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リオデジャネイロオリンピック
日本柔道チームの活躍で
いま、大注目！

香港柔道館香港柔道館
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Fish & Meat
夏の新メニューを味わおう

リニューアルで
さらにドイツ感満載に

Amalfitana
海辺のカジュアルイタリアンレストラン

国籍を超え、日々心身を鍛錬！

Solution

ビジネスにおける
ソリューション・
ナレッジや解決法

21
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Beerliner＆
The Beer House
Beerliner＆
The Beer House

長期ビジネス連載
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グルメ記事も絶好調！
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香港

　紀元前8世紀、イタリア半島の中心に建てられた小さな都市ローマ。紀
元前1世紀になる頃には、ヨーロッパを超え北アメリカや西アジアまでも
支配下に収め、古代世界で最も大きな帝国の一つとなった。そしてこの帝
国拡大について語るに欠かせないのは、古代ローマ人たちが「Mare 
Nostrum (私たちの海)」と呼んだ地中海。貿易などの商業からレジャー、戦
争まで様々な分野において、航海が重要な役割を担っていたこの時代、彼
らは航海に関する多くの知識や技術をこの海から学んだのだ。
　今回フォーカスされている古代都市ポンペイは、そんな繁栄の恩恵を
受けるローマ人の余暇地として繁栄した都市だ。紀元前79年のヴェス
ヴィオ火山が噴火により、一瞬にして地中に埋もれてしまったものの、現
在その遺跡はユネスコ世界遺産にも登録されている。展示品として並ぶ
のは、ポンペイやローマを含めたイタリアの各都市の博物館から集めら
れた約110にも上るローマ人たちの遺品だ。金で作られたジュエリーや銀
製食器、銅像や工芸品などの美しい展示品の数々は、古代ローマ帝国の

繁栄を私たちに伝えている。また香港歴史博物館では初となる、ポンペイ
の犠牲者たちの全身ギブスも見る者の多くを呆然とさせるだろう。ほかに
もマルチメディアプログラムや3Dアニメーションなど古代ローマをリアル
に感じられる展示も用意。いまだ多くの謎を抱える古代ローマ帝国にぜ
ひ触れてみよう。絶好の機会をお見逃しなく！

女性にとって嬉しい効果がたっぷり詰まったスキンケアジェル
「SKIN ACTION SEBUM GEL」を使えばスベスベのお肌も夢じゃない！？
　アジア初の医薬部外品スキンケアブランド「Cellnique」は、アジアの
200以上のビューティサロンにおいて高い売れ行きを誇り、市場では最
も多く試験を重ねた信頼できるものとして有名だ。
　そんなCellniqueの「SKIN ACTION SEBUM GEL」は、フォトエンジニア
リング処方の、刺激も少なく肌質を問わず使うことができるデイリース
キンケアジェル。ダメージを受けて黒ずんだ毛穴のターンオーバーを促
し、毛穴の詰まった皮脂を取り除くことに効果的だ。医薬部外品のコスメ
というだけあって、ニキビの改善と抑制効果もあるので、ニキビに悩む
人にもぜひ知ってほしい。また肌の保湿機能を高めることでよりハリの
ある肌に近づき、アンチエイジングにも効果的。これ一本で様々な肌の
悩みを解決できてしまう万能アイテムだ。使い方も簡単で、朝と夜の洗

顔後、オイリーになりがちなTゾーンにくるくると優しく塗りこむだけ。効
果も短期間で現れるので、もうすぐデートの約束があるという人にとっ
ても心強い味方になること間違いなし。今すぐこのジェルを使って、誰も
がうらやむ美しい肌を手に入れよう。

Cellnique
ウェブ：www.cellnique.com

古代世界で繁栄を誇ったローマ帝国
失われたポンペイに眠る数々の遺品が香港で見られる！

Mare Nostrum: Roman Navy and Pompeii
住所：Special Exhibition Gallery, Hong Kong Museum of History, 
　　  100 Chatham Rd. South, TST
期間：～8月29日（毎週火曜日以外）
入場料：スタンダード HKD10
  　　 障碍者（付添人1人を含む）、学生、シニア（60歳以上） HKD5
  　　 グループ（20人以上） HKD7
  　　 博物館パス保有者 無料
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　アンチエイジングスキンケア製品を作るコスメブランド「BAKEL」は、
保存料や化学薬品など余計なものは一切使用していない。2008年にイ
タリアで創業され、翌年にはAmerican WWD Beauty Biz賞を受賞。
フィンランドでは14製品がアレルギー＆喘息協会によって安全だと認
められ、現在香港を含め世界各国に多くの店舗を展開している。
　今回紹介したいのは次の4つの商品。まずは「LACTOBIONIC Anti-age 
Serum」。ラクトビオン酸、グルコノラクトン、ベジタブルグリセリンを含
むこの製品は、肌のハリを取り戻す効果、アンチエイジング効果、保湿効
果の3つの効果がこれ一つで得られるお得なアイテム。「COLLAGEN 
Firming Srum」は納豆菌ガムやパンテノール、ベジタブルグリセリンが
入っていて、肌に栄養分を与えることで若さと潤いを保たせてくれる。肌
のトーンやハリの衰えが気になる人には「JALURONIC Deep Hydration 
Serum」。中に含まれる質量の軽い分子はスキンケアに最適で、保湿効果
だけでなくリフティング効果もあるため、使うと肌がより明るい色に。アン
チエイジングに特化したい人にオススメなのは「THIO-C Revitalising 

