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この秋、コンタクトレンズで
イメチェン！

日本人のためのメガネ・
コンタクトレンズ専門店パリミキ香港
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香港

　今年もハロウィンの季節がやって来た。数あるハロウィンイベントで
も毎年人気が高い「香港ディズニーランド」のハロウィンイベントが10月
31日まで開催される。スリル、笑いと驚きの連続で大人も子供も一緒に
楽しめるイベント。
　メインストリートのU.S.Aには、かぼちゃの飾りがあちこちに溢れハロ
ウィンの雰囲気を盛り上げる。ミッキー、ミニーをはじめとするディズ
ニーの仲間たちはハロウィンコスチュームに身を包みお客さんを楽しま
せてくれる。今年はダッフィーの友達、芸術家のネコ、ジェラトーニもハ
ロウィンデビュー。見かけたらハグするも良し、一緒に写真を撮ってもら
うも良し。普段とは違うコスチュームの仲間たちとの時間を楽しもう。
　ディズニーランドで目玉のパレードではディズニーの仲間たちが、か
ぼちゃに乗って登場。ミッキー、ミニー、ダッフィーは、パフォーマー達と
共に新しいテーマソングに合わせてダンスを披露し、雰囲気を盛り上げ
てくれる。趣向を凝らしたハロウィンコスチュームに身を包んだ子供た

ちは、ミッキーとミッキーの友達のコスチュームパーティに参加できる
チャンスも。趣向を凝らした仮装でキャラになりきり、ミッキーとその仲
間にアピールしよう。大人も子供も楽しめて笑いと驚きの連続になるこ
と間違いなし。
　11月13日まで、「ダブル・ザ・ファン」プロモーション実施中でHKD599
でハロウィンとクリスマスに2度訪れる事ができて、園内での食事とグッ
ズ購入の際は10％オフのお得なパッケージも発売中。お見逃しなく。

香港に世界のテニスの強豪が集まり熱い戦いを繰り広げる
「プルデンシャル・香港テニスオープン2016」
　今年で3度目の開催となる「プルデンシャル・香港テニスオープン
2016」。女子テニスの王者を決める大会が10月8～16日の9日間、銅鑼湾
（コーズウェイベイ）のビクトリアパーク・テニス・スタジアムで開催され
る。1973年に創設された同大会は、タバコメーカーの広告規制によりス
ポンサーが撤退し2002年に一度廃止。その後、2014年からは香港テニ
ス協会が主催となり女子テニス協会公認の国際シリーズでスポーツと
ライフスタイルを組み合わせたイベントで復活。
　選手には、オーストラリア＆USオープンチャンピオンのアンゲリク・ケ
ルバー、前ワールドチャンピオンのキャロライン・ウォズニアッキ、そして
７回連続スラムチャンピオンのビーナス・ウィリアムなどをはじめとする
世界各国のテニス界の強豪選手達が集結。総額25万米ドルの賞金をか
けて熱い戦いを繰り広げる。選手達の軽やかなサーブやボレー、絶妙な
ドロップショップを自分の目で確認し、テレビや動画では味わう事の出

来ないコート内の一体感や緊張感を大会で体験できるとあってテニス
好きには見逃したくないイベントだ。

試合スケジュールやチケットの詳細は
ウェブ：www.hktennisopen.hk/p/en/homeでチェックしよう。

プルデンシャル・香港テニスオープン2016
場所：ビクトリア・テニス・スタジアム
期間：10月8日～16日
ウェブ：www.hktennisopen.hk/p/en/home

Caroline Wozniacki　キャロライン　ウォズニアッキ　全ワールドチャンピオン
Angelique Kerber　  アンゲリク・ケルバー　オーストラリア＆USオープンチャンピオン
Venus Williams　　　ビーナス・ウィリアムズ　グランドスラムチャンピオン７回

今年はディズニーの仲間たちと楽しさいっぱいのハロウィンパーティーを！
‘‘Dare to get lost in Ghost Town’’

Dare to get lost in Ghost Town
期間：10月2日～31日
時間：18:00～23:00
料金：HKD399
ウェブ：www.hongkongdisneyland.com

© Disney. All rights reserved.
© Disney • Pixar, All Rights Reserved

© Disney. All rights reserved.
© Disney • Pixar, All Rights Reserved
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香港 香港

