて3~4ヶ月相談に乗り、社長秘書（香港人）を紹介。採用
に至った。

これから新規立ち上げをする企業や
香港に進出したばかりの企業に対して❶

　東南アジア諸国へ進出するにあたり組織の再編成が必要な企業の組
織づくりをサポートしている。人員削減後に、新しく優秀な人材を募集し
たいという企業にもぴったりだ。

❸華南地区の企業に対して

スタッフの皆さん

「China plus one」
と言われて10年程
になるが、「これか
らの時代は『Next 
China is China』」。
同社の代表取締役
ジェームズ・ユー氏
はそう語る。中国
が世界に及ぼす影
響は大きく、その
存在は無視できな
いものとなってき
ている。10年後、20年後、そのまた先も成長し
続ける企業を作るには、中国、世界を視野にい
れた人材選びが欠かせない。自社の将来を大
きく左右する人材選び。困ったことがあったら、
一人で悩まず、まずは同社へ相談してみよう。

代表取締役：
ジェームズ・ユー氏

Find
Asia
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香港＆深圳

　IT サービスの仕事で華南地区を忙しく走り回ってい
る著者です。先日、シリコンバレーのトップ IT 企業で勤
務するエンジニアとディスカッションする機会がありま
した。彼曰く、かの地の IT 関連企業で働く人々の大半が
SNS 依存症に陥っていると嘆いていました。何をするに
もSNSでの会話で完結するのは人間としてどうか。そん
な事のために先進 IT 技術は生み出されたのか、と真剣
に悩んでいるようでした。確かに、今では本当に IT が生
活の一部となり、何をするにもSNSを使うという方は非
常に多くなったように見受けられます。クリスマスや新
年のお祝いメッセージ、友達の誕生日、親戚に子供が生
まれた時、そして恋愛の別れ話まで SNSでのメッセー
ジで済ますという方が増えているそうです。SNS が仕事
を変えるだけでなく人間そのものを変えてしまい、今後
それが大きな社会問題になるとまで断言していました。
　以前、当コラムでWeChat などの SNSを仕事上のコ
ミュニケーションにも活かしましょうと書いたこともあり
ますが、実際に自社のスタッフや顧客企業の社員の
方々が本当に SNSを仕事に活かしているのかどうか最
近疑問に思うようになりました。先日の話です。社内で
「○○の案件、どうなった？」と尋ねたところ、「今お客様
からの回答待ちです。」との返答でした。てっきりEメー
ルの返信待ちだと思っていましたが、実はWeChat 上
での会話中とのこと。つまり、電話をすれば 1・2 分で
終わる会話を、WeChat などの SNS のチャット機能を
使って数十分もしているわけです。これではとても効率
が良いとは思えませんね。しまいには、とにかく今スグ
電話で先方に問い合わせてくれ、と頼む結果となりまし

た。現代の知的ワーカー（つまり、オフィス勤務のスタッ
フ）は仕事中も常時 SNS に繋がった状態だと思います。
知人・友人・家族からひっきりなしに会話が飛んでく
る中で仕事を継続しているわけです。それらチャットの
一部で取引先などの担当者とも「ついでに仕事関連の
会話」をしているのが現状ではないでしょうか。そして、
SNSを使うことに慣れてしまっているので、今更電話で
連絡しろといわれても違和感を覚えてしまうほどです。
　企業が業務に ITを導入する理由は、①経費の節約に
つながる、②時間の節約につながる、③迅速で的確な
現状把握ができる、④様々な記録をデータで残せる、く
らいではないでしょうか。SNSを使って業務の効率が落
ちるのであれば即やめるべきだと思います。SNS自体
が悪いと言っているわけではありません。その使い方を
見直したらどうか、という話です。SNS は一度に複数の
相手にメッセージやデータを送る機能がありますので、
うまく使えば仕事の効率 UP につながる大変素晴らし
いツールです。それに基本的にモバイル端末から発信・
受信するために作られていますので、オフィス内に限ら
ず、出先のどこからでも利用できるのが何よりのメリッ
トです。
　そんな素晴らしい SNSですが、元々数分でできる作
業をわざわざ SNSを使って時間をかけるのは如何なも
のでしょうか。実際に SNSを開発している側の知人と話
しながら、SNS の業務活用について考えた一日でした。

　　　　　　　　　　　　 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

【SNSへの過度の依存には要注意】

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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香港

