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※18～19ページのどこかに佐藤製薬のマスコット、サトちゃんがかくれているゾウ！

佐藤製薬
日本創業100周年、

香港創業40周年特別企画
「サトちゃんを探せ」2年ぶりに復活！
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　1966年に創立された日本のマスクプレイ劇団「飛行船」の香港公演
がついに7月に開幕を迎える。日本を拠点に活動し、これまで3,000万人
以上の観客を魅了してきた同劇団は「幼い胸に美しい夢と感動を!」を
モットーに数々の海外公演をこなしてきた。演目は日本語で行われ、中
国語と英語の字幕がつくため、日本語を母語とする子ども達に分かりや
すいのが特徴だ。
　今回のプログラムは世界的に有名な童話「オズの魔法使い」。ドロ
シーは遠い世界に想いを馳せる夢溢れる女の子。ある日突然、愛犬のト
トとともに家ごと巨大な竜巻にさらわれ、見知らぬ地に降り立ってしま
う。家に戻る助けを得るためエメラルドシティにいる大魔法使いオズを
尋ねる旅に出るドロシーは、旅の途中で脳みそが欲しいカカシ、心が欲
しいキコリ、勇気が欲しいライオンに出会い、ともにオズに願いを聞い
てもらうためエメラルドシティを目指す。しかし実は魔法使いオズには
大きな秘密があって―。

　「白雪姫と7人の小人」、「ピーターパン」に続く今回の香港公演。前作
の2作品は発売と同時にチケットが売り切れるなど大変な人気を見せて
いる。チケットは現在ウェブで発売中! この機会をぜひお見逃しなく。

熱き戦いをその目に焼き付けよう！
ドラゴンボートレース今年も開催決定!!
　端午節を祝って開催されるドラゴンボートカーニバルが今年もやってく
る! カーニバル最大の目玉の「CCB（アジア）香港国際ドラゴンボートレー
ス」は今年で40周年を迎える世界的名門ドラゴンボートレース。今年は香
港から約100チーム、世界15カ国・地域から35チームが参加し優勝を巡っ
てレースを繰り広げる。ボートレースは、今から2,300年前、中国の春秋戦
国時代に楚（そ）の国で活躍した政治家、そして詩人の屈原（くつげん）が、
計略に巻き込まれ揚子江で入水自殺をしたことに起源を発すると言われ
ている。彼を愛した民衆は悲しみ、せめて彼の遺体が魚に食べられボロボ
ロにならないよう、船の櫂で水面を叩き、魚の餌になる粽（ちまき）を川に
投げ入れたことが今日の端午節の祭りに繋がっているとされている。
　会場となるハーバーフロントでは、観客が楽しめる「サンミゲル・ビ
アーフェスタ」、子ども連れの家族も楽しめる「ファミリー・ゾーン」が用意
され、ボートレースの熱き戦いを盛り上げる。ビアフェスタでは音楽演奏
やゲームなど来場者がビール片手に楽しめるコンテンツを用意してい
るほか、ファミリーゾーンでは空気を入れた巨大なボートや、フェイスペ

インティングなどのコーナーが用意されているのでぜひ家族揃って足を
運んでみよう。
　優勝トロフィーを巡って熾烈な争いを展開するボートレースは香港の
祭りの中でもダントツの迫力! ぜひ今年は会場へ足を運んでその熱気に
触れよう！

ドラゴンボート・カーニバル
ウェブ：www.discoverhongkong.com/jp

■CCB（アジア）香港国際ドラゴンボートレース
日時：6月10日12:00～17:30
　　 6月11日、12日8:30～17:30
■サンミゲル・ビアーフェスタ
日時：6月10、11日 11:00～22:30
　　 6月12日 11:00～21:30
場所：セントラルハーバーフロントイベントスペース
料金：無料

歌と踊りとアクロバットを駆使した子ども向け舞台
五感に触れるパフォーマンスで創造力を養おう

International Arts Carnival：オズの魔法使い
住所：Hong Kong Culture Centre Grand Theatre, 
 　　10 Salisbury Rd., TST
日時：7月8日 19:30
　　  7月9日 15:00、19:30
　　  7月10日 15:00
言語：日本語（中国語と英語の字幕付き）
対象：3歳以上の子ども
演目時間：1時間50分（15分の休憩あり）
料金：HKD380、HKD300、HKD220、HKD140（見切り席）
ウェブ：www.hkiac.gov.hk