今週の香港ピックアップ Exhibition

Exhibition

X+Y: DUO SOLO EXHIBITION OF
PHOEBE HUI AND TUNG WING HONG

～10月30日

展示会？ 実験？？ 不思議だらけの空間
　｢The K11 Art Foundation(KAF)｣が主催する、二人のクロスメディアアーティスト、フィー

ビー・ホイと、トン・ウィン・ホンによる展示会が中環（セントラル）で開催中。日々進化す

るテクノロジーと我々のものの見方に焦点をあてた同展は、｢技術が世界と自分自身の

ものの見方、認識にどのように影響を与えるか｣を調査するため、様々な機械や設備を

用い、更に二人がそれぞれ異なる芸術手法を使用し表現した作品が並ぶ。違う向きに吊

るされた2台のブランコや、小型のモニターに映し出された胴体だけの映像など、どれも

ミステリアスで一言では言い表せない。一瞬｢？｣と首を傾げたくなるものもあるが、一通

り見終えた後には、見るものに投げかけられた疑問に答えを出さずにはいられない衝

動にかられるだろう。

chi art space, 8/F., New World Tower 2, 18 Queen's Rd., Central
http://myartguides.com/exhibitions/phoebe-hui-tung-wing-hong-xy

二組の現代アーティストの展覧会
　イタリアの著名な抽象画家、ピエルルイジ・デ・ルティは美術大学を

卒業後、80年代からアーティストとしてのキャリアをスタート。現在では

ニューヨークを中心に活躍する。ベ

ルトッツィとカゾーニは力強いメッ

セージを秘めた超リアルなセラミッ

ク・オブジェを制作し続ける二人の

ユニット。アプローチの異なる二組

の作品で現代アートの最先端を感

じよう。

Parkview Art Hong Kong present:
Pier Luigi de Lutti e Bertozzi & Casoni

10月11日 ～

Parkview Art Hong Kong, Shop n.6, 
Upper G/F., Sunrise House, 
27 Old Bailey St., Central
18:00～20:00
無料

108 Hollywood Rd., Central
(852)2613-9286
12:00～24:00
（ランチは月～土12:00～14:30、ブランチは日曜11:00～14:30のみ）
ランチHKD198、ブランチHKD390～、ブッチャーカットHKD435～

「痛快西部劇」の決定版！
　「荒野の七人」といえば、黒澤明監督の「七人の侍」のハリウッド・リメ

イク版として制作され、その後も3本の続編や、コメディ映画「サボテン

ブラザース」の元ネタとなっているほど

の傑作西部劇。今回デンゼル・ワシン

トンを主役に、アントワーン・フークア監

督によって再リメイクされた本作は基

本のストーリーを残しつつ、七人の個性

やアクションが更に際立つ「現代版痛快

ウェスタン」に仕上がっている。

荒野の七人リメイク版
The Magnificent Seven

10月13日公開

したたる肉汁、そそる食欲！
　「ブルーブッチャー」は中環（セントラル）で最高級の肉を提供するス

テーキハウス。同店では最高の希少部位を人気のカットで提供すること

を目指しており、何と自分の好きなカットを選択することができる。おす

すめはブラックアンガス牛の

ステーキ。一口食べればしっ

かりとした肉本来の味が口

の中全体に広がる。肉好きな

らこの機会を見逃すな！　

ステーキハウス 
Blue Butcher

Joy of Music Festival　
第４回香港ピアノコンクール

～10月13日

日本からも二人がエントリー
　18日間に及ぶ「Joy of Music Festival」の一環として「第４回香港ピアノ
コンクール」が開かれる。コンクールは18の国と地域から43人がエント
リーし、９月27日から10月10日にかけて、４次にわたって審査が行われ

る。日本からは石田成香
氏、峯麻衣子氏の2名が
エントリーに名を連ねて
いる。10月11日に授賞式
行われ、12日には受賞者
による、13日には審査員
メンバーによるガラ・
コンサートが開かれる。

Concert Hall, Hong Kong City Hall, 5 Edinburgh Place, Central
www.chopinsocietyhk.org

監督：アントワーン・フークア
出演：デンゼル・ワシントン、
　　  クリス・プラット、イーサン・ホーク、
　　  イ・ビョンホン 他

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～35K
香港系ウェルスマネジメント企業にて投資アド
バイザーの募集。日本人顧客に対して投資商品
の説明、加入手続きサポートを行う。SFC有
資格者優遇、英語ビジネスレベル必須。

