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すけそう鱈の
生姜みぞれあん定食
すけそう鱈の
生姜みぞれあん定食

牛塩麹焼き定食牛塩麹焼き定食

自家製ハンバーグ
（和風デミソース）弁当
自家製ハンバーグ
（和風デミソース）弁当

野菜黒酢とヒレカツの
野菜五穀ご飯弁当
野菜黒酢とヒレカツの
野菜五穀ご飯弁当

太古店
限定の
お弁当

太古店
オリジナル
メニュー

住所：Shop No.G-7, G/F, Kornhill Plaza(South), 2 Kornhill Rd., Quarry Bay　電話：(852)2560-1991
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　これから、いよいよ夏本番を迎えようとしている香港。7月1日、尖沙
咀（チムサーチョイ）のMIRAMAR MALLに、ドレスシューズからカジュ
アルシューズまで幅広いラインナップに定評がある、シューズショップ
の「REGAL」がリニューアルオープンする。オススメのアイテムは、
MEN’S & LADIES’ともに昔懐かしいRマークがワンポイントで入ったホ
ワイトスニーカー（HKD699）。シンプルなデザインなので何にでも合
わせやすく、これから夏に向けて足元を爽やかに魅せるのにピッタリ
の一足だ。
　リニューアルオープンと同時にGRAND OPEN記念SALEを開催中な
ので、お見逃しなく。さらに、17日まで靴、バッグをお買い上げの方にも
れなくREGALオリジナル靴ベラがプレゼントされるなど、貴重なアイテ
ムも付いてくる。

　靴以外にもバッグなどの小物も多数入荷予定なので、あなたもお気
に入りのアイテムがきっと見つかるはず。ぜひこの機会に足を運んで
みよう。

ゴシックメタルの優美と狂気の世界にあなたを引き込む！
一夜限りのド迫力ライブ

　幾度も欧米でのライブを成功させ、世界中のファンを熱狂させてきた
ヴィジュアル系バンドの四天王「Mo dix Mois」。90年代ヴィジュアル系
を代表するMALICE MIZERのギタリストであるManaのソロプロジェクト
として、2002年に始動したMoi dix Moisは、その後ボーカルのSeth、ギ
ターのRyux、ベースのSugiyaを加え、着々とその名を世に知らしめてき
た。ゴシックの壮麗さとメタルのダークさを併せ持つ独自の世界観が魅
力のこのバンドが10月23日、ついに香港での初ライブを開催する。
　バンド名の由来はフランス語から取った造語だ。Moiとは私、すなわち
リーダーManaのこと。dixは始まりを意味する1と永遠を意味する0を組
み合わせた数字10を表し、このバンドに「無限の可能性」を見出してい
る。そしてdix Moisは10か月という意味で、胎児を授かってから生まれる
までの10か月間にちなんで、誕生・始まりという意図が込められている。
　ゴシック、クラシック、メタル、インダストリアルなど様々な音楽ジャン
ルを融合させた独特のスタイルと、ゴシックロリータの教祖と称される

リーダーManaを筆頭とした優雅かつ華麗なビジュアルは、見るものに
強烈な印象を植え付ける。古典と前衛、優美と狂気、構築と破壊といった
相反するものを集結させたこれまでにない刺激的な音楽。ゴシックメタ
ルビジュアル系バンドが織り成す熱狂的な一夜に酔いしれて。

Moi dix Mois Live in Hong Kong
10月23日
会場：Kowloon Bay International Trade & Exhibition Center MUSIC ZONE
時間：Aチケット入場 18:30 / Bチケット入場 19:00 / 開演19:30
料金：Aチケット　前売りHKD680/当日 HKD780（150名限定サイン会参加可能）
　　 Bチケット　前売りHKD480/当日 HKD580
ウェブ：Moi dix Mois 公式ホームページ　http://moidixmois.net
　　   EXCLAMATION MUSIC　　　　www.exclamusic.com
問い合わせ：contact@exclamusic.com