日経電子版のメールサービスを利用されているそうですね。
　日本で社会人になったばかりの頃は、通勤時間を使って紙
媒体を読んでいました。当時、会社で周りのおじさま方が日経
新聞の「私の履歴書」などの連載が大好きで、普段からよく話
に出てくるんですよね。で、その話についていかないと、とい
うこともあって全体をまんべんなくさーっと読む感じでした。
でも海外に出るようになった今は、電子版を読んでいます。
更にその「入り口」として、何処でも情報が得られるようにと、
メールサービスに登録して利用しているんです。普段、時間に
追われてなかなかまとまって紙面を読む時間が取れないこと
も多いので、経済のことから地震などの自然災害のことまで、
あらゆるジャンルの情報をメール配信してくれるのはとても
助かります。仕事中や移動中にちょっと時間ができた時なん
かにチェックできるので。
　特に速報メールは文字数もできるだけ少なく簡潔に書か

れていて、パッと見やすいしと
てもいいですね。そこから気に
なる記事を更に電子版でしっ
かり読む、というのが日常の流
れになっています。

いち早く信頼の情報が得ら
れるのが日経を選ばれてい
る理由だそうですね。
　はい、少し前の話になりま
すが、一昨年の雨傘革命の時
のことです。あの時は私の行動
範囲が職場だったPMQとその
近くに借りていた自宅との往
復だけという位、仕事に時間
を割いていた時期だったの
で、「オキュパイセントラル」と
いうものの、同じ中環での出来

事なのに自分の今いるところが安全なのかも含めて、詳しい
ことが全く分からなかったんです。ですが、日経さんは速報で
デモについての正確な情報を度々発信し続けてくれていた
ので、状況が分かって安心したのを覚えています。

普段、どのような記事をチェックされていますか。
　やはり、まず仕事をする上で為替は毎日チェックしていま
す。あとは、５年前に香港にきてから新たにリテール業に携
わる事になって、しかもアジアのマーケットは初めてと言う事
もあったので、香港や中国の経済の状況などの記事もよく読
むようになりましたね。その他には、仕事にも関わりますが、
個人的な興味も含めて不動産の情報が載っていたりすると
結構チェックしてしまいます。２度の留学でお世話になった
イギリスでは、特に2000年ごろ、今より景気がよかったこと
もあって、多くの人が不動産を購入し、インテリアデザインを
有名な建築家やデザイナーに依頼して自分の好みに仕上げ
る。というのが1つの流れというか、ステイタスになっていた
時代があったんです。その影響でしょうか、私もいつか自分で
購入できるようなタイミングが来たらいいなぁ、なんて夢を
思い描いて楽しみながら読んでいます。

好きな連載記事などはありますか。
　好き、というか、やはりメインの記事以外だと、日本でのOL
時代、周りのおじさま方にも人気だった「私の履歴書」でしょ
うか。みなさん、ご自身の半生をかなり深堀して書かれてい
て面白いですよね、人気の理由がとてもよく分かります。なか
でも、瀬戸内寂聴さんやシンガポールのリー・クアンユー
さんの記事は印象に残っていますね。寂聴さんの波乱万丈
の人生は同じ女性としてとても興味深かったですし、リー
さんの時は、記事を読んで初めて彼がイギリスに留学されて
いていたことを知って、「やっぱりイギリスに行くんだなー」
なんて、自分の経歴とかぶるところがあるので勝手に身近に
感じていたりしていました（笑）。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　おかげさまで今年は5年目の節目になります。感謝でござ
います。様々な業界の方とご縁を紡ぐ事が出来まして、大変
光栄に思っています。
　現在、活動のベースとさせて頂いております香港は、法的
にも守られ、そして国際色も豊か。そんな恵まれた環境の中
で、日々、新しいご縁が生まれています。
　今後の事業といたしましては、"EAST MEET WEST"をコン
セプトに、日本の誇る文化、美術、伝統、デザインを、香港を
含むアジア諸国や欧米までをイメージし、より広く海外の皆
様にご紹介して参りたいと考えております。
　現在は新潟県燕三条のご縁で何世代にも渡り受け継がれ
て来た工芸性の高い商材や宮城県仙台箪笥など伝統産業に
力を入れたビジネスを展開しています。今後はアーティストの
プロデュースや学びの分野での橋渡し等も行って参ります。設
計事業に関してはレジデンスやホテルなどのコンサルティン
グなどが可能ですので、まずはお気軽にご連絡いただき、ご一
緒に右上がりのスパイラルに展開する方法を考えましょう。