Glowing Serum」。グルタチオンやビタミンCの効果によってしわを減ら
すとともに、紫外線ダメージによって生まれた肌のくすみを回復してく
れる万能商品だ。あなたもBakelのコスメを使って若さと美しさを長く
保とう！

陶器の故郷に生きる現代の作家が作り出す名品たち
景徳鎮作品展、香港大学美術博物館にて開催中
　より多くの人たちに気軽に芸術に触れて欲しいと、伝統工芸から現代
アートまで、年間を通じて様々な芸術プログラムを企画している香港大
学美術博物館で、中国の景徳鎮で創作活動をする現代作家たちの作品
展を開催中だ。景徳鎮といえば、誰もが一度は耳にしたことがある陶器
の生産地。その歴史は1000年を超え、日本の有田焼や伊万里焼、そして
ドイツのマイセンと、多くの名窯が多大な影響を受けたと言われてい
る。今回は、そんな「世界の陶磁器の原点の地」でその伝統を受け継ぐと
同時に、古くは元、明、清王朝時代の青磁や白磁についてであったり、ま
た、その後、一度衰退しかけた際に再興のきっかけとなり、ヨーロッパで
も持てはやされた独自の色彩技法「ファミーユローズ」により女性や花
などが描かれてた陶器についてであったりと、長い年月のなかで変遷を
遂げてきた景徳鎮のそれぞれの時代について、何十年にもわたりマニ

アレベルの研究を重ねてきた陶工たちが作り上げた個性的な作品の
数々を通して、今も尚、進化を遂げる景徳鎮の世界を紹介している。

BAKEL
ウェブ：http://www.bakel.it/en

Landmark
住所：Harvey Nichols Landmark, 15 Queen's Rd., Central
電話：(852)3695-3388
Pacific Place
住所：Harvey Nichols Pacific Place, 88 Queensway
電話：(852)3968-2668
The One 
住所：UG1, Beauty Bazaar by Harvey Nichols, 100 Nathan Rd., TST

肌の老化にお悩みの方必見！
「BAKEL」のコスメで年齢を重ねても美しい女性に

Contemporary Treasures by 
Jingdezhen’s National Masters from 
the Lamda Foundation
住所：2/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, 90 Bonham Rd., Pokfulam
期間：～10月23日
時間：9:30～18:00（月曜～土曜）、13:00～18:00（日曜）
休館日：大学の休校日に準ずる
電話：(852)2241-5500
料金：無料
ウェブ：www.hkumag.hku.hk
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

SHOOSHA
USDAシールリップバーム

Inti Stage Make-Up
韓国式男性用メイクレッスン

もはや「化粧」は女性だけのものではない！
　華やかなウェディング用から怪しげな変装用まで、あらゆるメイクアッ
プサービスを提供する「Inti Stage Make-Up」から、新しいメイク講座が

誕生！ 男性もバッチリメイクが当
たり前な韓国芸能界での人気メイ
ク術が、たった3～4時間でマス
ターできる。海外ならではの、既成
概念を打ち破る新しいレッスンに
参加してみては？

www.shooshatrue.com.hk
180元

99％オーガニックのリップバームで、うるおう唇をキープ
　赤ちゃんの肌やママたちの肌にやさしい天然オーガニック製品をつくるコスメブラン

ド「SHOOSHA」。そんなSHOOSHAのリップバームは唇をたっぷり潤しながら同時に栄養

も与えてくれる優れもの。世界で最も厳しいオーガニック認証と言われるUSDAによって

99％の原料がオーガニックと認められているため、敏感肌に悩む人も安心して使うこと

ができる。成分に含まれているのはヘリアンサス・アンヌスシードオイルやセラフラバ、

ローズマリーの葉のエキスにキンセンカエキス、トコフェロールなど。化学薬品や保存

料など身体に害を及ぼすものは一切使用されておらず、パッケージも可愛くてお洒落。

インターネットから気軽に手に入れられるのも魅力的だ。自分のためにも愛する我が子

のためにも、お一つ購入してみては。

Rm D19, 2/F., Manning Ind Bldg., 116~118 How Ming St., Kwun Tong
12:00～20:00
intilam@hotmail.com
http://intistage.com/courses.htm

