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情報豊富な日経新聞は重要な営業ツール
読んだものを全て「実」にしてビジネスの武器に
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香港

　香港で「Envoy（エンボイ）」や「Quinary（クイナリー）」などの人気カク
テルバーを手がけ、今や、香港を代表するミクソロジストの一人である
アントニオ・ライ氏と、VEAラウンジのクリエイティブディレクターのレ
ゼック・スタチュラ氏とがタッグを組んで、新たな夏らしいカクテルを提
案する。
　オープン以来、初となるカクテルメニューのリニューアルというだけ
あって、飲む人がびっくりするような斬新でユニークなアイディアが詰
まっている。スイーツカテゴリーのカクテルには、ウォッカ、アップル、ホ
ワイトエールをミックスしたフルーティーな味の「Throwing Apple」、そ
して、セイボリーカクテルには、魅惑的なベルモット（フレーバーワイン）
を入れたグラスのふちに、椎茸のパウダーをまぶした「Shitake & It」。斬
新な味のマリアージュは自由で新しい発想からうまれる！

　さあ、他では味わうことの出来ない彼らの斬新なカクテルを味わいに
行ってみては。

ルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」の続編
「鏡の国のアリス」待望の公開！

　2010年に公開された「不思議の国のアリス」の実写版の続編で、再び
アリスが不思議の国で奇妙な冒険を繰り広げるファンタジー映画「鏡の
国のアリス (Alice Looking Into the Glass)」が香港で6月16日に公開され
る。メインキャストのマッドハター役にはジョニー・デップ、白の女王役
にはアン・ハサウェイ、アリス・キングスレー役はミア・ワシコウスカ、そし
て赤の女王役にはヘレナ・ボナム＝カーター。監督はジェームス・ボ
ビン。前作で監督を務めたティム・バートンは、今作品ではプロデュー
サーとして制作に関わっている。
　再び不思議の国へ戻ったアリスは、ジョニーデップ演じるマッド・八
ターの異変に気付く。アリスは手遅れになる前に友達のマッド・ハター
を昔のようにに戻すべく、半分人間で半分時計のタイム（サシャ・バ
ロン・コーエン）に時間を戻してくれるように頼む。「時間には逆らえな

い、過去は変えられない」という忠告を受けるも過去へ迷い込んでいき、
キャラクター達の背景を知ることに…。

鏡の国のアリス
6月16日公開
監督：ジェームス・ボビン
主演：ジョニー・デップ、アン・ハサウェイ、
　　 ミア・ワシコウスカ、ヘレナ・ボナム＝カーター、他

他では味わえない斬新さがほとばしる
この夏の新作カクテル！

VEA
住所：29-30/F., The Wellington, 198 Wellington St., Central
電話：(852)2711-8639
ウェブ：www.vea.hk
フェイスブック：www.facebook.com/veahongkong/?fref=ts

香港トピックス
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香港

　1996年に公開され、世界中で社会現象となるほどの大ヒットを記録し
たSF映画「インディペンデンス・ディ」。約20年の時を経て、続編となる
「インディペンデンス・ディ・リサージェンス(Resurgence)」が6月23日に
香港で公開される。副題のリサージェンスとは「一度中断していたことの
再開」という意味で、再びエイリアンが襲来するが、新世代のパイロット
たちと世界中の人々が一致団結し、この至上最大の脅威に立ち向かおう
とする姿が描かれている。もはや破滅寸前の人類に起死回生の策はあ
るのか。
　舞台となるのは前作でエイリアンを撃退してから20年後。エイリアン
が残した技術を元に地球防衛計画を立てていた人類だったが、再び地
球を目標に襲来したエイリアンの兵力は想像を絶する進化を遂げてい
た…。果たして地球の平穏を取り戻すことは出来るのだろうか。
　同作品には前作品での主人公を演じたウィル・スミスの出演も噂され

ていたが、今回の作品には彼の代わりに、「ハンガーゲーム」シリーズの
リアム・ヘムズワースビル・ブルマン、ジャド・ハージュ、ジェフ・ゴールド
ブラムらが出演。次世代キャストの集結となった。