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

ONWARD
プライベートセール

6月10日、11日

ベジタリアン飲茶
素之樂（Vegelink）

野菜、豆腐、キノコベースの点心！
　ベジタリアン向けの飲茶をお探しの方は北角の「素之樂（Vegelink）」
に足を運んでみよう。豆腐やジャガイモ、マッシュルームを肉の代わりに

した点心はどれも食べ応えがあ
り、かつ健康的! ベジタリアン用
の寿司や広東料理も提供中だ。

Flat E, 11/F., Southeast Industrial Bldg., 611-619 Castle Peak Rd., Tsuen Wan
（WELLCOMEの向かい側）
荃灣駅発ミニバス：96Ａ、96Ｂ、96Ｃ、96Ｍ→麗城花園で下車
バス：34、34Ｍ、48Ｘ、53、234Ｂ、234Ｘ、934→麗城花園で下車
地下鉄利用の場合、荃灣西駅のＢ出口を出て、海興路に沿って徒歩15分程
10日（金） 11:00～19:00、11日（土） 11:00～18:00

このブラックユーモアについて行けるか!?
　ブラックユーモア満載の6コマ漫画を手掛けるJoan Cornellàのプレミ

ア個展が開催される。Cornellà氏はバルセロナ出身の漫画家兼イラスト

レーターで、時にグロテスクなテーマをあつ

かいつつも、鮮やかで美しいアート作品を制

作している。今回の個展ではCornellà氏本人

も会場に訪れる予定。

イラストレーター
Joan Cornellà個展

6月17日～26日

最大90%OFF！ 大人気ブランドのプライベートセール
　6月10日（金）、11日（土）にオンワード樫山の「プライベートセール」が荃灣（チュン

ワン）で開催される。女性用の洋服・バッグ・シューズ、2万点以上が最大90%OFF。取り扱

いブランドは、フェミニンでベーシックな「anySiS」、カジュアルスタイルの「Dip Drops」、

スタイリッシュでエレガントな「ICB」、ガーリーとカジュアルがMIXした「KIKKA」、トレンド

を取り入れた女性らしいスタイルの「rosebullet」など、幅広い年代を網羅した魅力的な

ラインナップ。支払いは、現金、EPS、クレジットカード（AE,JCB,MASTER,VISAのみ）が可

能。ショッピングバッグは1枚0.5HKDと有料なので、大きめのエコバックを持参しよう。

年に1度の大チャンス。この機会をお見逃しなく！

音楽好きのためのワインイベント
　音楽とワインをコージーな雰囲気の中楽しむイベント「Wine Music 

Jam」で心地よい時間を過ごしてみては？ 香港の夏にぴったりのドイツ

とイタリア産ワインが用意されるほか、事前に登録すれば演奏者として

舞台に立つことも可能だ。チケットは現在ウェブで好評発売中!

ワイン＆ミュージックイベント
Wine Music Jam

6月25日

Orange Peel Music Lounge
Flat A-C, 2/F, Ho Lee Commercial Bldg., 
38-44 D’Aguilar St., Central
15:00～20:00
www.ticketflap.com/winemusicjam
前売り（6月18日まで販売）：HKD65
6月18日以降、および当日券：HKD80
※料金にはワイン1杯分のテイスティングを含みます。

Suite 108, 1/F., Foo Yet Kai Commercial Centre, 
56 Java Rd., North Point
飲茶提供時間：月～土 12:00～14:30、日・祝日 11:00～15:00
(852)2807-1130
www.vegelink.com/en/cuisine/cuisine

Connecting Space Hong Kong, 
G/F., Wah Kin Mansion, 
18-20 Fort St., North Point
10:00～22:00
HKD50
（チケットは現在Zoo Record、White Noise Records、The Globeで発売中）

The Hong Kong Jockey Club Amphitheatre, 
1 Gloucester Rd., Wan Chai
6月17日：17:00、19:30
　  18日：10:30、14:00、16:30
　  19日：10:30、14:00、16:30
www.hkticketing.com/events/WCMISTE0616
プレイマットゾーン：HKD535
スタンダード席：HKD435、HKD385、HKD335、HKD225（車椅子席：HKD385）