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

18K～21K

日系大手物流会社にてカスタマーサポートの
募集。物流業界経験者は優遇するが、未経験
OK。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。長く安定して働いてくれる
方を募集。

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/九龍

35K～40K
日系物流会社にて、Accounting Manager
の募集。5～7人程の部下を率いて、会計・総務
業務を任せる方。3～5年程度の関連業務経験者。
英語ビジネスレベル、広東語尚可。

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
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
スキル、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/
金融・保険 

香港/香港島 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。
顧客は基本的に日本人、サポート業務なので
顧客開拓業務などは不要。英語ビジネスレベル
必須。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 23K～28K香港/九龍

SEM（検索エンジンマーケティング）を軸とし
たグローバルマーケティング業務を手がける
企業にて、コンサルティングを行う営業を募集。
2年のB to B営業の経験者。英語ビジネスレ
ベル、広東語尚可。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K
外資系法律事務所にて、パラリーガルの募集。
未経験の方も応募可能。英語流暢で、専門用語
等を学ぶ意欲のある方。北京語・広東語ビジネ
スレベルの方、尚可。

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 

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18K～23K香港/香港島
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。

営業・販売系/金融・保険 25K～40K
大手外資系プライベートバンクにて日本人の
アシスタントスタッフを募集。証券受発注業務
の経験者歓迎。SFC有資格者優遇、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 

18K～23K
日系特許事務所にて、アシスタントスタッフを
募集。日本の顧客の特許取得に関わる書類の
作成、確認。日本の顧客からの電話応対等。細か
い作業が苦にならない方。

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）/
コンサルタント 

香港/香港島 35K～70K
大手監査法人にてコンサルタントの募集。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。

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～マネジャーの募集。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/九龍

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

35K～40K香港/新界

日系大手物流会社にて、Accoun t i ng 
Managerの募集。英語ビジネスレベル必須、
北京語出来れば尚可。Accountingおよび
Administrativeチームの責任者として、7名
程度のスタッフを率いるリーダーシップを持つ方。

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などを
通して同社のゲーム開発に関わって頂きます。
英語もしくは広東語が出来る方。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～35K

日系企業・業務用プロジェクター販売部のマーケ
ティングポジション。数字を管理するセールス・マー
ケティングの経験者。同業界（業務用機器）の営業・
マーケティング経験があれば尚可。海外出張（中国
国内・ヨーロッパ・アメリカ）が月に1回程度有。

RGF 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 35K～45K
外資系アパレルブランドにて、カスタマーサー
ビスマネージャーの募集。カスタマーサービ
ス・コールセンター管理業務等の経験者歓迎。
英語ビジネスレベル以上。

日本 30K～38K RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

リサイクルビジネスを展開する外資系のベンチャー
企業から、営業マネージャーの募集。法人営業の経験者
で数字に強く、結果にコミット出来る人材。香港採用
で日本に出張ベース、もしくは東京に新たに法人・
オフィスを構えることも予定。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 18K～23K
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。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/
外食・フード 21K～25K

日本食のインポーターが、営業マネージャーを
募集。5年以上の営業経験をお持ちの方。飲食
業界での経験者・ホテルとのコネクションを
持つ方歓迎。

香港/新界

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

香港/新界

日系アパレルにて、香港事業オペレーションの
責任者を募集。予算策定サポート、実績管理。
既存店舗の運営サポート・新規店舗の出店サ
ポートまで、幅広く任せられる方。アパレルでの
MD・営業経験者・小売り経験者。

30K～35K
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香港＆広東

香港

香港

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 

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問 

香港/香港島 ～22K
港湾投資分野での営業事務、バックオフィス
業務全般。書類のファイリング、取引記録入力
処理、請求書発行、日本本社とのやりとり、顧客
リスト管理。新規ビザサポートあり。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～28K営業兼プロジェクトマネージャー。ビジネス英語。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

サービス系/
エステ・美容・理容 応相談香港/香港島

日系ネイルサロンにてネイリストを募集。ネイ
リスト実務経験1年以上必須。広東語もしくは
英語ビジネスレベル必須。

香港WORKS11K～20K香港/香港島 記者（経済・マーケット）。北京語歓迎、ビジネス
英語。

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 

香港/九龍 30K～ 香港WORKSOEM・ODM Manager。英語・北京語。

香港WORKS15K～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。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
旅行・レジャー・観光 