現実と理想の狭間で
心の中の自身との葛藤を表現
　香港をベースに活躍するアーティストsly’sの4回目となるソロでの展
覧会が11月30日まで尖沙咀(チムサーチョイ)のブリックレーンギャラ
リーで開催される。展覧会では普段の自分と内なる自分との葛藤と矛盾
をテーマにした作品が展示される。新しいシリーズの絵画の数々は、
アーティスト自身の混乱した現在の心境、自身の問題に立ち向かうか逃
げるかの選択で心が引き裂かれた様を表現している。矛盾と葛藤が常
に心の中で渦巻くことによって、同時に自己理解と自己反映を活気づけ
ている。アーティストと同じシチュエーションを味わっている人も多いこ
とだろう。

　同展覧会では、パステル・ペインティングなどを使用し、気持ちや考え
を表現し、特に様々な現実的な心の状態を描写している。普遍的テーマ
だけに、「共感」を感じる取る方も多いのでは。

sly and BRICK LANE Gallery Present: Escape? 
場所：BRICK LANE Gallery, G/F., 17-23 Minden Avenue, TST
日付：～11月30日
時間：月～日 11:30～23:30

20年を経て待望の続編「インディペンデンス・ディ・リサージェンス」
エイリアンの攻撃から地球を救うことが出来るのか？！

インディペンデンス・ディ・リサージェンス
6月23日香港公開
監督：ローランド・エメリッヒ
出演：ジェフ・ゴールドブラム、ビル・プルマン、ブレント・スピナー、
　　 ジャド・ハーシュ、リアム・ヘムズワース、ジェシー・アッシャー、
　　 マイカ・モンロー、セラ・ワード  など
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今週の香港ピックアップ Exhibitionアンヌ・ケフェレック
Voyage

6月24日

Fringe Club
Singapore's Heritage music

6月24日～25日

香港で楽しむシンガポールの伝統音楽
　香港とシンガポールの音楽を通じた文化交流イベント。今回はシンガ
ポールで活躍するギター・琵琶・笙など６人からなる音楽グループ「The 
TENG Ensemble」が来港。フリンジクラブ２階のライブスペースで、２日
間にわたり母国の伝統音楽を元に作られたオリジナルの７曲に加え、
香港にインスパイアされた新曲２曲を披露する。

The Hong Kong Jockey Club Amphitheatre, 1 Gloucester Rd., Wan Chai
20:00～
www.hkticketing.com/events/WCANNEQ0616
HKD380、HKD280

２人の男と１人の女の悲しい愛の物語
　舞台は未開時代のセイロン島の浜辺の村。漁夫のナディールと真珠

採りの棟梁であるズルガは、かつてレイラという美しい女性を愛し争っ

た中であった。ある日、真珠漁の安全を祈るために船で連れてこられた

一人の尼僧。彼女は他ならぬレイラ本人であった・・・。３人の運命が再

び動き出す。

フランスオペラ
真珠採り

6月25日

女性ピアニストが奏でる心に響く旋律
　フランスを代表する女性ピアニストとして有名なアンヌ・ケフェレック。５歳の時から

ピアノを弾き始め、その後、名門音楽学校パリ音楽院へ入学。20歳の時にはミュンヘン

国際音楽コンクールで優勝した経歴を持つ。ソロのピアニストとしてだけでなく、カト

リーヌ・コラール、ピエール・アモイヤル、フレデリックロデオンなどのアーティストとのコ

ラボレーションによる室内楽アーティストとしても有名な彼女。香港で24回目を迎える、毎

年恒例となったフランスのアートフェスティバル「Le French May」の一環として開かれる今

回のコンサートでは、2013年にリリースされた自身のアルバム「Satie & compagnie」から

の曲を中心に演奏する。20世紀初頭のフランス音楽を現代風にアレンジした彼女なら

ではの美しい音色に酔いしれて。

美肌を求めている女子必見！
　健康と美容のために飲んでいる人が増えている話題のコールドプレ

スジュース。その中でも。「Mr. Green」はオーガニック野菜と果物のみを

使用した、栄養がギュッと詰まったジュース。

サプリメント感覚で、または3日～6日間ジュー

スを飲んで体内の毒素を出すジュースデトッ

クスで。12種類あるジュースからお好みを組

み合わせて飲もう。

Mr. Green Juice
コールドプレスジュース

2 Lower Albert Rd., Central
20:00～
（852）2521-7251
HKD180

Wellcome Theatre, 
139 Pokfulam Rd., Pokfulam
18:00～
www.hkticketing.com/events/PFLESPE0616
大人：HKD210※シニア・学生割引あり

PMQ, 35 Aberdeen St., Central
13:00～20:00
www.pmq.org.hk/event/
glass-eglomise-exhibition
vanwood PMQS505
無料