様々な図形の人形と一緒に歌って踊ろう!
　子ども向けのパフォーマンス舞台役者として人気のCBeebieによる初

の香港公演。カラフルな○、△、□の図形がCBeebieの奏でる音楽に合わ

せて歌って踊る! 座席は裸足でマットの上を自由に走り回りながら観覧で

きるマットゾーンと、座って観覧できるスタンダード席の2種類を用意。

パフォーマンス舞台
Mister Maker

6月17日～19日

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

営業・販売系/商社 香港/九龍 RGF 香港20K～25K

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。

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 RGF 香港

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。

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

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。

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

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

香港/香港島 20K～25K

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。                                                                                                                                                                

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K香港/香港島 OEM、ODMマネジャー。華南地区とアジアへ

出張あり。
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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

20K

香港/九龍

物流会社にてCS Representativeの募集。
営業アシスタント業務、顧客からの予約や問い
合わせ対応。見積書の発行。

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）/
メーカー（機械・電気・電子）

30K～40K

香港/九龍

事業会社内での業務監査人材を募集。全社の
業務が経営方針や法規、社内規程、手続き等に
準拠し、効果的且つ効率的におこなわれている
か否かに関する監査業務全般。年間監査計画
の作成、実施段取り、監査後のレポート作成。

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。

サービス系/外食・フード 35K～50K
但し家賃込み

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致します。そちら
の新店舗でのヘッドシェフの募集。

香港WORKS香港/香港島

香港WORKS

香港WORKS香港/新界

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

12K～25K
（経験による）香港/新界

食品の器具容器包装用品等の試験検査を行
ない「試験成績書」を発行できる「外国公的検査
機関」での募集。業務課スタッフ２～３名。

営業・販売系/商社 11K～13K
各種金属部品等を取り扱う貿易商社として、
香港、華南地区を中心に営業活動。広東省へ
の出張あり。

香港WORKS
技術系（メディカル・
化学・食品）/
その他・教育・公的機関など

15K～35K
（職種、
経験による）

食品の器具容器包装用品等の試験検査を行
ない「試験成績書」を発行できる「外国公的検査
機関」での募集。①試験スタッフ‥３～５名。
②管理職‥１名。

香港/新界

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/新界 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。

上海 80K～100K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険

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。

香港WORKS事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 香港/九龍 18K～20K

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。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/九龍 レストランマネジャー。レストランでの接客。
明るく接客ができる方なら経験不問。シフト制。

18K～20K
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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。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 18K～20K
大手日系物流企業での営業職の募集。新規営業
や既存顧客管理を中心とした売り上げ拡大
業務。広東語、英語ビジネスレベル必須。物流
業界での営業経験1年以上必須。

香港/九龍 20K
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

大手サービス業界のクライアントを持つ企業
にてWeb UIの開発業務及びユーザーサポー
ト業務。広東語もしくは英語ビジネスレベル
必須。Web開発、デザイン経験3年以上必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

15K～30K香港/新界
海外向けのソフトウェア開発会社にてプログ
ラマーを募集。広東語もしくは英語ビジネスレ
ベル必須。使用言語ソフト：python, C#, 
JQuery, JavaScript, HTML5。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

18K～22K香港/九龍
大手物流企業での営業職として法人、顧客の
双方を担当。広東語ビジネスレベル必須。サー
ビス業界での法人営業経験必須。物流業界
経験者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 応相談

大手金融企業でのWeb-Mobileでの取引に
おけるプラットフォームの開発。広東語、英語
ビジネスレベル必須。使用ソフト：HTML5, 
CSS3, javascript,etc。

香港/香港島

香港/香港島

17K
+コミッション

大手日系企業での経理の募集。請求処理や問い
合わせ対応、支払業務、月締め業務など一般的
な業務が中心。広東語ビジネスレベル必須。
買掛金の取り扱い経験2年以上必須。

インテリジェンス
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・投資顧問 

応相談
（経験により）香港/香港島

Equity Departmentでのミドルオフィスの
仕事。顧客は大手日系機関投資家。要証券会社
でのミドルオフィス経験とビジネスレベルの
英語。

技術系（IT・通信）/
その他サービス

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

営業・販売系/物流・倉庫

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

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。

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 

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 18K～23K香港/香港島

保険会社にて、法人顧客の窓口を担当。顧客と
の良好な関係を保ち、営業業務の補佐を担う。
入社後は保険ライセンス取得必須。必須要件
は、1）3年以上の保険または金融業界での
就労経験。2）ビジネスレベルの英語。