シューズショップ「REGAL」
7月1日にMIRAMAR店がリニューアルオープン！

REGAL
住所：Shop 2037-38, 2/F., Miramar Shopping Ctr., 
　　  132 Nathan Rd., TST
電話：（852）2116-1552
フェイスブック：Regal Shoe Hong Kong
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　ある日脳腫瘍のため余命わずかと宣告された郵便配達員の「僕」は、
自分と全く同じ姿形をした悪魔に出会う。悪魔は、世界から大切なもの
を一つ消すことと引き換えに、余命を一日ずつ延ばすという取引を「僕」
に持ちかけた。初めは電話、次に映画、そして時計。物が消えると同時
に、その物にまつわる家族や友人、大好きだった元恋人との思い出も世
界から消え、「僕」の周りの世界も少しずつ変化していく。「僕」が死んで
世界から消えた時、世界はどう変わるのだろう。そんな疑問を抱いて生
き続ける「僕」に残された最後の大切なものは、共に暮らしてきた愛猫
「キャベツ」だった。
　多くの映画やドラマで活躍する若手人気俳優、佐藤健主演の映画「世
界から猫が消えたなら」。原作は100万部以上の売り上げを誇るベストセ
ラー小説。映画「ジャッジ！」を初めとする数々のヒット作を生み出してき

た永井聡監督の下、宮崎あおいや濱田岳、奥田瑛二といった豪華キャス
トが勢揃い。大切な思い出と決別することで死を先延ばしにして日々を
過ごす「僕」の日常を描いた、やさしい「愛」の物語。果たして世界から猫
は消えてしまうのだろうか。「僕」の選択と物語の行きつく先とは。先行上
映会では感動の涙が止まらない人続出。7月28日公開。

毛穴を引き締めてハリのある明るい肌に
様々な成分が配合されたオールインワンスキンケアジェル

　たとえ肌にやさしい植物性オイルであっても、つけすぎると肌を傷つけ
てしまう。タイ生まれのナチュラルスキンケアブランドTHANNが開発した
「Revitalizing Fluid」は、保湿・エイジングケア・バランシングの3つを同時
にケアできるオールインワンジェルで、オイルを使用することなく肌の状
態と見た目を改善し、皮膚のバリア機能を高めてくれる。
　肌の炎症や刺激を抑えるとともに強力な抗酸化効果をもたらすナノ
紫蘇エキス、肌の滑らかさと弾力性を保つオーガニックツバキ油、毛穴
を引き締めて刺激を取り除くトチノキエキス、肌の保湿バランスを維持
する手助けをするトレハロースエキス、肌を潤わせ、黒ずみを目立たな
くするアロエエキス、コラーゲンの生成を促進し皮膚のバリア機能を高
めるオゾン化イネカルス培養エキス、ビタミンEが豊富で強力な抗酸化
作用を示し、肌の保湿バランスの維持を補助する米ぬかオイルといった

7つの強力な自然抽出成分が含まれている。この特別な配合成分は毛穴
を引きしめながら黒ずみを減らし、さらに保湿効果によりハリのある明
るい肌を取り戻してくれる。また、軽めのテクスチャーなので皮膚に浸透し
やすく、オイリー肌には理想的だ。今すぐTHANNの「Revitalizing Fluid」で
あなたの肌をよみがえらせよう！

THANN 「Revitalizing Fluid」
ウェブ：www.thann.com.hk

大切なものと引き換えに生き続ける「僕」
死と愛との狭間で揺れる葛藤を描いた感動作

世界から猫が消えたなら
7月28日公開
監督：永井聡
主演：佐藤健、宮崎あおい　他
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今週の香港ピックアップ サラダバー
Toss & Turn