PMQ, G/F., PC Bldg., 35 Aberdeen St., Central
(852)2866-0300  Code：FeedMe Guru
http://feedmeguru.com

ビーチでの楽しみ倍増！
　8月28日までディスカバリーベイでは子供が楽しめる盛りだくさんの

アトラクションを用意。ビーチでは、香港最大の10,000スクエアの迷路

が出現。DB Northではカラフル

なアート作品の展示や、楽しみ

ながら学べるワークショップを

開催。大人も子供も楽しめるイ

ベントだ。

Color Your Summer 
In Discovery Bay

～8月28日

ミシュランシェフの味をお得にいただいちゃおう！
　PMQに店を構えるミシュランスターシェフのジェイソン氏がオープンし

たモダンブリティっシュレストラン「Aberdeen Street Social」では、携

帯アプリの「FeedMe Guru」とコラボ、お得な6コースメニューを

HKD450で用意。炭火焼の

オーストラリア産和牛や北

海道産のホタテのロースト

など盛りだくさん。詳しくは、

下記URL「Aberdeen Street 

Social」でサーチ！

FeedMe Guru x Aberdeen Street Social
6コースブリティッシュディナー

～8月31日

陶器の域を越えた芸術品は一見の価値あり！
　日本人陶芸作家の今野朋子が、上環（ションワン）のギャラリーにて、現

在生活の拠点としているバリ島の陶器「ジェンガラ」の作品展を開催中。

繊細に施された装飾と、女性ら

しい柔らかな曲線が醸し出す

優美な世界観が印象的。香港

でも陶芸を学んだこともあると

いう彼女の凱旋個展に是非足

を運んでみよう！

Giant Year Gallery 
今野朋子陶器展

～9月22日

Giant Year Gallery. G/F., No. 15A New St., Sheung Wan
12:00～19:00（月～木）
11:00～19:00（金・土）
定休日：日・祝
www.giantyeargallery.com

Discovery Bay Lantau Island
Beach maze 木～日 11:00～17:30、Colour Workshop 11:00～18:00、
Creative Workshop 11:00～17:30

香港ピックアップ

04 Pocket Page Weekly 19 August 2016 No. 553
B



香港

香港&深圳

香港 香港

05Pocket Page Weekly 19 August 2016 No. 553
B



香港＆広東 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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

香港/新界 インテリジェンス
香港15K～20K

大手物流企業にて日系企業向けCS業務全般。
空港施設や倉庫での貨物の立会い、輸出業務等。
ビジネスレベルの英語必須。

経営・店舗管理・
現場責任者/
小売・流通・通信販売 

香港/新界 インテリジェンス
香港

20K～25K
機内免税品企業よりスーパーバイザー募集。
商品の納期調整、シッピング手配、スタッフ管理
など。要英語ビジネスレベル（広東語ができれ
ば尚可）。就労可能なビザホルダーの方。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード 

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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/香港島 30K～35K

日系企業の香港進出・会社設立のサポート、
会計監査、会社秘書役業務。日本の監査法人
にて、3～5年以上の会計監査経験と会計士
資格保持必須。

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 

香港/香港島 18K～23K
弁理士事務所における顧客対応及び特許事務。
（電話、メール対応、申請書作成、期限管理等）
CSまたは事務経験者で、ビジネスレベルの英語
希望。ビザホルダー。

香港WORKS営業・販売系/小売・流通 18K～23K香港/香港島 雑貨・工芸品を取り扱う店舗での店長業務。

インテリジェンス
香港香港/香港島 20K～22K

大手総合商社にて既存顧客のフォローアップ。
華南工場への生産状況の確認、購買的な業務
もあり。営業経験者歓迎、英語コミュニケー
ションレベル。普通語尚可。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 

インテリジェンス
香港30K～50K香港/九龍

保険・資産運用企業にて日本人顧客を対象と
したRM業務（商品：投資信託・債券など）。金融
全体の商品知識や経験を広く持っている方。
SFC Paper1取得者希望。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

25K～28K

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
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産) 

応相談
インテリジェンス香港の自社募集。セールス
コーディネーター、営業サポートと顧客窓口、
その他書類作成等。要ビジネスレベルの英語。
ビザホルダー歓迎。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～35K

セールスエンジニア職。東南アジア、オセアニア、
インド及び中東地区等の既存代理店営業、新規
代理店開拓・技術支援等。メーカー（電気関係
尚可）での5年以上の技術もしくは営業経験者。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
マスコミ・広告・デザイン 

20K～30K記者（経済・マーケット）北京語歓迎、ビジネス
英語。

香港WORKS香港/香港島

香港WORKS

香港WORKS深圳

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 

15K～20K
+コミッション香港/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。

技術系（メディカル・
化学・食品）/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

20K～30K
樹脂成形技術者。プラスチック成形組立製品
及び成形部品成型、金型、組立の技術、製造
技術の経験者。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 