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
経験ある方は尚歓迎。）要：社内交流できる程度
の普通話又は英語。

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。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容 

応相談香港/香港島
日系美容サロンでの受付、翻訳作業、スケ
ジュール管理やSNS配信などの業務。広東語
ネイティブ、英語ビジネスレベル必須。

RMB
20K～25K

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子） 

ワイヤーハーネス技術者。ワイヤーハーネス
業界の生産技術や設計の経験を持つ方。要日常
会話レベルの普通話。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～23K

自動車部品の購買ポジション。コスト・各拠点
の売価・原価の比較分析、拠点への発信業務。
要日常会話レベル以上の英語と普通語。購買
経験者や金属加工に詳しい方歓迎！

インテリジェンス
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・投資顧問

香港/香港島 25K～30K
華南地域（香港を含む）における自動車関連の
査定業務。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、保険業界に興味がある方。

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・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。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 20K香港/九龍

化学原料販売の営業業務全般。普通語コミュニ
ケーションレベル必須。英語および広東語もで
きれば尚可。華南地区へ頻繁に通う必要あり。

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（食品・
日用品・アパレル） 

～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
と日常会話レベルの英語。

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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麺の違いは、味の表現の違いだと考えているのですが、それぞれ
違った美味しさがありますよね。フライ麺は、小麦を揚げた香ばし
い味が美味しさを引き立てていますし、ノンフライ麺はスープが
命。スープの味がストレートに伝わってくるので、豚骨の味の理解
度が浸透してきた今だからこそ、その美味しさが伝わるのではな
いかと思います。
　また、日本でお馴染みの「どん兵衛」の輸入も開始しました。
759ストアにて先行販売していますが、スーパーマーケットでも販
売していく予定です。

即席麺、カップ麺業界における貴社のシェアは現在どのくらいで
すか？
　昨年の時点で香港内におけるシェアは、袋麺では約60％です。
こちらの数字は、日清麺、公仔麺、福麺を含めており、日清麺だけ
でいうと、約40％を占めています。一方、容器麺では80％にも上り
ます。

ほど。香港の人口が約730万人なので、1人あたりが50食強食べ
ていることになりますね。この数字は、まだまだ伸びると予想して
います。

日々進化する即席麺、発売当初と変わった点、工夫してきた点が
あれば教えてください。
 約20年ほど使用していた発砲スチロール製のカップ（EPS）を、
2009年に現在の「ECOカップ」に変更しました。これは、コーヒー
カップでも用いられる環境に優しい紙カップ。バイオマスである紙
を素材としており、発泡スチロールよりも紙のほうがCO2発生量
は少ないということから採用されています。また、文字を印刷しづ
らかった以前のカップより、紙カップは細かい文字でも綺麗に印
刷することができるため、レイアウトも見やすくなりました。

どんな点が大変だったのですか？
　日本の長い歴史のある組織とは違い、新しいことを始める時の

貴社はいつ頃から香港で事業を始められたのですか？
　一番最初は、日本の「出前一丁」を香港に輸出したことから始ま
りました。ちょうどその頃、60年代の香港高度経済成長期や80年
代の日本ブーム到来が重なり次第に需要も高まっていき、香港に
て「出前一丁」を現地生産・販売するべく香港日清の設立に至っ
たのです。1984年に設立し、その翌年から生産・販売を開始して
おります。その後、1986年に「合味道（はっぷめいどう）」を発売。
こちらは、声に出して読んでみると、“カップヌードル”に聞こえると
いうことから名付けられました。

香港で事業を開始して以来、積極的に他ブランドも引き継いでい
らっしゃるようですね。
　はい。「永南食品」や香港ブランドである「福麺」は、今は弊社が
引き継いでおります。特に「福麺」を製造していた以前のオーナー
から、「リタイアするのでブランドを継承してくれないか？」と話が
出た際には、真っ先にうちで引き継がせていただきたいと願い出
ました。日清の創設者が安藤百福であることから、どうしても“福”
という字にはこだわりたかったんです。