ジャコモ・プッチーニ作
トゥーランドット

7月16日、9月25日

古代中国の姫をめぐる物語、最後に待つのは愛か死か
　美しいトゥーランドット姫との結婚の条件は3つの謎を解くこと。失敗
した者に待つのは死。多くの男が無残に散っていく中、ただ一人謎を解
いた男カラフが現れて……。一流ソプラノ歌手ニーナ・スティーム演じ
る姫とテノール歌手マルコ・ベルティ演じるカラフによる古代中国を舞
台にした愛憎劇。果たして姫と男の運命はいかに。

Shop 3, B3 Three Pacific Place, Admiralty
8:00～20:00（月曜~金曜）、10:00～18:00（土曜・日曜・祝日）
(852)2633-8312
http://hk.tossnturnsalad.com/

パワフルで伝統的な80年代パンクが今再び！
　パンクを通して自己について考えるという斬新な舞台。視覚に訴える

映像とギラギラしたポップビデオの一見奇妙な融合は、80年代ビジュア

ル文化の急速な変化を物語っている。イギリスからやってきたアーティ

ストがキャッチ―でエレクトリックなメロディーを響かせながら、保守的

なアイデンティティに対して疑問を投げかける！

M+Screenings：This is Now
Performing the Self

8月7日

女性に人気！ 彩り豊かな野菜であなたを笑顔に
　「現在ダイエット中」、「日頃あまり野菜を摂れていない」、「野菜が大好き！」。そんな人

におすすめなのが新鮮なサラダを中心に、多くの野菜メニューを提供する店「Toss & 

Turn」。イチオシは、サーモンやベーコンなどの肉類とデリチョイスから好きなものを選

び、お好みのドレッシングをかけて食べる自分だけのオリジナルサラダ。ほかにも日替

わりスープやサンドウィッチ、野菜デザートなど、豊富な品揃え。常に品質チェックを怠ら

ず、「良いモノ」だけに徹底的にこだわって提供される彼らの野菜は、食べる人を笑顔に

変える！ 忙しい人には嬉しいオンライン注文も可能。とにかく新鮮さをウリとする

Toss & Turnの野菜メニューの数々、ぜひ一度味わってみては。

難民について考えながら、気持ちのいい汗を流そう
　これまで3700人以上の難民に食糧提供などを行ってきた、香港で唯

一の難民援助団体クリスチャンアクション。今回彼らと共にジョイス

リン・イップらが開催するこのイベントでは、同団体の活動金を募って

いる。当日は参加者全員に無料Tシャ

ツを配布予定。これを機に難民問題

について考えてみるのもいいかもし

れない。

Run For a Cause 
The Refugee Run in Hong Kong

7月16日

Wellcome Theatre, 139 Pokfulam Rd.
7月16日：17:30
9月25日：17:00
大人：HKD210
学生・シニア市民（60歳以上・ID提示要）：HKD180
同日大人チケット20枚以上購入：HKD170/1枚

Broadway Cinematheque, Prosperous Garden, 
3 Public Square St., Yau Ma Tei
19:50
(852)2388-3188
www.westkowloon.hk/mplusscreenings
一般：HKD85
子供、シニア、学生：HKD65
ブロードウェイシネマテークメンバー：HKD68

Hong Kong Academy for Performing Arts, 
1 Gloucester Rd., Wan Chai
20:15
大人：HKD360/HKD240
学生・シニア市民・障害者：HKD216/HKD144

世界中の愛好家が集まる、クラシックギターシンポジウム
　今回開催されるシンポジウムは、クラシックギター愛好家たちが世界

中から集う場となっている。クラシックギターに関する知識を共有し、香

港の音楽芸術を盛り上げることが目的だ。マスタークラスの開講や演奏

など、ギタリストを目指す人も一般の人も楽しめるイベントとなってい

る。音楽を愛する人ならぜひ一度行ってみ

ては。

クラシックギターシンポジウム
Altamira HK Int'l Guitar Symposium 2016

7月8日～10日

Pak Shek Kok Promenade, Tai Po
8:30～10:00
http://eventful.com/events/run-cause-refugee-run-/E0-001-093355537-9
登録料：HKD100
（登録後届くEメールのスポンサーフォームより、登録料を含めた寄付金を
支払う。支払いはレース当日までに現金で集められる。登録料と寄付金は
その後クリスチャンアクションに直接送られる。）