その他
華東地域 RMB～30K

電気技術者。セットメーカーで電気設計者また
は電気技術者10年以上の経験者。完成品を
扱っており、DCE(データ回線終端装置)をよく
理解している方。語学不問。

インテリジェンス
広州

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 

広州 RMB18K～
(相談可）

日系大手企業で保育園の園長職。日本の保育士
資格必須。日本の保育園か幼稚園の管理経験
がある方。語学力不問（通訳を付けることも可能）。

香港/香港島 18K～24K 香港WORKS営業・販売系/金融・保険 ビジネスデベロップメントマネジャー。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

22K～24K
金融・保険商品を扱う投資アドバイザリー会社
でのアシスタント・カスタマーサービスの仕事。
日本人の顧客が多く、サポート業務なので顧客
開拓業務などはない。英語ビジネスレベル必須。

香港/香港島

RGF 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 

香港/香港島 18K～25K

外資系ソフトウェア企業にて日本語テスターを
募集。自社製品ソフトおよびサービスの日本語
表記チェック、日本人カスタマーに合わせて
ユーザビリティ向上を担当。英語ビジネスレベル
必須。

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 

香港/九龍 顧客窓口、メール対応、事務全般。
HKD

40～50/hr
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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 

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

香港/新界 18K～30K
加工食品を扱う商社での会計・経理の仕事。
一般会計・出入金管理、会計事務所・監査法人と
の連絡、本社への報告業務。簿記の基礎知識が
ある方、北京語もしくは広東語日常会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 18K～23K

投資・経営アドバイスを行う企業にてコンサル
タントを募集。主に日本人や日系企業へ保険
を中心としたリスク分散の提案、各金融機関と
連携し資産運用の提案を行う。未経験者可、
英語ビジネスレベル必須。

香港/香港島 18K～23K RGF 香港

日系保険ブローカー企業にて、コンサルタン
ト職を募集。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・ポートフォリオの
作成。

RGF 香港35K～70K香港/香港島
大手監査法人にてコンサルタントを募集。会計士
資格、および海外での監査実務経験必須。中国
本土税務に関する知識があると望ましい。英語
ビジネスレベル必須。

RGF 香港28K～35K香港/香港島

金融機関および事業会社に市場調査/マーケ
ティングツールを提供するITベンチャー企業
にて営業を募集。既存顧客のフォローアップが
中心。ガッツがあり丁寧な顧客対応が出来る方。
大卒・英語ビジネスレベル必須。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～25K
日本を代表する総合商社での営業。業界未経験
可、英語もしくは北京語ビジネスレベル必須。
法人営業経験があれば尚可。各種手当有・福利
厚生充実。

香港/香港島

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

18K～21K香港/九龍
日系大手物流会社にてカスタマーサポートを
募集。物流業界経験者は優遇、未経験応募可。
日常会話レベルの英語もしくは北京語が出来
れば問題なし。長く安定して働ける方を募集。

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 

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 

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～30K
大手通信会社での法人営業。日系企業を対象に
同社がサポートしている社内システム、データセ
ンター等のフォローアップ、および顧客の新規
開拓の担当。IT業界、Sier経験者優遇。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 

18K～35K香港/香港島
香港系ウェルスマネジメント企業にて投資アド
バイザーを募集。日本人顧客に対して投資商品
の説明、加入手続きのサポート。SFC有資格者
優遇、英語ビジネスレベル必須。

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 

RGF 香港

営業・販売系/商社 18K～23K香港/九龍

日系商社にて、セールスコーディネーターを
募集。日系顧客及び中国・香港系サプライ
ヤーとの連絡、調整、納期交渉を行う仕事。
年3～4回程度の中国への出張有。北京語・
英語ビジネスレベル。即就労可能な方歓迎。

RGF 香港 RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/新界 18K～22K

香港系大手物流会社にて営業の募集。日系ク
ライアントからの受注業務、社内調整、カスタ
マーサービス。フォローアップ中心のため新規
開拓なし。業種を問わず法人営業経験者、北京語
ビジネスレベル必須。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 18K～23K香港/新界
日系大手物流会社での営業・カスタマーサー
ビスの仕事。既存顧客のフォローアップ、オペ
レーション改善提案など。物流業界経験者優遇。
北京語もしくは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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

18K～25K香港/香港島
米系大手IT、コールセンター企業での日本
マーケットを対象としたカスタマーサポートの
仕事。電話・Email対応、データ入力等。PC入力

35K～50K
営業・販売系/
建設・建築・
内装・住宅関連 

大手日系建設会社にて建設工事入札業務担当
を募集。香港内プロジェクトにおける建設工事
見積もり、一般入札及び 指名競争入札を担当
して頂きます。同業界にて施工管理や営業の
経験者。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 50K～80K