人気の「出前一丁」は、どのように香港人のライフスタイルに浸透
していったのでしょうか。
　日本ブームの高まりとともに、日本食は「最高品質」と「美味し
さ」を兼ね備えたものとして香港人に認知されたことが追い風に
なったと考えています。また、即席麺に「ゴマラー油」をかけること
でさらに美味しくなりますよ！という今までになかった新しい提案
をすることで人気に火がついたのではないでしょうか。いい物は

香港・華南で輝く
日本の先端技術

人間の命を支える大切な「食」
その可能性を追求し夢のある美味しさを世界へ
人間の命を支える大切な「食」
その可能性を追求し夢のある美味しさを世界へ

「出前一丁」はここ香港で絶大なブランドイメージを確立

胸

を張
ろう！

力力

あるけど値段が高い…というのではなく、生活に取り入れやすく
新しいものを提供し、消費者のためにどれだけ貢献するかという
事業が受け入れられたのではないかと感じています。
　また、カップヌードルの海鮮味は、海鮮といえどもスープベース
は豚骨味です。その豚骨味の浸透を受け、2009年～2011年に
は、豚骨シリーズが登場しました。なかでも人気の「黒麻油味」
は、ニンニクをよく炒めたことによってできた味なんです。中華料
理では、まず油でニンニクを炒めて香りを出すことが一般的です
よね。まさに黒麻油は、香港の家庭の味、おふくろの味に近いの
です。その後、スパイシーシリーズやご当地ラーメンの紹介など
常に新しい提案をし続けています。

最新の商品は何がありますか？
　ちょうど先月、豚骨スープに力を注いだノンフライ麺の「出前一
丁・棒丁麺（棒ラーメン）」を発売しました。ノンフライ麺とフライ

日清食品ホールディングス
取締役　中国総代表
日清食品（香港）有限公司　社長
安藤清隆さん
2009年、日清食品（香港）の社長に就任し来港。
中国総代表として中国全体を統括する。2014年
に日清ホールディングス取締役就任。好きな日
清ラーメンは、元祖「チキンラーメン」。休日は、
家族と過ごす時間を大切にしている。

た
れ
入
を
力
に
か
る
え
伝
を
さ
し
味
美
に
か
い

い
し
優
に
境
環

O
C
E

香港にも輸入を開始した日本でお馴染みの「どん兵衛」

食の仕事は聖職だと唱え、世の中のために食を創造する「日清食品」。
新しい食文化の提案をし、人々に幸せと感動を提供することに挑戦してきた結果、
同社の創造する製品は、日本のみならず世界中で愛されている。
ここ香港での人気ぶりは言うまでもないだろう。
「食足世平」、「食創為世」、「美健賢食」、「食為聖職」と4つの言葉を企業理念に、
なお拡大を続ける同社の軌跡と技術に迫るべく、
今回は、日清食品ホールディングス取締役中国総代表の安藤清隆氏にお話を伺った。

べトナム 香港＆広東
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麺の違いは、味の表現の違いだと考えているのですが、それぞれ
違った美味しさがありますよね。フライ麺は、小麦を揚げた香ばし
い味が美味しさを引き立てていますし、ノンフライ麺はスープが
命。スープの味がストレートに伝わってくるので、豚骨の味の理解
度が浸透してきた今だからこそ、その美味しさが伝わるのではな
いかと思います。
　また、日本でお馴染みの「どん兵衛」の輸入も開始しました。
759ストアにて先行販売していますが、スーパーマーケットでも販
売していく予定です。

即席麺、カップ麺業界における貴社のシェアは現在どのくらいで
すか？
　昨年の時点で香港内におけるシェアは、袋麺では約60％です。
こちらの数字は、日清麺、公仔麺、福麺を含めており、日清麺だけ
でいうと、約40％を占めています。一方、容器麺では80％にも上り
ます。

ほど。香港の人口が約730万人なので、1人あたりが50食強食べ
ていることになりますね。この数字は、まだまだ伸びると予想して
います。

日々進化する即席麺、発売当初と変わった点、工夫してきた点が
あれば教えてください。
 約20年ほど使用していた発砲スチロール製のカップ（EPS）を、
2009年に現在の「ECOカップ」に変更しました。これは、コーヒー
カップでも用いられる環境に優しい紙カップ。バイオマスである紙
を素材としており、発泡スチロールよりも紙のほうがCO2発生量
は少ないということから採用されています。また、文字を印刷しづ
らかった以前のカップより、紙カップは細かい文字でも綺麗に印
刷することができるため、レイアウトも見やすくなりました。