香港ピックアップ
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香港＆広東

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）/
金融・保険 

香港/香港島 RGF 香港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。資産運用で悩む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。

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/九龍 RGF 香港

22K～25K
外資系金融ブローカーにてBus iness 
Development Executiveを募集。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 

香港/香港島

20K
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。

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 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K

大手通信企業にて営業人員を募集。IT経験、
システムインテグレーション、ネットワーク等の
知識を持つ方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

15K～18K香港/九龍 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。

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/
金融・保険 

RGF 香港20K～25K香港/香港島

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。                                                                                                                                                                

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 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島
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 

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

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。

営業・販売系/商社 20K～25K

自動車市場における、プ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 香港香港/九龍

RGF 香港

RGF 香港香港/新界

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 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 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

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） 

香港/九龍 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行れているか否か
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/
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対応、
サポート。旅行申込みの受付、および各社内
手続き、日本オフィスとの連絡等。

香港/九龍 20K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

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）/商社 

香港/九龍

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。

50K～70K
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香港＆広東香港＆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

製造工程の関連業務。条件は白物小物家電
業界で生産技術or品質保証をしていた方。また
は家電業界で製品の生産経験者。要ビジネス
レベルの普通話もしくは英語。

香港WORKS営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 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/九龍 15K～18K 香港WORKS
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、
日系企業の顧客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。

香港WORKS20K～30K広州 日系企業顧客窓口、コンサルタント。

香港WORKS18K～20K香港/九龍
コーティネーター＆リサーチ担当：ビジネス
英語、セールス＆マーケティング的業務に抵抗
ない方。

香港WORKSサービス系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～20K広告セールス＆マーケティング担当：未経験で

も人と接するのが得意な方応募可能。

香港/香港島

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。新店舗でのヘッ
ドシェフの募集。

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産) 

技術系（メディカル・
化学・食品）/
コンサルタント 

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 

香港WORKSサービス系/外食・フード

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。

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

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 

応相談香港/香港島
証券会社にて、コーポレートアクセス業務。日系
企業と投資家とのタイムリーかつスムーズな
アクセスを遂行。財界・政治・産業の要人との
コンタクト経験、流暢な英語・日本語能力必須。

インテリジェンス
香港  ぽけっとページ営業/ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

弊紙PPW新聞と電話帳ぽけっとページの広
告営業。営業以外に編集なども積極的に学べ、
将来的にはオフィス管理者へのステップも
可能。ベトナムなどへの出張あり。

インテリジェンス
広州

営業・販売系
/旅行・レジャー・観光 

RMB
10K～12K広州

日系大手旅行会社で法人営業。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(業界
不問)・旅行業界経験者。【語学力】普通話で社内
交流できる程度。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 80K～100K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。

応相談主婦パート/
ぽけっとページ

在宅での翻訳や打ち込み作業、出社しての編集取材と
サポート業務など、勤務時間と勤務種類は応相談可。
ブログを書くのが趣味な方や、フェイスブックで写真を
撮ったりする方には、編集サポート業務がおススメ。
小さな子供がいらっしゃる方には、在宅勤務がおススメ。

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

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。

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

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。

ぽけっとページ香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港＆広東香港

べトナム

　バーチャルリアリティ（以下 VR）とは、コン
ピュータ上に作られた世界を、実際の感覚
のように体感する技術およびその世界のこ
とである。2016年はVR元年という声も多く、
様々な VR 関連サービスが生まれている。そ
こで今回は、20 代～ 60 代までの男女 1,207
名を対象に VRに関する調査を行った。