大手製造業(半導体）にて内部統制・コンプラ
イアンス責任者の募集。取引企業の与信調査、
リスク管理、保険会社との折衝、契約管理。英語
ビジネスレベル、中国ビジネスの経験、財務
諸表を読める方。銀行出身者歓迎。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 20K～25K

総合商社の化成品事業部にて営業の募集。サプ
ライヤー・工場との折衝、価格交渉、製造企業
への提案営業。中国国内および東南アジアへ
の出張に抵抗の無い方。英語ビジネスレベル、
北京語日常会話レベル必須。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～30K香港/九龍

サンフランシスコ本社のベンチャー企業にて
日本マーケットの担当者を募集。BtoCのマー
ケティング経験者、日本市場でのWeb戦略、
アパレル・雑貨系のeコマースに詳しい方優遇。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～45K香港/九龍

日系製造業(自動車関連）にて内部統制・業務
監査責任者を募集。香港および華南地区の
子会社・工場の内部監査、リスクマネジメント・
社内法規策定。会計士資格者優遇。

RGF 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）/
コンサルタント 

30K～50K

独立系コンサルティングファームにてシニアアソ
シエイト～マネジャーを募集。日系顧客の会計
監査、財務・税務アドバイスだけでなく、小規模
のM&A仲介も多く任せられるポジション。英語
ビジネスレベル必須。

RGF 香港香港/新界

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 

20K～25K
外資系ベンチャー企業での翻訳業務の仕事。
製品内の日本語表記作成、日本人の感覚に合わ
せたユーザビリティ向上アドバイス、同社のゲー
ム開発。英語もしくは広東語が出来る方。

RGF 香港香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港＆広州 香港＆深圳

　IIT 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。最近は世界的に不況傾向にあり、どこの会
社もあまり社内のインフラを大胆に更新し辛い状況に
あるようです。とにかく費用をかけずに社内の IT 化を
継続できないかと相談を受けることも日常茶飯事。IT
サービス会社としては高い機材やソフトを大量に導入
して欲しいというのが本音なのですが、「顧客満足第一
主義」な我々からすると、自然とフリーソフトを薦めてし
まいがちです（笑）。

　今回のテーマ「フリーソフト」ですが、仕事で普段必
要となるようなソフトであれば基本的に「タダ」で導入
可能です。PC の OS は Linux、オフィスソフトは Open 
Office、アンチウィルスソフトだって無料版は無数にあ
りますし、スケジュール管理から顧客データ管理ソフト、
それから画像や動画の編集や CADでの設計データ制
作に至るまでフリーソフトが出ています。種明かしをし
てしまうと、機材さえ揃えてしまえばあとはお金はかか
らないのです。社内サーバも同様で、サーバ用OS や E
メールの管理ソフトにしても基本的にタダ同然で入手
可能。こんなことを聞くと高額な IT 製品を導入すること
自体がクエスチョンマークだらけとなりがちですが、フ
リーソフトのデメリットを挙げるとすれば、サポート体
制が不十分になりがちであることや、有償版ソフトで使
用するファイルとの互換性が保証されていないことくら
いです。導入時の費用はほぼかからないフリーソフトで
すが、いまいち企業での導入が伸びないのはトラブル
発生時のアフターサービスやシステムバグの修正時期

が不確実というのが理由です。ソフト更新（アップデー
ト）のサポート終了や開発停止になり易いことも普及を
妨げる原因となっていますが、逆に運用サポートさえ信
頼できる専門業者に委託できるのであればフリーソフ
トの導入は完全にアリということになります。基本的な
ソフトの互換性に関しては殆ど解決されていますので、
特に導入に際して問題は見受けられません。

　話は変わりますが、スマートフォンがこれだけ世間一
般に普及したことにより、様々な無料アプリの使用に対
する抵抗感はかなり薄まりつつあります。このコラムの
読者の皆様も何気なくご自身のスマホに無数の無料ア
プリ（フリーソフト）をインストールしてお使いのことと
思いますが、特に問題はないはずです。会社でお使い
の PCも実は同じことで、フリーソフトの利用に慣れて
しまえば仕事でもまったく問題無く導入可能だというこ
とをおわかりいただけると思います。

　そもそも、どこの企業でも社内に IT 担当のスタッフ
を抱えているか、もしくは外部の IT 専門業者に業務委
託していると思いますが、その IT エンジニアがフリーソ
フトの導入とメンテナンスを問題なく実行できるのであ
れば会社としては社内 IT の部分でかなりの経費節減に
なるのではないでしょうか。一考の価値はあるかと思い
ます。

　　　　　　　　　　　　 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

【フリーソフトを有効に使おう！】

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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香港香港