どんな点が大変でしたか？
　日本の長い歴史のある組織とは違い、新しいことを始める時の

想定と結果の違いに戸惑いました。これ
は、日本の機械を持ってきたから作れると
いう問題ではありません。創造する香港の
職人をまず育てることから始まります。人
の育成から始まったこのエコプログラム。
同カップには中味の美味しさをいかに伝
えるかにも力を入れました。
　また、香港導入後、2010年頃から中国
本土でもECOカップを導入しようと調査を
始めたのですが、当時プラスチックのカッ
プを用いていた中国では、プラスチックと新しいECOカップどちら
がエコかという問いに、大部分の方がプラスチックを指しました。
その頃は、エコという意識がまだまだ薄い中国…、プラスチックの
方が再利用できるという発想から来ていたようです。

今後の展開について教えてください。
　今後は、香港を拠点に中国の事業をさらに拡大すべく計画を企
てています。現在、グループ全体で中国に営業所は約50ヶ所あり
ますが、商品の良さをどのように伝えていくのかが課題です。弊社
の即席麺の良さを伝えるには、まずは食べてもらうことが大事だと
思っています。現在、中国本土では、年間約5万回の試食販売を実
施していますが、香港人も中国人も価値があればお金を払う方た
ちなので、日本の良さは必ずや認めてもらえると考えています。

工場見学は行っていますか？
　先月、福建省の厦門にオープンした工場にて、見学を行ってい
ます。製品を作る過程を見学することで中国でささやかれている
“食品の安全性”がしっかりと見え、安心していただけるのではな
いでしょうか。
　そしてここ香港でも、現在同じエリアにある工事中の新工場に
て見学コースをオープンすることとなりました。9月頃のオープン
を目指していますが、見学した後はラーメンを試食できるような
ブースを作る予定です。日本では、カップヌードル博物館を横浜と

大阪に設けていますが、将来的には日本と同じように香港にもオ
リジナルのラーメンが作れる体験型施設を作る予定でいます。ご
期待ください。

日清食品（香港）有限公司
住所：11-13 Dai Shun St., Tai Po Industrial Estate, Tai Po
電話：(852)3406-6888
ウェブ：www.nissinfoods.com.hk

あるけど値段が高い…というのではなく、生活に取り入れやすく
新しいものを提供し、消費者のためにどれだけ貢献するかという

　また、カップヌードルの海鮮味は、海鮮といえどもスープベース
は豚骨味です。その豚骨味の浸透を受け、2009年～2011年に
は、豚骨シリーズが登場しました。なかでも人気の「黒麻油味」
は、ニンニクをよく炒めたことによってできた味なんです。中華料
理では、まず油でニンニクを炒めて香りを出すことが一般的です
よね。まさに黒麻油は、香港の家庭の味、おふくろの味に近いの
です。その後、スパイシーシリーズやご当地ラーメンの紹介など

　ちょうど先月、豚骨スープに力を注いだノンフライ麺の「出前一
丁・棒丁麺（棒ラーメン）」を発売しました。ノンフライ麺とフライ

香港・中国で生産している日清食品のオールスター

大埔の日清工場

工場内のライン生産、製麺の様子

香港
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深圳 香港
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香港＆広東
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ラ・セゾン　 逸濤灣  (Tower 1  高層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 5  高層階)

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK＋S  1,118sqf（実用868sqf)
（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） HKD38,000 (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
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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） 1LDK  438s.f （実用314sqf) 
 バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、山景
（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） HKD16,500 (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　逸樺園　(Tower 2  中層階)

ライフ（香港・広東共通）
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香港 香港

Madera Residences
住所：19 Cheong Lok St., Jordan
電話：(852)3190-9888
ウェブ：www.maderagroup.com/hotel_residence
メール：mrenquiry@maderagroup.com

　MTR佐敦（ジョーダン）駅から徒歩5分、
ネイザンロード沿いという好立地で香港を
訪れる人達をもてなす「マデラ・レジデンス
（Madera Residences）」。隣接の「ホテル・
マデラ香港」、そして中環（セントラル）の
「マデラ・ハリウッド」を展開するマデラホ
テルマネジメントが、近年新たにリフォー
ムした中長期滞在者向けのサービスア
パートメントだ。
　スペインのデザイン事務所「Lagranja 
Design」が手掛けた内装は各部屋がテーマカラーによって分けら
れており、スペインのゆったりとした雰囲気が漂うデザインが特徴。
部屋は33sqm～76sqm、スタジオアパートメントは37sqm～