20K～25K通訳翻訳＆コーディネーター＆リサーチ担当。 
ビジネス英語・ビザ所持者。

香港/九龍

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

香港/九龍 HKD
40～50/1h顧客窓口、メール対応、事務全般。 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 

20K～30K深圳
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。

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） 

香港WORKS

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 35K～50K香港/香港島

大手日系企業にてBusiness Development 
Managerを募集。新規法人顧客開拓経験
3年以上必須。無形商材営業経験必須。英語
＆広東語＆北京語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

キングスウェイ
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 

香港/香港島 ～25K

中国、香港、台湾の金融市場ニュースを原文
から日本語に起こし、記事にまとめる。就労可
能なビザホルダーの方優先。ビジネスレベルの
中国語もしくは広東語。英語がビジネスレベル
だと尚可。

キングスウェイ

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 

～23K香港/香港島
夜間シフト勤務可能な方。電話・メールによる
カスタマーサポート業務。書類整理、会議通訳
など。ビジネスレベルの英語。就労可能なビザ
ホルダーの方。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 25K～28K香港/香港島 ビジネスデベロップメントマネージャー。

～25K営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

日系企業に対する各種保険の営業およびコン
サルティング業務。セミナー開催、既存顧客の
フォローアップ。コミュニケーションレベルの
英語。丁寧な対応ができる方。経験によりビザ
サポートあり。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 18K～30K

大手日系企業にてOperation Managerを
募集。ファッション業界での店舗・店長指導経験
1年以上必須。ファッション業界での就業経験
5年以上必須。英語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

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 

香港/香港島 応相談
香港、中国、オーストラリアなどで展開。日本人
のお子様を対象とした塾講師を募集。塾講師
経験2年以上必須。海外勤務経験必須。教員
免許取得者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 28K～30K香港/香港島

大手通信企業でのService Managerを募集。
IT業界での顧客管理経験3年以上必須。チー
ムマネージメント経験2年以上必須。英語＆
広東語＆北京語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K香港/九龍

大手日系企業にてAccounting Assistant 
を募集。内部監査・会計業務全般を担当。中国
への出張あり。会計実務経験1年以上必須。
北京語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 応相談

大手企業にてManagement Associateを
募集。業界不問チームマネージメント経験1年
以上必須。広東語＆英語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 応相談

大手企業にてBusiness Development Executive
を募集。法人営業経験1年以上必須。広東語＆
英語ビジネスレベル必須。

キングスウェイ香港/香港島

ビジネス（香港・広東共通）

07Pocket Page Weekly 07 October 2016 No. 560
B



香港

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

マーケティング・
企画・リサーチ/
専門商社・総合商社 

香港/香港島 インテリジェンス
香港20K～28K

事業企画担当（予算分析など）。エクセル（マクロ）
を使用した書類作成、コーディネート業務等。
会計関連経験2年以上。コミュニケーションレ
ベルの英語。

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 インテリジェンス
香港

20K～23K
アウトソーシング企業にて、ゲームユーザー向け
のカスタマーサポート業務、その他事務。英語
日常会話レベル以上、シフト勤務可能な方、ビザ
ホルダー。

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

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）。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～40K

会計部門のマネージメント。各会計レポートの
作成最終確認、本社の経理部署との連携。
会計士資格者、その他簿記系資格の方歓迎。
経験により新規ビザサポートあり。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

香港/九龍 ～20K
顧客窓口、カスタマーサービス業務。海外との
連絡業務、見積作成。請求データの加工、管理。
貨物の追跡（状況管理）。ビジネスレベルの英語。
経験により新規ビザサポートあり。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K香港/九龍

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。

キングスウェイアジア拠点 応相談
日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系既存
顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士との
調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮します。

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 

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18K～25K香港/香港島

個人顧客向けに、保険商品の提案・コンサル
ティング業務。セミナー開催、新規開拓・顧客
フォロー。要ビジネスレベルの英語。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 50K～65K

日系金融機関のトレーディング部門にて、機関
投資家・リテール顧客からの株式売買の取引
仲介業務。7年以上のエクイティトレーディング
経験。

インテリジェンス
香港香港/香港島

キングスウェイ香港/九龍会計経理・経営管理/
物流・倉庫 応相談

フルセットの会計、財務、監査の実務。会計部
のマネージメント業務。1人で会計管理が出来
る方。Auditの知識、5年以上のマネージメント
経験が望まれます。新規ビザサポートあり。