◆「VR体験者」は全体の約4割
　VRを体験したことがあるか質問したとこ
ろ、「ある」は 37%、「ない」は 63%となった。
まだ知名度は低いと言えるが、すでに体験し
た人にきっかけを聞くと、「TV 番組を見て」
が最も多く、「イベントを通りかかって」が 2
位となった。また、体験した VRコンテンツ
は、「アトラクションや体験施設」「映画」
「ゲーム」があげられた。
  

◆VRを使いたいシーンは「自宅」

 
　VR を使いたいシーンとしては、「自宅」が
最も多く、テレビ、パソコン、スマホ等を利用
して気軽に使ってみたい人が多いことがわ
かった。この需要に合わせて、最近では家庭
用 VR ヘッドセット等の機器が次々と発表さ
れているようだ。

◆VRの価格、いくらなら買う！？

 　

　家庭用 VR 機器として、一体いくらなら購
入したいか。この質問に対しては、経験の有
無によって価格に関する認識が全く異なる
ことがわかった。VR 未経験者は 5,000 円未
満での購入を望む一方、経験者は 10,000
円～30,000 円が最も多い結果となった。経

験者は未経験者より価格の許容度が高く、
VRを経験すればするほど、よりハマっていく
傾向にあるようだ。

◆VRで1番体験したいコンテンツは「観光」

 　VRで体験したいコンテンツとして、最も
多かったのは「観光」。家にいながら、世界中
どこでも「好きな場所」に「すぐ」に行けると
は、まさに夢のような未来の話のようだ。今
後、観光に関する動画の発表に期待したい。

◆VRを体験するきっかけは？
 　VR 未経験者に対して、どんなことがあれ
ばVRを体験したいと思うか質問したところ、
約半数が「値段が安い、または無料で体験
できる」場合と答えた。VRを気軽に体験でき
るイベントや報道等の増加が普及の鍵であ
ると言える。
　まだVRを体験したことのない方も、一度体
験したらVRの虜になるかも！？「VR」の文字
を見つけたら、ぜひ体験していただきたい。

一度
経
験
す
る
と
、

必
ず
ハ
マ
る
！？

【調査概要】
調査機関：株式会社Viibar（ビーバー）
調査対象：20代～60代までの男女
調査人数：1,207名

2016年は「バーチャルリアリティ」元年！

〜「
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ
」に
関
す
る
意
識
調
査
〜
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香港＆深圳

◆働く女性は「５時から」がヤマ場。忙しさのピークを乗り越え
た後、大きな充実感の波を迎える。
　はじめに、平日最も「忙しい」・「充実している」・「考えを巡らす」
時間について質問した結果をグラフ化したところ、大きな山が 2つあ
り、それぞれ午前・午後 5時ごろから始まり、午前・午後共に 6～7
時ごろに忙しさのピークを迎え、それを乗り越えた夜 9～10 時ごろが
大きな充実感と共にじっくりと考えを巡らす時間帯であることがわ
かった。

 ◆まさに『５時から女』。働く女性の約 7 割 (69.8%) が、夕方
５時ごろを境に心境の変化あり。
　働く女性に対し、日々、夕方 5時ごろを境に心境の変化があるかを
尋ねたところ、「ある」と回答した人が 24.1％、「なんとなくある」と回
答した人が 45.7％と、約 7割が夕方 5時ごろを境に心境の変化があ
ることが判明。バブル期に流行語となった 5時から元気になる“5 時
から男”ならぬ、“5 時から女”の実態が浮き彫りになった。

◆ワーママ・ノンママ共に、
夕方５時からは「やりきる時
間」と認識。「もうひと頑張り」
が第 1 位。
　夕方 5時からの時間をどのように捉えているかについて、ワ―ママ
は、第 1 位「バタバタする時間」(24.0％ )、第 2 位「追われる時間」
(16.6％)、第 3位「やりきる時間」(11.2％) がランクイン。ノンママは、第
1位「プライベートな時間」(27.2％ )、第 2位「やりきる時間」(22.6％ )、
第 3位「落ち着く時間」(15.8％)となり、ワ―ママ、ノンママともに、「や
りきる時間」が 3位以内にランクインする結果に。仕事とプライベート
や家事・育児の両立をあきらめない姿勢が明らかとなった。