日経新聞国際版をどのように利用されていますか。
　私のメインの情報ソースは、スマホの中のTwitterや
ニュースキュレーションアプリです。特にTwitterでは、自分の
興味ある分野に関係の深い海外通信社や著名記者をfollow
しているので、相当マニアックな情報も受動的に、なおかつ
リアルタイムで取得できています。でも、それだとやはり情報
が偏ってしまうような気がしています。ただでさえ、海外在住
で日本から距離的に離れていることもあるので日経新聞を
通じて、多分野のニュースを広く浅く目にする機会を意図的
に作るようにしています。
　それから、香港・中国も含め、グローバルなニュースが日
本でどのように伝えられているか知ることができるというの
も日経新聞国際版を購読する大きな理由の一つとなってい
ます。香港は人口700万人の小さな都市ですが、日経新聞で
取り上げられる機会が想定以上に多いと感じています。最近
だと、香港と中国本土の関係性や、それに伴う香港企業の反
応など、とりわけ長江グループの脱中国戦略に関してバイア
スの無い日本人記者によって特集された記事などが日本語
で読めるというのは非常にありがたいです。

普段の購読パターンを教えてください。
　紙媒体は、毎朝出社後一番で10分くらいでざっと目を通
します。1面記事から総合、政治、経済、国際、アジアBizから
企業面までひととおり見出しにくまなく目を通し、気になる記
事のみピックアップして熟読します。電子版は、もっぱら連
載・コラム記事の閲覧のみに活用しています。あらかじめ
「Myニュース」にストックされた連載・コラムのなかから、面
白そうな記事をピックアップしています。比較的読み応えの
ある記事が多いので仕事の昼休みや休みの日などのまと
まった時間にじっくり読んでいます。タブレット端末・パソ
コン・スマホなどから、好きな時に気軽にアクセスできるのが
いいですね。

紙媒体でよく読まれるのはどんな記事でしょうか。
　総合面を熟読することが多いような気がします。弊社のよ
うな通信関係の会社は景気変動に左右されにくい業界とい
われていますが、それでもグローバルな景気動向や為替の

動向などは気になります。特に2、3面の総合面では複雑な経
済の因果関係について分かりやすく解説してあるので非常
に勉強になります。あとは、やはり仕事がら通信やインター
ネット関連の記事には目がいきますね。

電子版でお好きな連載コラム記事などはありますか。
　豊島逸夫さんのコラム「金のつぶやき」が好きです。豊島
さんは有名なエコノミストで、マーケットの情報が独自の視
点で描かれていて非常に勉強になります。あとは、携帯業界
で有名ジャーナリストが連載する「モバイルの達人」で面白
そうなタイトルがついた記事はたまに読みます。例えば、毎
年バルセロナで行われているモバイル業界の展示会などの
現場に出向かれて記事にされているので、自分もモバイル業
界に携わる者の1人として、情報収集にもなっています。

貴社の事業について教えていください。
　ハチソンテレコム香港は、李嘉誠主席率いる長江グルー
プの一員として、香港市場に上場する持株会社で、「3香港」
のブランド名でモバイル事業を、「HGC」のブランド名で国際
中継網やブロードバンド等の固定事業を展開しています。特
に3香港のモバイル事業では、4G LTE NWで高音質な
VoLTE通話の提供を可能とする他、昨年から4G LTE 
Advanced NWの導入により、下り最大225Mbpsの高速デー
タ通信の提供を可能としています。モバイルNWによる万全
のエリアカバレッジに加え、香港国内17,000箇所のWi-fi 
ホットスポットによる補完エリアを兼ね備え、香港、マカオで
320万人のお客様から支持されています。

ＰＰＷ読者へのメッセージ
　香港での携帯電話のことなら、契約から帰国時の解約ま
で経験豊富な日本人スタッフがフルサポートいたします。香
港に来たばかりで契約に必要な書類が揃わない場合も、3香
港ジャパンデスクでは柔軟に対応が可能です。また、日本へ
の国際電話「100分無料プラン」などもご用意しております
が、特別プランにつき店頭での取り扱いがございませんの
で、ご興味のある方はお気軽に3香港ジャパンデスクまでご
相談下さい。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