香港のアート発信基地PMQにて開催中！
　フランス文化をテーマにした「ル・フレンチ・メイアートフェスティバ

ル」の一環として開催されているガラスアート展が開催中だ。「Glass 

eglomise」とは、ガラスの表面に伝統的な手法で直接絵を描くというも

の。紙や布に描かれるものとはひと味違

う、絵画とガラス双方がもつ繊細さから

醸し出される独特の雰囲気を楽しんで。

アートギャラリーVanwood
「Glass eglomise」

～6月30日

12/F., The Pemberton, 
22-26 Bonham Strand, Sheung Wan
http://mrgreenjuice.com

香港ピックアップ
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香港＆広東 香港＆広東

深圳

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

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）

香港/九龍 RGF 香港30K～40K

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 RGF 香港

20K
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

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

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 

香港/香港島 20K～30K
外資系教育サービス企業にて、Education 
Consultantの募集。ハイエンド顧客に対し
留学斡旋、カウンセリング、アコモデーションの
手配。英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K外資系教育サービス企業にて、英語教師の募集。
パートタイムも考慮。英語教師の経験者優遇。

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 22K～24K
日系金融ブローカーにて、経理事務サポート
全般（経理経験不問）、その他アドミ業務（電話・
来客対応、資料管理、データ入力など）。

RGF 香港営業・販売系/商社 27K香港/新界
香港大手食品商社にて、営業マネジャーを募集。
イベント開催、マーケット開拓、商談。食品業界
経験者優遇。

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 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

RGF 香港20K香港/九龍
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービス
人材を募集。顧客からの問い合わせ対応、各種
手続き代行各物流会社および現場への連絡。
北京語必須。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

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。  

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島
営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など 

18K～20K
外資系教育サービス企業にて、営業コンサル
タントの募集。教育サービスの販売（個人、法人）、
アフターフォロー、コンサルテーション。英語
ビジネスレベル必須。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光 

香港/九龍 20K

日系旅行会社にてトラベルコンサルタントを
募集。顧客からの旅行、航空券に関する問い合
わせを、主に電話やメールを通じてのの対応、
サポート。旅行お申込みの受付、および各社内
手続き、日本オフィスとの連絡等。

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

営業・販売系/商社 30K香港/九龍 OEM、ODMマネジャー。華南地区とアジアへ
出張あり。

サービス系/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でしたら経験
不問。シフト制で働ける方。

香港WORKS営業・販売系/小売・流通 15K～20K
雑貨や日本の伝統工芸品の販売。仕入業務も
有り。幹部候補として長く働く意欲のある方。
将来起業したい方歓迎。

香港/香港島

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。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 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。

香港/九龍 23K RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 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。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 上海

大手投資会社様にて、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
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 RMB

20K～25K
原価管理。原価管理経験者。購買経験者の方で
コスト管理などを対応されていた方。【語学力】
英語準ビジネスレベル以上必須。

香港WORKS営業・販売系/商社 香港/新界 30K～35K

調理、メニュー開発、仕入れ、コスト管理、売上管理、
食品衛生、調理指導、店舗でのフレンドリーなチー
ム作り。調理においては、厨房全体を見ることにな
るため、和食料理人であることが必要。又採用が
決まり次第、日本で研修後、香港での仕事開始。

香港/香港島
応相談

（経験により
考慮）

インテリジェンス
香港

Equity Departmentでのミドルオフィスの
お仕事。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。

インテリジェンス
香港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
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

香港/新界

12K～25K
（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。業務課スタッフ２～３名。

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 

25K～30K香港/香港島
華南地域における自動車関連の査定業務
（香港を含む）。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。

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 

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 

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・教育・公的機関など 

25K香港/香港島
コーポレートアクセス・証券関連業務。（新規・
既存）営業とIR管理。要3年程の証券もしくは
銀行勤務経験、およびビジネスレベルの英語。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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

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）/医療関連 ベトナム USD

2K～3K

ハノイにて看護師募集。90％が日本人の顧客
であるクリニックにて勤務。きめ細やかに対応
できる方。要：臨床実務の経験2年以上、およ
び日常会話レベルの英語。

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）

RMB
10K～25K広州

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。【歓迎】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。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

15K～18K香港/九龍
住宅及び商業物件の賃貸を中心とした物件の
資料準備、物件案内、不動産契約書準備、日系
企業のお客様への不動産コンサルティングなど。
日本人総経理へのアシスト。