香港＆広東 香港＆広東

◆ストレス状態に気付くこと
　まずは自分がストレスを感じているという状態を自覚すること
が大切だ。例え自分のことと言えど、忙しい時には「休んで！」という
心のヘルプサインを見逃しているかもしれない。身体の不調や気
持ちの落ち込みを軽く考えず、ストレスを感じている自分に早く気
付いてあげよう。

◆今、何を考えているのか
　仕事中も仕事が終わった後も、自分が何を考えているかに気を
配ろう。もしも職場を出た後も常に仕事のことを考えているなら、
あなたは自分を追い込んでいるかもしれない。仕事後は仕事に関
連する考え事をするのをやめて、なるべくポジティブなことを考え
るようにしよう。

◆コントロールできることに注目
　多くの場合、ストレスはどうしようもない現実や感情によって大き
くなる。仕事で直面する問題や職場の人間関係、他の人の感情や行
動はどうやっても自分がコントロールできるものではないが、自分
自身の考えや感情、行動はどうだろう。自分でなんとかコントロール
できることに着目して、ストレスを増長させないようにしよう。

◆休憩が大事
　ストレスが溜まっているなと感じた時は少し休憩しよう。できれ
ば外をぶらぶら散歩して頭の中を整理したり、同僚と軽くお喋りを
したりしてみて。ストレスが深刻になる前にそれを取り除くには、体
を動かすこと、新鮮な空気を吸うこと、太陽の光を浴びること、友人
と笑い合うことがなんといっても簡単で、かつ効果的なのだ。

◆仕事終わりのストレス発散
　仕事が終わった後は、家に帰る前にストレスを発散してしまお
う。発散するために音楽やラジオを聞いて日常から解放される人
もいれば、同僚と派手に飲み明かす人もいるだろう。また仕事につ
いての心配事を頭から追い出すなら、
職場から出る前に明日に残したやるべ
きことのリストを作っておくといい。
きっと仕事のことを忘れて思う存分自
分の時間を楽しめるはずだ。

◆完璧主義に潜む危険
　どれだけ一生懸命仕事をしても、それを完璧にやり遂げること
はなかなか難しい。意識を高く持つことは大切だけれど、少しのミ
スや満足のいかない結果もきちんと受け入れよう。あなたの力で
できるベストを受け入れることが、ストレスを溜めない第一歩にな
るかもしれない。

◆エクササイズで体を動かそう
　先にも書いたが、体を動かすことはストレス解消法としてとても
いい方法なのだ。ジムで気持ちのいい汗をかくのもいいし、自宅
の庭でガーデニングを始めてみるのもいい。何をするにしても、楽
しんで体を動かせばきっとあなたのメンタルにポジティブな変化
を与えてくれるはずだ。散歩などの軽い運動でもいいので、一日の
終わりに体を動かしてストレスを解消しよう。

ストレスに悩むサラリーマンたち必見！
仕事のストレスを解消する7つの秘訣とは？
ストレスに悩むサラリーマンたち必見！
仕事のストレスを解消する7つの秘訣とは？
日々の仕事によるストレスは避けられない。しかし溜めてばかりでもいつか爆発してしまうかもしれない。そんな仕事のストレスに
悩む人に読んで欲しいのがこの記事。リーダーシップや人材育成の専門家カレン・ゲートリーが、職場でのストレスを解消する
ための7つの秘訣を教えてくれる！

Karen Gately
ウェブ：karengately.com.au

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

香港＆広東

香港 香港
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中海华庭　Dynasty Court

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） ２LDK １０4㎡（建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ

（月　額） 12,０0０元  管理費、税金込み

（所在地） 福田区福華路
（間取り） 3LDK 121㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 福田CBD、Coco Park、JUSCO、会展中心隣接、

深圳ゴルフ場、君尚ショッピングモール、
 クリーニング屋、広 と々した敷地
（備　考） ジム、プール、幼稚園、テニスコート
（月　額） 16,０００元  管理費、税金込み

富瑞斯国際公寓　Fietser International Residence

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 福田区深南大道6012号
（間取り） １R～３LDK（50㎡～２２０㎡　実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、マッサージ室、 パットゴルフ、ビリヤード、
 子供ゲーム教室
（備　考） 朝食込み、日本語番組、インターネット、
 24時間セキュリティー、通勤シャトルバスあり
（月　額） 15600元～

地王信興広場　Diwang Shunxing Square
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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 
ライフパートナー TEL （86）20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB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
エイブルネットワーク深圳 TEL （86）755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