◆「時短」よりも「効率」！ 働く女性が夕方 5 時からに求める要
素は『効率』・『癒し』・『ゆとり』。
　夕方5時からの時間に何を求めるかを尋ねたところ、第1位「効率」
(24.3％ )、第 2位「癒し」(19.9％ )、第 3位「ゆとり」(15.3％ ) がランク
イン。一方「時短」は 9.7％にとどまった。単なる時間の短縮だけでは
なく、質にこだわりつつ、限られた時間を有効活用するために「効率」
を求める現代女性ならではの気持ちの表れと考えられる。

◆ワーママとノンママの欲張りなワーク・ライフ・バランス。
仕事もプライベートもキレイも！
　また、ワーク・ライフ・バランスについて、それぞれどのくらいの
割合で取り組みたいのか「仕事・キャリア」「家事」「キレイ（見た目の
美しさ）」「趣味・遊び」などの項目について５段階で評価してもらっ
たところ、どれも平均以上に取り組みたいという、現代の働く女性の
“欲張り感”が浮き彫りとなった。仕事もプライベートも見た目も“キラ
キラ”と充実した女性が現代女性の理想のようだ。

【調査概要】  調査方法：インターネットリサーチ　　調査時期：2016年4月　　調査対象：全国の25～44歳の働く女性　　調査人数：1,000名

～ワーキングマザーとノンママに関する意識調査～

“5時から男”ならぬ、“5時から女”！？
働く女性の約7割が夕方5時を境に心境の変化あり。
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香港

電子版で日経新聞を読む事が多いそうですね。
　はい。毎朝電子版を主にPCで読んでいます。日中はスマホ
で速報を見ることもあります。ただ中には紙じゃないと見れな
いものがあって。それは広告なんですよね。今世の中では何
が流行っているのか、など、トレンドを知る為に広告を見るよ
うにしているのですが、これに関しては紙の体裁のものを見
る必要がありますので、こちらは通常のニュースとは別に、紙
面ビューアを使って見るようにしています。

普段、どのような読み方をされていますか。
　仕事柄、まずマーケット欄をチェックしていますね、そして
我々アナリストにとって、担当している企業の株価に影響を与
えそうな記事や重要度が高いトップ記事は勿論、例え中面で
あっても見逃すわけにはいかないので注意しながら読んで
います。あとは現在、オフィスには日本人が私1人ということも
あって、同僚から日本全般のニュースを聞かれることも多い
ので、一通りのニュースは把握しておくようにしています。

「Ｍｙニュース」を活用しているそうですね。
　はい、まずニュースについてはキーワードに「香港」を登録
しています。香港でなにか起こったときにはやはり日本語で
ニュースが読みたいんですよね。あと、連載やコラムも登録
上限の50個ギリギリまで登録して読んでいます。そのなか
でもよく読むのは豊島逸夫「金のつぶやき」でしょうか。彼は

もともと金の専門家だと思うのですが、株為替金に関しても
まんべんなく語ってらっしゃることが多くて、相場の見方なん
かも参考になります。あとは、「Financial Times」や「迫真」、
もよく読んでいます。「迫真」はルポタージュなんですけど、こ
れは日経の記者じゃないと書けないだろうなと思いながら
読んでいます。その他には「大機小機」や、「習政権ウォッチ」
や・・・。とやっていたらあっという間に50個になってしまいま
した（笑）。でも、どれも仕事の合間でふと一息ついた時なん
かに面白く読ませてもらっています。