USD
1.2K～1.5K
（経験により

考慮）

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

ホーチミンにて小学・中学生向け日本語教師
募集。1日１～3コマ担当。授業準備、副教材
作成など。日本語関連を専攻していた方、もしく
は日本語の検定・講座修了者。日常会話レベル
の英語力あれば尚可。

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
ば尚可。

インテリジェンス
香港

技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～30K

日系金融機関にてITプロジェクトマネジャー
募集。社内のサーバ変更に伴う新しい基幹シ
ステムの開発からテスト・導入まで。要5年以
上のプロジェクトマネジメント経験（IT分野）と
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/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

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）

30K～35K香港/九龍
人事・管理担当。日本人マネジャーのサポート
など。中国工場への出張あり。要4年以上の
人事・総務経験（製造業界）、およびビジネスレ
ベルの普通話。

インテリジェンス
香港香港/九龍

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）

15K～25K
中長期の統計を見ていただく調査員のポジ
ション。市場調査、報告。リサーチ経験者もしく
はマーケティング経験者の方。要ビジネスレ
ベルの英語。

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
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＆広東

広東

　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、広東省在住の知人よりメールの一斉
配信について問い合わせがありましたので、当コラムで
紹介します。メールの一斉配信とは、文面の同じメール
を一度に多数の受信者に送るシステムです。メルマガ、
もしくは同報メールとも呼ばれます。営業用途で潜在顧
客へ製品やサービスの案内メールを一斉に送信すると
いう使い方もありますし、サークルのメンバーへの告知
メールのように、通常のメールソフトからは一括で送信
するには多すぎる受信者へ一度に効率的にメールを送
るという使われ方もします。場合によっては不特定多数
へのスパムメールにも悪用されることがあります。
　さて、今回相談のあった知人のところでは、会社とし
て今までに集めた潜在顧客の名刺（1000 枚程度）の
メールアドレスに今後効率的に自社のサービス案内を
メルマガ形式で配信したいとのこと。今までは自社のス
タッフが手動でOUTLOOK の BCC 送信という形で送信
しており、これでは時間がかかりすぎ、リスト内のどこま
で送信済みなのか管理も面倒ということで、この度メー
ル一括配信のソフトを入れることにしたとのこと。営業
活動において、既存顧客や潜在顧客にメールで各種情
報を配信するのは会社として大切な業務でありながら
地味に時間を取られる作業です。既にメール一括送信
ソフトを導入している会社にとっては大した問題ではな
いことですが、意外にも上記のように手作業で送信して
いる会社も未だに多いのが現状で、同様の悩みを抱え
る会社も多いはずです。
　メルマガ送信ソフト、メール一括配信ソフトは有料・

無料のどちらも多く存在しますので、スペックや送信条
件、利用料など比較の上、自社に一番合ったものを使う
のが良いかと思います。今回はメールマガジン配信管
理や作成した文面を指定した多数の送信先に一斉配
信することが可能なフリーソフト、「Mail Distributor」を
紹介します。このソフトは、宛名やアドレス等の個別の
情報を比較的簡単に挿入できる他、アドレス帳の管理、
テンプレート文章の保存など一括送信に適した機能が
充実しており、直感的に操作しやすいのでおススメで
す。送信する宛先毎にメールアドレス、名前、住所、電話
番号、署名などの個別の情報を文面上に差し込めるの
で、あたかも一通ずつ送ったメールのように見せられる
のも利点です。送信先アドレスの管理や、送信するメー
ル毎に各種ルールを設定することができるだけでなく、
過去に一斉送信したメルマガも一括管理および参照す
ることができるので有用です。同ソフトはインターネッ
ト上より無料でダウンロードできます。
　上記のように、メルマガとして多数の宛先にメールを
一斉配信する際にはこれら専用のソフトを使った方が
はるかに効率的で確実です。メールを受け取る相手に
合わせて文面に表示する名前や各種情報を変更でき、
個別のデータを差し込んだメールを自動配信するな
ど、送信先となる相手が多ければ多いほどこれらメルマ
ガ配信ソフト、一括配信ソフトは必須のツールとなるで
しょう。