情報収集はあくまでスマートに。
でも確実に受け取りたい！

メールサービスを最大限に活用して
まず「速報」からチェック

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

JG INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED
住所：20/F., Central Tower, 28 Queen's Rd. Central, Hong Kong
電話：(852)9867-0415
ウェブ：www.livingbydesign.jp
メール：info@livingbydesign.jp

香港で活躍する日本人の方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・電子版」。
今回は、香港を拠点に世界を飛び回りご活躍されている、源波淳子さんに、

ニュースや記事がご自身の仕事や生活にどのような影響を与えているのかを伺った。

JG INTERNATIONAL CONSULTING LIMITED
Director
源波淳子（げんなみ じゅんこ）さん
　日本の企業でファッションデザイナーやインテリアコー
ディネーターとして働いた後、1999年、イギリスへ留学。語
学とインテリアを学び、2003年10月にはウェールズ大学に
てマスターオブアートを取得、同大学院を卒業。日本に戻っ
た後はインテリアデザイナーとして主にホテルなどの空間
を手掛ながら、インテリアセミナーやワークショップの開
催、またイギリスのカーテンタッセルブランドのエージェン
トとして同社の製品を日本国内に紹介するなど、精力的に
活動する。２度目のイギリス留学にてビジネス的な視点で
インテリアを学び起業を目指し、当時の恩師の勧めで2011
年11月より来港。香港では中環（セントラル）にあるPMQ内
にて日本デザイン振興会（JDP）がオープンしたグッドデザ
イン賞としての海外一号店「GOOD DESIGN STORE」の立ち
上げと運営に携わるなど、活躍の場を広げている。

ビジネス（香港・広東共通）
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壹栈公寓(Habitat One Apartment)

幸福万象(xingfuwanxiang)

深圳

壹棠公寓サービスアパートメント

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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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） 深圳市南山区工业八路西侧
（間取り） 1DK～3LDK（45㎡～80㎡）　
（室　内） 現在、家具・家電なし(エアコン付き）
（環　境） 蛇口花園城ショッピングモール
 （ウォルマート）徒歩10分
（備　考） 特選、新築物件！1ＤＫ～3LDKまで様々なタイプあり。

高台にそびえる高層マンション。静かな住環境、眺望抜
群。日本人学校へ徒歩10分。香港・マカオへも便利（蛇
口フェリー、深圳湾口岸）。管理・セキュリティー良好。

（月　額） 4,500元～8,000元

（所在地）　深圳市羅湖区和平路
（間取り） 2DK（49㎡～63㎡）　
（室　内） 全家具家電・食器等完備（新内装）
（環　境） 地下鉄1号線（羅湖）徒歩13分
（備　考） 希少、羅湖の新築物件（メゾネットタイプ）。新内装、

家具家電新品。眺望抜群、香港の景色が広がります。
静かな住環境・日当たり良好。買い物便利、徒歩圏内
にショッピングモールあり。家賃がお値打ち！

（月　額） 6,000元～8,000元

（所在地） 深圳市南山区工业八路西侧
（間取り） 2LDK（71㎡、88㎡、93㎡) 3LDK(110㎡）　
（室　内） 全家具家電・食器等完備（新内装）
（環　境） 蛇口花園城ショッピングモール（ウォルマート）徒歩10分
（備　考） 管理費・税金・光熱費・インターネット・朝食・ジム利用等込み。室内クリーニン

グ・タオル交換・シーツ交換。レストラン（朝食）・ジム・図書館・コンビニ（24ｈ）
も充実。ラウンジ・ビジネスセンター・コインランドリーあり。24時間セキュリ
ティーサービス。日本人学校へも徒歩すぐ、スーパー敷地内にオープン。緑も多
く静かな住環境。管理事務所スタッフも大変親切。2016年6月から募集開始。

（月　額） 2LＤＫ：16,000元　3LDK：22,000元

ライフ（香港・広東共通）

12 Pocket Page Weekly 20 May 2016 No. 540
B


	P01 Cover 540
	P02 Topics HK_540
	P03 Topics HK_540
	P04 Pick up_540L
	P05 Kowloon Harbourfront HotelAD_540
	P06 Job Search_540L
	P07 Job Search_540R
	P08 Business FA_540
	P09 AD_540
	P10 Business_Terastar_540R
	P11 NIKKEI_540
	P12 Property NAVE_540