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）

10 Pocket Page Weekly 19 August 2016 No. 553
B



深圳

◆有給取得日数は、年間「6～10日以上」が31％で最多。一方で「0日」が14%
　有給休暇が付与されているという
人902名を対象に、過去１年で有給休
暇を取得した日数を質問したところ、
「6日～10日」が31％と最も多い結果と
なった。しかし取得日数が5日以下であ
る割合も51％にのぼり、また「0日」＝
取得していないとの回答も14％ある
ことから、取得ができている人とでき
ていない人に差が見られた。（Q1）
　有給が取得しづらいと感じる理由は、「上司・同僚が有給を取らない」が
36％で最も多い結果に。次点には「休暇を取ると仕事がたまり、余計に疲労
が蓄積される」が32％、「取得理由を詳細に伝えなければならない」、「嫌味
を言われる」30％と続いた。
　上記の理由から、有給休暇を取得する際になんらかの精神的ストレスが
あり、「休み辛さ」が発生していることが分かる。

◆有給取得の義務化については「休みが取得しやすくなりそう！」と期待する
賛成意見が88％と大多数
　厚生労働省が改正の調整を進めている労働基準法の「有給休暇取得の
義務化」について知っているか、という質問をしたところ、「知らなかった」が
72％にのぼり、認知度としては低い結果となった。（Q2）
　しかしこの案に賛成かどうかを質問したところ、88％が「賛成」と回答。強
制力が働くことで、休みやすい環境になることを期待している人が多い事が
わかった。（Q3）

●有給休暇の義務化に対するユーザーの声 
【賛成】
•日本は働いている方が偉くて、休むことがいけないという風潮がある。有給
も与えられた権利なのに「休みをいただきます」などというのも変。「休みま
す」でいいのではないかと思います。（さやかりんさん/正社員）
•仕事でのストレスや疲労度は正社員も派遣社員も契約社員も同じ。リフ
レッシュする事が必要。（じゅんじゅんさん/派遣社員）
•割り切って取るべきだとは思いますが、人事評価が下がりそうで恐い。使え
なかった分は買い取りができるようになればいいと思います。（びどうさん/
派遣社員）

【反対】
•有給休暇は本人が取りたい時に取れるものであって、会社がこの時期に取
れと言うのはおかしな話。5日は取りなさいと言うのは良いが、時期を会社
が決める事は変です。（nanase07さん/契約社員）
•これが果たしてどれくらいの企業が実践するのか？現実、労働基準法はある
けど無いようなものと感じる企業もあります。（はなにゃんさん/派遣社員）
•秘書などの職種によっては、上司が長期休暇を取らないかぎり取得は難し
く、たとえ長期休暇を取得されても、留守番として残されるケースもあるた
め、絶対的｢義務｣としての法案成立を希望します。（まむさん/派遣社員）

【賛成ではあるが…】
•年次有給休暇をたくさん取ると、派遣社員の立場上、雇用を更新していた
だけないような気がしてしまいます。（ほそっちさん/派遣社員）
•法案が決定しても、結局は言い出し辛いのではないかと思います。（ikunzel
さん/正社員）

ディップ株式会社は、自社で運営する人材派遣の求人情報サイト「はたらこねっと」において、
「はたらこねっとユーザーアンケート‒どうやったらうまく取れる？有給休暇について-」を実施した。

0日

1日～３日

４日～５日

6日～10日

10日以上

14%

    17%

        20%

                     31%

     18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Q1. 1年間の有給取得日数　

Q2. 有給休暇の義務化法案が
立案されていた事は知っていますか？

Q3. 有給休暇取得義務化に
は賛成ですか？反対ですか？
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70%
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50%

40%

30%

20%
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0%

28%

72%
100%

80%

60%

40%

20%

0%

88%

12%

知っていた 知らなかった 賛成 反対

【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1日～31日　
調査対象：はたらこねっとユーザー
調査人数：902人
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　一度聞けば頭から離れない「美しく青きド
ナウ」のメロディを響かせながら、香港中でア
イスクリームを売っているMobile Softeeのア
イスクリームワゴン。多くの人を呼び集めるの
はそのキャッチ―なメロディだけでない。白
い車体に濃いめの赤と青で描かれたしずくの
模様、青い屋根には「Mobile Softee」という文
字が英語で書かれ、車体の両サイドには「毎
日新鮮なアイスクリームをあなたのために
作っています」という中国語で書かれたス
ローガンが。そのド派手な見た目のワゴンは
遠くからでもすぐにMobile Softeeのワゴンだとわかるくらいに目を
惹くデザインだ。安くて美味しいストリートフードやスイーツが有
名な香港だが、近年は古い街やエリア自体の再開発や、衛生面
での規制の強化でそんなローカルな店構えの店も姿を消し
つつある。そんな中、昔と変わらず香港市民に人気なのが
Mobile Softeeだ。
　実はこのアイスクリームブランドは1956年の創業当時か
ら「Mister Softee」の名で親しまれて来たもの。1970年代後半
にイギリスから例のアイスクリームワゴン車が輸入されると、
そのワゴンスタイルのアイスクリーム販売はたちまちのうちに香