その他に仕事以外で読まれる記事はありますか。
　年齢的にも健康が気になるということもあって、健康情報
サイトの「日経Gooday（グッデイ）」を雑誌を読む感覚で楽し
く読ませてもらっています。一汁一菜がいいんだなーとか、勉
強になる事も多いです。なかでも「私の『カラダ資本論』」の
GMO熊谷社長の記事はとても印象に残っています。私より
年齢が上なのにとにかく見た目もとても若いんですよね。実
際、健康診断でも10歳以上若いという数字が出たりしている
みたいで。食べ物や食べるタイミングにものすごく気を遣っ
ていらっしゃって、「ストイックにやるとこんなに若くいられ
るんだ！」と驚きました。とても参考にはなりましたが、なかな
か実践は難しそうです（笑）。

日経新聞が欠かせないと感じる時はどんなときですか。
　常に、です。お金を出してまで購読する価値のある日本語
ニュースは日経以外にはあまり多くないのではないかな、と
香港で働くようになってからは特に感じるようになった気が
します。日本語で香港の情報を経済的観点から得られるの
もとても助かっています。あとは、ネットのニュースでは得ら
れない質の高い情報を得られるので、そのニュースがもつ
意味を考えたりするときや、調べ物がある時にも参考になり
ますね。やはり経済ニュースを把握する上で日経新聞は欠
かせません。

引退してからも読まれるとか。
　好きなんですよね、日経新聞（笑）。就職活動の時に初めて
日経を手に取ったのはいいけれど、全然理解できずに読み
きれなかったのが懐かしいです。今では株式アナリストとし
て大事な情報源ですから。あと、中立的な報道姿勢なので
読んでいて疲れないのがいいですね。記事もビジネス関連
が中心なので、物事をどう理解するべきかが解りやすいんで
す。うん、やっぱり引退してからも読むと思います。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　キャンターフィッツジェラルド証券は、現在、日本に支店が
ないため日本国内での知名度は低いですが、米国債プライ
マリーディーラーの１社で、グループ全体では世界60拠点
に8,500名の従業員を抱える米系証券会社になります。主力
事業は株や債権の仲介で、2001年9月11日の米同時多発
テロでは従業員の約７割を失いながらも奇跡的に建ち直っ
たこととしても知られています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

経済・社会における大事なバイブル
日経新聞電子版をフル活用して

公私に役立つ情報をゲット

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」。

今回は証券アナリストとして活躍する、キャンターフィッツジェラルド証券香港支店 
マネージングダイレクターの根間尚志さんに、

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。
キャンターフィッツジェラルド証券 香港支店
マネージングダイレクター
根間尚志（ねま なおし）さん
　2012年11月来港。キャンターフィッツジェラルド証券の
アジア調査部部長で、本人も日本の通信やインターネット
関連の会社を担当する現役証券アナリストとして活躍中。
趣味は最近始めた合気道。忙しくてたまにしか顔を出せて
いないそうだが、合気道に求められる「力をそらす」運動は
常に力を抜く必要もあるため、平日の緊張をほぐすリラッ
クス効果もあるのだという。　

Cantor Fitzgerald 
Capital Markets (Hong Kong) Ltd

住所：6708-6712 The Center, 99 Queen’s Rd., Central
TEL：(852)3558-5546
ウェブ：http://www.cantor.com/

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

香港 香港 深圳

香港深圳
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（所在地） 天河区

（間取り） 4LDK 165㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄3号線と１号線広州東駅まで徒歩10分

（備　考） 日本人の家族の入居者多い。周りの交通は大変便利。

（月　額） 12,000元

富 力 华 庭

（所在地） 天河区

（間取り） 3房137m²

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄3号線石牌橋駅まで徒歩5分

（備　考） 大型スーパー、日本料理が周りにあり、日本人入居者多い。

（月　額） 12,000元

エ ジ ン バ ラ

天 河 新 作

（所在地） 珠江新城

（間取り） 2LDK、125㎡

（室　内） 内装、全家具家電付き

（環　境） 地下鉄3号線と5号線の珠江新城駅まで徒歩6分

（備　考） 周りに日本料理があり、セキュリティも万全。

（月　額） 11,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

H
o
n
g
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o
n
g

G
u
a
n
g
 D

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
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