46sqmと中長期の滞在に十分な
広さを誇る。ケーブルチャンネル
が視聴可能な薄型テレビ、無料
インターネット、キッチンが全室
に備えられているほか、51個の
客室にはフルサイズのバスタブ
が設置されている。きめ細やか

なサービスを心得ているコンシェルジュは24時間対応、そしてビジ
ネス滞在ではなくてはならないデイリークリーニングサービスもつ
いてくる。
　隣接する「ホテル・マデラ香港」では1950年代～60年代の香港の

古き良き時代をテーマにしたアートギャ
ラリーが設けられており、もちろん「マデ
ラ・レジデンス」に滞在するゲストも入場
可能だ。また、朝食やランチを提供してい
る「Café 1997」や、夜景や香港の街の雰囲
気を体全体で味わえるルーフトップバー
「HorizonteLounge」、24時間オープンの
ジム、ゲームコーナー「GAMEXPERT」で日
頃の疲れをリフレッシュするのもいいだ
ろう。

　「マデラ・レジデンス」は4年連続でホテル予約サイト
「GoHome.com.hk」の香港ベストサービスアパートメント賞を受賞
している。常連客も多い「マデ
ラ・レジデンス」では10年続け
て通い続けている顧客もいる
ほど。誕生日にはバースデーの
お祝いを催すなど心温まる
サービスを提供しているのも、
受賞歴がある「マデラ・レジ
デンス」ならでは。
　月額費用はHKD24,000か
ら。香港で中長期滞在を予定している人は、まずはウェブサイトを
覗いてみよう！

　
　
我
が
家
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な
心
地
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さ
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笑顔がステキなハウスキーピングチーム。ジョンさん、
シャニーさん、アニエスさん、キーさん
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香港

ですよね。あとは、日本では、家具の配送を依頼すると、組み立て、廃棄まで
いっぺんに引き受けてくれますが、香港ではそれぞれ担当する業者が違いま
す。そのため、荷物が届いたはいいが組み立て屋が来なくて待たされる･･･な
どの状況が発生します。そうならないようハンドリングするのが結構大変です。

昔と比べ、オフィスのレイアウトも変化してきましたね。
　そうですね。家でドラマなんかをを観ていると、ついオフィスレイアウトに注
目してしまいます（笑）。ほんの20年前まではコンピューターがほとんどない
時代でした。今から考えると、パソコンの無い環境でどうやって仕事をしてい
たのか想像ができないですよね。東京ラブストーリーの中に出てくるオフィス
なんかは、今のような薄いパソコンではなく奥行のある大きなパソコンです
ね。今はデスクトップでも厚みの薄いものが主流になり、この20年ほどでオ
フィス環境が著しく変化したなと思います。

オフィス家具の中でお勧めの商品はありますか。
　椅子です！こちらの商品は昨年出たばかりのモ
デルですが、前傾姿勢に対するサポート機能が特
徴です。ノートパソコンやタブレット端末の普及で
座っている姿勢が崩れ、肩、腰、首に負担がかかり
ます。それを軽減する ために特殊な背もたれや座
面の形状で腰が前に滑り出すことを防ぎ、また自
然な背骨の形を保てるような仕掛けが隠されて
います。8時間座っていても疲れないというデータ
があるので、オフィスワークの方には非常にお勧
めです。
　椅子をはじめ、あらゆる家具は、寿命が大体10
年と言われています。また、金庫も同じく10年が目
安です。海外のKOKUYOだけで販売可能な椅子
もあるんですよ。HKD2,000前後から用意してい
ますので、気になる方がいればご遠慮なく相談してください。円安なので日本
商品を購入する良いタイミングですよ。
　
最後に、香港で働く女性にメッセージをお願いします。
　少しピンポイントになりますが、同世代の方に送る言葉を。30代中盤の私
のような世代は、仕事をしていると上からも下からも挟まれて立場的に辛いこ
ともあると思うんです。でもそんなときはとにかく「我慢」です（笑）。そうやって