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/
金融・保険・投資顧問 

香港/香港島 15K～30K
プライベートバンクでのアシスタント募集。顧客
問い合わせ対応（個人・法人）、書類作成など。
要証券会社での勤務経験、SFC Paper。英語
ビジネスレベル。就労可能なビザホルダー。

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～40K
電子部品基板の実装における、日系企業様宛
の営業業務全般。電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

インテリジェンス
香港香港

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 

20K～24K香港
食品・飲料業界から商品開発募集。飲食業界で
の経験必須。英語コミュニケーションレベル。
ロジカル、ガッツがある、自律心のある方。ビザ
ホルダー歓迎。

インテリジェンス
香港香港営業・コンサルタント/

小売・流通・通信販売 20K～35K
オンラインの時計ショップにて新規開拓営業。
日系マーケットに対するコール営業がメイン。
営業経験者、英語コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K

基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
最低5年以上の基板実装EMS営業経験必須。
英語コミュニケーションレベル。新規でアグ
レッシブに営業活動ができる方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 17K～24K

保険ブローカーにて営業サポート。問い合わ
せ対応や書類作成（英語）など。要3年以上の
営業サポートまたは事務経験。広東語・英語が
流暢な方。

広州 RMB18K～
(相談可）

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 

日系大手企業で保育園/園長職。【必須】1）日本
の保育士資格保有者、2）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）。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

商品開発。クリエイティブな発想力や想像力が
あり、商品化できる方。メカ系だけではなく、電気
の仕組みもわかる方。普通話日常会話レベル。

東莞

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 40K～50K

工業化学・機械系企業より営業マネジャー。
新規開拓営業（日本・東南アジア向けに拡大）。
日系の製造業界にてエンジニア経験のある方。
英語・普通語ビジネスレベル。

深圳

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
情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリ
サーチ作業など。要英語コミュニケーションレ
ベル。

20K
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ホーチミン 香港

◆会議の記憶よりデバイス上のメモを重視
　世界13ヶ国の組織で働く人を対象に、会議や会話の記録方法を
たずねた調査では、44%がデジタルデバイスで業務上のメモを取る
ことで、会話の背景や感情など貴重な情報を見落としてしまうと回
答した。会議の内容を積極的に聞くことを諦めても、リアルタイムで
記録を取ろうとするビジネスパーソンが多く、46%は会議のニュ
アンスよりもデジタルデバイスに保存したメモの正確性の方が重要
と答えた。半面、デジタルの記録が消えてしまった場合、会話の内容
を一言も思い出せないと回答した人の割合は13%に上り、仕事の記
憶をデジタルデバイスに依存している傾向が高い、つまり、「デジタ
ル健忘症」が多くみられることがわかった。

◆スマートフォンが目の前にあると集中力が低下
　スマートフォンを作業机の上に置いた状態、ポケットやカバンに入
れた状態、施錠した箱に入れて机の上に置いた状態、部屋の外に出
した状態という4つの異なる状況下で、仕事の生産性はどうなるか。
その結果、作業机に置いた時に最も点数が低く、スマートフォンとの
距離が離れるほど点数が上がり、部屋の外に出した状態では作業机
の上に置いた時よりも生産性が26%向上するという結果が得られた。
　過去の実験では、スマートフォンが手元にないと不安感が増すな
ど、感情にマイナスの影響があるという結果もあったが、今回の実
験ではスマートフォンがあると気が散ることが明らかになった。つま
り、スマートフォンは、手元にあってもなくても、人の集中力に影響を
与えることがわかった。仕事の生産性を向上するためには、常に使
えるようにするのではなく、『スマートフォンなしの時間帯』を設ける
ことが最善であるといえる。
　企業は日常的にインターネットを利用するビジネス環境にあるた
め、集中力の低下によりセキュリティの問題となり得るという認識が
必要である。例えば、通常とは違う内容の電子メールが突然送られ
てきた場合に、社員が警戒していれば標的型攻撃に気付けることも
あるので、企業はトレーニングを実施するなど、社員の警戒意識を
高めておくことを推奨する。