港で人気を博した。しかし1978年、香港政府が行商ライセンスの発
行を取りやめたため、当時香港内で14台走っていたMister Softeeの
アイスクリームワゴンはそれ以上数が増やされることはなくなった。
またワゴンを新しいものに変えることも禁止されたため、現在香港
で見られるMister Softeeのアイスクリームワゴンは1970年代から今
までずっと、香港の変わりゆく街並みを走り続けているということに
なる。ある意味ユニークなその法律のおかげで、私たちは次第に消
えつつある香港の古き良さをそのワゴンから感じ取ることができる
のかもしれない。2010年にオーナーが替わり「Mobile Softee」と改名
したが、そのスタイルと味は変わらず昔のままだ。
　売られているのはバニラ味のソフトクリームにナッツドラムス
ティック、カップアイスクリームとジャンボオレンジの4つだけ。にも
関わらず、Mobile Softeeが現れるとその周りには人だかりができる。
何がそんなに香港の人々を魅了するのかと言われれば、それは実際
にMobile Softeeのアイスクリームを食べてみないとわからない。は
たまた香港で生まれ育った人しか知らない、子供のころに味わった
懐かしの味というものがあるのかもしれない。ともかく香港に来て
Mobile Softeeのアイスクリームを食べずに帰るのはあり
得ない、と言われる所以を知るためにも一度食べてみ
て欲しい。イチオシはやっぱりバニラソフトクリーム。
「とってもクリーミーで夢に溢れたソフトクリーム、
Mister Softeeでゲットしよう」と歌われている通り、そ
のクリーミーさは病みつきになるほどたまらない。一

度食べれば蒸し暑い夏だけでなく、年中季節を問わず食べたくなっ
てしまうだろう。バニラだけでなく他の味も食べてみたい、という人
は春節まで待ってみるといい。甘酸っぱいイチゴの味に加えて、幸運
を表す赤色のストロベリーソフトクリームは、新年の始まりを祝うの
にふさわしいものと言える。
　そんなMobile Softeeのアイスクリームワゴンはいったいどこにい
るのだろうか。よく見かけられるのは人の多い週末の観光スポット。
食べたくなったときは尖沙咀（チムサーチョイ）や旺角（モンコック）、
中環（セントラル）や廟街（テンプルストリート）をブラブラしてみよ
う。きっとあのキャッチ―なメロディとともに派手なワゴンが目に飛
び込んでくるはずだ。最近は湾仔（ワンチャイ）の金紫荊廣場や尖沙
咀（チムサーチョイ）のスターフェリー乗り場でもよく見かけらる。気
になる値段もかなり安く、ソフトクリームとナッツドラムスティックは
HKD9、アイスクリームカップとジャンボオレンジはそれぞれHKD8
だ。30年前には同じソフトクリームがHKD0.5で売られていたと
いうから驚きだ。購入にはオクトパスカードも使えるので、小
銭を持ち合わせていない時でも安心。香港にいるなら
Mobile Softeeの出現スポットを調べて、香港人が愛するアイ
スクリームを探してみては？

●あまり食べたことがありません。ママが「衛生的ではな
い」と、買ってくれなかったので。去年、友達と尖沙咀で食
べましたが、特に想い入れもありませんね。（20代女性）

●私にとっては、美味しいとか美味しくないとかではな
く、独特の「懐かしい味」ですね。他のどのソフトクリーム
にもない味です。強いて言えばバーガーキングのソフト
が近い味かな…。（20代女性）　

●初めて食べたのは幼稚園の時だったと思いますが、
以来ずっと他にはない滑らかさが大好きです。あのオ
ルゴールの音楽が聞こえてくると「近くにアイスクリー
ムワゴンがいる！」とキョロキョロしてしまいます（笑）。
（20代女性）　

●食べたことがありません。余裕のある家ではありま
せんでしたし、近所で見かけることもなかったので。大人
になってからも食べたいと思ったことはありませんね。
（20代男性）

●子供の頃はよく親にせがんだものです。「あの音楽は
売り切れの合図だよ」と母に騙されたことを思い出しま
す（笑）。（20代女性）　
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香港の町中に幸せ運ぶ、
Mobile Softeeの
アイスクリームワゴン

香港の町中に幸せ運ぶ、
Mobile Softeeの
アイスクリームワゴン

昔から派手なことで有名な
Mobile Softeeのアイスクリーム
ワゴンだが、最近はもっとカラフ
ルになっているらしい。その理由
は、Mobile Softeeが行っている
広告サービスにある。現在
Mobile Softeeでは車体のカラーリングやコーンに巻く紙を広告
として企業に提供していてのだ。繁華街で企業のテーマカラー
やキャンペーン広告を身にまとったアイスクリームワゴンは大き
な広告効果を生むということだろう。

全面車体広告仕様の
アイスクリームワゴンも！
全面車体広告仕様の
アイスクリームワゴンも！
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