大変な時期を乗り越えれば、香港で働く諸先
輩方がそうであるように、力強く人生を歩む
ことができる女性になれるのではないかと思
うので、一緒に頑張りましょう！

香港に来られたきっかけは何ですか。
　初めて香港に来たのは2012年4月です。大阪府が企画した「グローバル人
材育成事業」というプログラムに参加したのがきっかけでした。大阪の中小企
業や町工場で活躍できるグローバル人材を育てるというのを目的とした研修
で、香港で8ヶ月ほど働きました。もともと営業職を志望していたので、研修が
終わり一旦日本に帰ったあとは営業ができる会社を求めて転職活動をして
いました。そんなときに出会ったのが今の会社です。働く場所としては香港と
かベトナムあたりを考えていたのですが、最終的に研修でお世話になった香
港にまた帰ってくることになりました。今の職場では2013年9月から働いてい
ます。

日本では営業とは全くお仕事をされていたそうですね。
　神戸のラジオ番組の制作会社で、7年間、音声の編集をする仕事をしてい
ました。昼夜問わず働いたりと、厳しい労働環境が当たり前のような業界でし
たから、将来を考えた時に体力的な部分も含め長く続けられないなと思って
転職を決意しました。あの頃は本当に過酷でしたね（笑）。

初めて来港されたときの印象はどうでしたか。
　とても住みやすい所だな、と思いました。駅前
にSOGOがあるあたりが以前住んでいた三宮に
も似ていて、馴染みやすかったのもあるかもし
れませんね。ここだったら仕事しながらでも生活
していけるかなと感じたのを覚えています。

現在の仕事内容について教えてください。
　お客様の要望をヒアリングし、快適に仕事が
できるようなオフィス環境を提案しています。そ
の中で私の業務は新規開拓と顧客サポートが
メインです。家具の配置や色が違うだけでオ

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

フィスのイメージやモチベーションも変わってくるので、その会社にあった空
間を提案するように心がけています。企業様がオフィスを移転される際にオ
フィス施工依頼をいただくことがほとんどですので、初めてお客様にお会いし
たタイミングでお仕事を依頼されることは稀です。でも、お伺いしたときには
1年後、2年後、いざ検討時期に入られたときに声をかけていただけるように、
KOKUYOの紹介をさせていただいています。

仕事をする上で、気をつけていることはありますか。
　うちで取り扱っている商品の一つである内装は、家具と違って買っていただ
く前から目にすることはできません。お客様は完成して初めて実物を見られる
ことになります。その時に実際に出来上がってみたらイメージと違った、という
ことが発生しないよう、施工開始から完成まで要所要所で10回は現場へ様子
をチェックしに行きます。電機技師、IT業者、看板業者、引越し業者など、全て
KOKUYOが窓口となってお引き受けしています。

香港と日本では内装施工業界内の「仕組み」が違うそうですね。
　そうなんです。私も香港に来て初めて知ったのですが、日本では家具メー
カーが内装までを引き受けて、現場に入る業者を取りまとめる、というのは珍
しくありません。でも香港含め、海外ではその取りまとめ役になるのは設計事
務所になるんです。なので、ローカルのお客様を担当しているチームは企業
に直接ではなく、設計事務所に家具を売りに行っています。「私たちの当たり
前は当たり前じゃない」のが面白いですね。

「香港あるある」もあるとか。
　はい、沢山あります（笑）。たとえば、香港は日本のように床が水平ではない
ので、キャビネットを設置するときはアジャスタを付けなければなりません。ま
た、業者に荷物を運んでもらうとき、階段を使用すると別途で階段使用料が上
乗せされます。エレベーターに収まりきらないものや、もともとエレベーター
がないところは仕方ないかなとは思いますけど、場所に関わらず別料金なん

KOKUYO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD
営業

山本麻衣さん
インタビュー

人生の節目を前に将来を考え退職したものの、
転職活動はなかなか思うように行かず・・・。
そんな時に参加した研修プログラムで訪れた香港。
初めて訪れた場所なのに街の雰囲気にどこか親しみを感じ、
やがてこの地で働くことを決めた山本さん。
新たな一歩を香港で踏み出そうと思ったきっかけから、
香港家具内装業界の裏話？まで、
今や日系企業内の「キーウーマン」として活躍する彼女に伺った。

そ
の
明
る
い
前
向
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な
性
格
を
武
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今
日
も
現
場
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業
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いつも明るく穏やかな山本さん。同僚からの信頼も厚い
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