ライフ（香港・広東共通）
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香港

◆ 約7割が「量も無駄も多すぎる」と感じる“情報量”…
　 約半数が「SNS疲れ」を実感、義務感を感じる人も
　はじめに、普段接している情報量について聞いたと
ころ、約7割が｢普段触れる情報量(ニュース、SNS、人か
ら聞く情報など情報全般)が多すぎる｣(69％)と感じて
いることがわかった。さらに、「身のまわりに(本質的に
は)自分に必要でない・大切でない情報が多い」(69％)
と感じている人も同じく約7割に上り、様々な情報に日
常的に接しながらも、その量が多すぎたり重要でない
と考えたりしている女性は多いようだ。
　そんな中で、SNSについての考えを調べると、約半数
がSNSを使用することに対して「疲れたと感じる」(49％)、
さらには「ストレスを感じる」(41％)とも答えている。

◆「SNS疲れ」の原因はやはり“情報量”にあり。
　しがらみや人の目…実際の生活を“脚色”、
　キャラ分け疲れも？
　疲れやストレスに感じる理由としては、「タイムライン
などで流れてくる情報が多すぎるから」(49％)、「タイム
ラインなどで流れてくる情報に無駄が多いと感じるか
ら」(45％)が2トップで、ここでも情報量の多さやその精
度についての考えが反映された結果に。他には、「フォ
ロワーなど、見ている人の目を気にしすぎてしまうか

ら」(32％)や「いいね！やコメントなどの反応をすること
が疲れるから」(26％)など、SNSならではの回答が上位
に並んだ。
　その体験談として、「必要のない情報が多すぎるが、
SNSを見ていないと情報が不足していると思われてしま
う気がして仕方なく見ている」(28歳)や「知り合いの“リア
充”投稿を見ると、今の自分と比較して羨ましくてストレ
スを感じる」(32歳)などのエピソードが集まった。
　ちなみに、これらのコメントでも見られたように「自
分や自分の生活をよく見せるために、投稿内容や写真
を実際の物事から脚色・加工することがある」(29％)と
答えた人は約3人に1人におよび、ほかにも、「普段の生
活における自分とSNSでの自分で、キャラクターに違い
がある」(25％)、「自分や自分の生活をよく見せるため
に、事実ではないことを投稿することがある」(14％)と
答えた人も一定数いる結果となった。

◆いわば“心の脂肪”!? SNSの隠れ疲労にストレス、
　約3人に1人が”SNSメタボ”の自覚アリと回答
　こうした調査結果をふまえ、外(SNSで公開されてい
る状態)からは何も変化がないように見せていても、
SNSを使う中で感じるストレスや不満、人とのつながり

や演出してしまった数々の投稿など様々な“心の脂肪”
が少しずつ蓄積され、SNSを使うことに疲れてしまうな
どの状態を”SNSメタボ”と命名。自分が”SNSメタボ”だ
と思うかどうかを聞くと、約3人に1人が「SNSメタボだ
と思う」と自覚している。

　日々接する情報量が多すぎると感じていたり、SNSを
使うことに疲労やストレスを感じていたりといった層
がこれよりも多いことを鑑みると、その予備軍は多く、
実際に”SNSメタボ”状態になっている女性はさらに多
い可能性も考えられる。

【調査概要】
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年5月2日～9日
調査対象：20～30代女性
※週に1回以上、何らかのSNSの投稿・閲覧をしている方
調査人数：500人(年代別に均等割付)　　　　　　　

～SNS利用と心理に関する意識・実態調査～約
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
女性ならではの視点で、女性のための様々な情報を発信するwomedia Labo(ウーメディア ラボ、運営：トレンダーズ株式会社)は、
このたび、化粧品ブランド「イプサ」と共同で、「20～30代女性のSNS利用と心理」についての意識・実態調査を実施した。

ライフ（香港・広東共通）
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