　　　　　　　　　　　　 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

【便利なメルマガ送信ソフトの紹介】

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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普段は日本経済新聞国際版をどんな形で読んでいますか。
　毎朝早めに出社して、誰もいないオフィスで30分くらいか
けて全体をじっくりと読むのが日課です。日経さんは毎朝出
社前にはしっかり届けてくれているので安心しますね。休み
の日など、大まかに見出しをざっと読むのに電子版を利用す
ることはありますが、子供のころ家で日経新聞をとっていて
父が通勤時間に読んでいた、なんて姿をずっとみていたから
か、やはり新聞というと「紙」の印象が強く読み始めたころか
らずっと紙派です。手になじむ感じもやっぱりいいですよね。

よく読まれるのはどんな記事でしょうか。
　まずは一面と総合面、そして、やはり今は海外におりますの
で国際面はじっくり読んでいます。全体的な読み方としては、
弊社は人材紹介会社ですから業界を問わずお客様がいらっ
しゃるので、どの業界の事も偏りがないように読むようにして
いますが、その中でも今、中国やアジアに進出している企業
が今後どれだけマーケットを広げていくのかという動向は特

に注視してみたりしていま
す。また、少し前まではどの
企業も中国に一極集中して
工場を建てていたのが、こ
こにきて人件費の高騰やそ
の他の様々な理由で東南
アジアなどに製造の場をス
ライドさせる流れが活発に
なってきて、「工場が動けば
人員も動く」ということでこ
ちらも我 と々してはとても気
になる動きなんです。です
から関連する記事が掲載さ
れた時には逃さずに読むよ
うにしています。
　あと月曜版の「景気指
標」面に掲載されている有

効求人倍率には必ず目を通します。日本の経済の動きはこち
らの人材の採用の流れにも影響してきますので、景気の情報
が一目で見られるのは助かります。

その他、お好きな記事などはありますか。
　結構好きな記事があります。例えば、現在経営者の方が自
分の若いころを振り返って書かれている「私の課長時代」は
よく読みます。今社長として活躍してらっしゃる方も、若手と
言われている頃には色んな失敗をされていたんだなと、自分
に置き換えて勉強させていただくことも多く、励みにもなって
います。あとは隔週金曜日掲載の、三浦知良さんのコラム
「サッカー人として」は私も小学校時代からずっとサッカーを
やっていたこともあって、憧れの人が書くコラムとして毎回楽
しく読ませてもらっています。個人的には毎週連載だと嬉し
いですね（笑）。

日本にいた頃と目線を変えて読んでいるところはありますか。
　日本で働いていると私のような30代～40代の人間はまだ
まだ若手の域で、企業のキーパーソンのような方とお話をさ
せていただく機会はなかなかないと思うのですが、香港にき
てそういったチャンスを頂ける機会が多いんです。とてもうれ
しいことですが、その分、しっかりと経済の状況や社会全体の
動向などは常に把握しておかないとこちらのお話の幅も狭く
なって失礼ですし、せっかくの機会を逃してしまうこともあり
ますから、そういった面で、目線を変えるというより、意識的な
部分でより一層しっかり読んだものを自分の知識として活か
せるようにしています。

貴社の事業について教えていください。
　弊社は1990年に設立以降、地域に根差して27年目の人
材紹介会社として、豊富な経験値とローカル企業ならではの
きめ細やかな対応で求職者と企業のあらゆるニーズにお応
えしてきました。2013年にはNAC国際会計グループのNAC 
Global Co., Limitedと業務提携したことで、特に会計分野の

人材についてはこれまで以上に幅広いご要望にお応えする
ことができるようになりました。また、広州のオフィスでは新た
に人材ライセンスを取得しておりますので、中国本土にお住
まいの日本人以外の求職者への対応もできるようになりまし
た。そのほか、労務関連、給与計算サービス、ビザの取得代行
などを行う新会社「NAC HR (Asia) Limited」を設立し、グルー
プ全体として会社設立、会計・税務から人材、労務までワンス
トップサービスの提供が可能になり、今では私どもの大きな
強みとなっております。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

情報豊富な日経新聞は重要な営業ツール
読んだものを全て「実」にして

ビジネスの武器に

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

香港・華南地区をはじめ、海外で活躍する日系企業の方たちに
不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞国際版」。

今回はキングスウェイパーソネルリミテッド ジェネラルマネージャーの関根慎介さんに、
日経新聞の日常への取り入れ方と仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