デジタルデバイスに保存するだけで、 
その情報を忘れてしまう「デジタル健忘症」が増加
一方で、スマートフォンがない方が生産性が向上するという結果も！
Kaspersky Labでは、デジタル化が社会に与える影響について自社調査や大学との共同研究を行っている。
昨今、デジタルデバイスに情報を保存したことで安心してしまい、その情報を忘れてしまう傾向が、年齢や性
別を問わず多く見られる。この現象を「デジタル健忘症」と名付け、職場におけるデジタルデバイスの使用に
関する調査結果をまとめた。

【 調査概要 】
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：世界13ヶ国のビジネスパーソン（19～56歳）
有効回答数：95人
調査日時：2015年12月下旬～2016年1月上旬
調査機関：Kaspersky Lab
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香港香港＆広東

■20代女性の約70％が「企業はダイバーシティに取り
組むべき」と回答。

　「企業はダイバーシティに積極的に取り組むべきだ
と思いますか。」と尋ねたところ、18.4％が「非常にそ
う思う」、36.4％が「ややそう思う」と回答し、半数以上
となる54.8％の人が「積極的に取り組むべき」と考え
ていることが分かる。

■取り組むべき内容では、男女ともに働き方・働く環
境を重視する傾向。

　一方で、“自分ごと化”する女性と“組織的視点”の男
性の意識の差も明らかに！
　積極的に取り組むべきと思う具体的な項目につい
て尋ねたところ、男女ともに「勤務形態の柔軟化」、

「休暇制度の充実化」など、働き方・働く環境に関する
項目を重視する傾向がある。中でも、女性は、「勤務形
態の柔軟化（女性39.0％、男性26.0％）」、「休暇制度
の充実化（女性31.8％、男性21.0％）」を男性よりも重
視する傾向があり、結婚や出産後も柔軟に働けるよう
な制度を重視するなど、ダイバーシティを“自分ごと
化”して捉えていることが分かる。一方で、男性は、「社
長による宣言、経営理念の明確化（女性12.0%、男性
23.0％）」、「関連部署やチーム、担当の設置（女性
8.8%、男性17.3％）」を女性よりも重視する傾向があ
り、ダイバーシティを“組織的な視点”で捉えているこ
とが分かる。

■休暇や勤務制度の不十分さ、制度があっても活用し
づらい現状が浮き彫りに。

　企業側としては、さらなる制度の整備と、利用しや
すい環境づくりが求められている。
　働き方・働く環境に関して男女ともに重視する傾向
があった「勤務形態の柔軟化」、「休暇制度の充実化」
に関して、制度の活用について尋ねたところ、「テレ
ワーク（在宅勤務）」、「フレックスタイム制度」は、約半
数が「制度がない」と回答し、「勤務形態の柔軟化」が
進んでいないことが分かる。
　制度がある人の中でも「上司や同僚に対して、特に
余計な気を使うことなく活用している」と回答した人

は全ての項目で半数以下となり、「テレワーク（在宅勤
務）」、「フレックスタイム制度」は、30%に達しない。ま
た、制度の利用に関して男女別では大きな差は確認
できなかった。
　企業側としては、制度の整備と共に、社内のダイ
バーシティに対する理解を深めて、制度を利用しやす
い環境づくりが求められていると言える。

【 調査概要 】
調査方法：インターネットリサーチ
調査対象：世界13ヶ国のビジネスパーソン（19～56歳）
有効回答数：95人
調査日時：2015年12月下旬～2016年1月上旬
調査機関：Kaspersky Lab

ダイバーシティに関する調査レポート：20代女性の約70%が
「企業はダイバーシティに取り組むべき」“自分ごと化”する
女性と“組織的視点”の男性の意識の差が明らかに

Q:企業はダイバーシティに積極的に
取り組むべきだと思いますか。[S/A]（n=800）

非常にそう思う
ややそう思う
あまり思わない
まったく思わない
わからない

　近年、女性活躍推進法を始め、性別、年齢、人種や国籍、価値観などの多様性だけでなく、キャリアや経験、働き方などの多様性に対する関心が高まり
つつある。しかし、実際どの程度の人が必要と捉え、それに関する制度の導入はどの程度進んでいるだろうか。
　株式会社オークローンマーケティングが運営する「ショップジャパン」は、2016年8月に、首都圏で働く20～50代の会社員を対象にダイバーシティに関
する調査を実施いたしました。その結果、20代女性がダイバーシティへの関心が最も高く、男女でダイバーシティの捉え方に差があることが分かりました。

ビジネス（香港・広東共通）
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