キングスウェイパーソネルリミテッド
ジェネラルマネージャー
関根慎介（せきね しんすけ）さん
　2006年2月、日本の人材紹介会社の香港本社への転籍
で来港。2011年にキングスウェイパーソナルリミテッドへ
転職し、現職。休日は奥さまと二人で食べ歩きをするのが
楽しみ。長期休暇では気軽に行ける近隣のアジアの国に旅
行に出かけることも。最近のブームは「近いけれど日本や
香港のように漢字の国ではないので、より海外らしいリ
ゾート気分が充分に味わえる」というタイで、美食めぐり、
マッサージと思う存分楽しみリフレッシュするという。

Kingsway Personnel Ltd
（キングスウェイ パーソネル リミテッド）

住所：Units 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza I, 
　　  489 Hennessy Rd.,CWB
TEL：(852) 2110-4433
ウェブ：http://www.kingsway-hk.com/

　1990年に設立。香港華南で人材紹介と労務関連において質
の高いサービスを提供している。2013年7月には、中国・アジア
の主要都市23拠点で総合会計サービスを展開するNAC 国際
会計グループのNAC Global Co., Limitedと経営統合したこと
で、従来の人材紹介、労務関連サービスに加え、経営幹部や最
高財務責任者（ＣＦＯ）紹介等のエグゼクティブサーチ、給与
計算サービスや就労ビザ取得サポート、雇用契約書作成など
の人材労務コンサルティングの専門サービスの提供が可能と
なった。

香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳

　今、香港の若者の政治に対する不満と、将来へ

抱える不安がピークに達している。

　2013年から2016年の間の香港の若年層の失業

率は、5％から7％の間で変動しており、これは全世

代を通した同時期の失業率3.4％よりも高い数値

だ。そして、過去20年で消費者物価は45％、不動産

価格に至っては300％の増加が見られるのに対し、

大卒の収入再頻値は20％しか上昇していない。

　これらの現状を受け、今年9月に行われる立法議

会選挙、そして来年に迫った行政長官選をむかえ

るにあたり、政府は今まさにこの先5年の経済に関

する方針を考え始める時にさしかかっている。目指

すべき「経済の多様性」は新しい雇用を生み、社会

的流動性を促すためにも重要であり、そのために

は3つの優先的な投資が必要であると考える。

　まず第一に対応すべきは優秀な人材プールを

拡張することだ。近年、高所得層の家庭の子供の香

港内の大学進学率はきわめて低く、毎年セカンダ

リースクール卒業生のわずか

18％でしかない。しかも、卒

業生の専門分野による偏りか

ら、産業分野による人材の過

不足がアンバランスな状態と

なっている。また才能を持な

がらも金銭的な問題で進学

できない低所得層の子供も、

大学の高等教育を受けること

ができるように制度を改革

し、より多く、バラエティに富んだ有能な

人材を輩出するさせることが急務だ。

　第二に、東南アジア諸国連合（ASEAN）

との貿易関係をより強化することで、ビジネスチャンスを増やす事だ。これまで香

港の経済成長は中国に大きく依存してきたが、引き続きこれまでのように中国と

他国との強力な架け橋としての機能を維持し続けることが重要であると同時に、

これからは東南アジア諸国にも目を向ける必要がある。

　最後は、「新たな産業へのより有効な公的投資」だ。政府はここにきて香港国内

の技術力とイノベーションの成長を促す為、GDPの0.2％にあたる580万ドルの予

算を投じた。これは大きな一歩ではあるものの、まだ充分とはいえない。また、単

に「お金を出すだけ」ではなく、能力開発とその実行に必要な基盤づくりからサ

ポートすることがより有効な投資といえよう。

　現在、香港の議会はガバナンスの危機という、政策を実施するにあたり深刻

な問題を抱えている。いち早い政治改革のためには議会の統制を取り戻すこと

はまず取り組まなくてはいけない最重要課題であり、実際、シンクタンク「Path 

of Democracy」が行った世論調査では回答者の75％が議会の正常化を求めて

いる。

　また今後、政府は香港の若者、そして香港に投資し続けてきた国際社会のため

に政治改革を推し進める中で、中道派の政治団体との適度な協力も必要になっ

てくるであろう。
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め
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は
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香港

香港香港&広州深圳

深圳

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
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The Victoria Towers

（所在地） MTR尖沙咀（チムサーミョイ）駅

（間取り） 1LDK　842sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） 駅直接

（月　額） HKD36,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 3LDK　1248sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD38,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 2DK　Net 790 sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） スーパー近く

（月　額） HKD25,000　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
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n
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n
g
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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

Masterpiece

Royal Peninsula

ライフ（香港・広東共通）
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