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AQUA PLAZA オータムフェア
 ファッションイベント 

AQUA PLAZA オータムフェア
 ファッションイベント 

ミニファッションショー開催！ミニファッションショー開催！

日本読者モデル＆香港アイドルに会える！日本読者モデル＆香港アイドルに会える！

「ままサプリ」「ままサプリ」
読むだけでママが笑顔に

新連載
開始！！

直営店よりも最大60%オフ ！
香港政府認可のラグジュアリーブランド
専門セレクトショップ ISSI

直営店よりも最大60%オフ ！
香港政府認可のラグジュアリーブランド
専門セレクトショップ ISSI

×
食欲の秋、到来！ サックサクのとんかつにおいしい日本米

あなたに似合う
眼鏡の選び方

連載　第一回 「無償の愛」

プロが
教える！

AQUA PLAZAオータムフェアは
「日本秋祭り」認定イベントです。

Happy
Rotation藤原 菜摘

（ViVi、JJ、BLENDAモデル） 小西 翼 川畑 ありさ 
（JJモデル）

少女標本
（CoCo Jessica Kabby） MC : Hailey
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

　「Salvatore Ferragamo EYEWEAR」2016年秋冬のコレクションはトラディ
ショナルな雰囲気に斬新さとエレガンス、機能性をミックス。高級感あるス
タイリッシュで個性的なフレームデザインが魅力のラインナップとなって
いる。ともすればベーシックになりがちな秋冬コーディネートのスパイス
として、スタイリッシュなアイウェアを取り入れてみてはどうだろうか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
SF844S
　厚めで角ばった輪郭のメンズライクな雰囲気が特徴。スタイリッシュ
なメタルのブリッジがフレームのコンテンポラリーなイメージをより際
立たせ、大胆なデザインのアクセントになっている。Black、Havana、
Blue、 Butterscotchの4色展開。

SF830S
　猫の目のようなシャープなカットのレンズと、ユニークなカラーリング
が魅力の1点。ファッション界にインスパイアされた配色は、種類の異な
るアセテートを組み合わせた繊細な作り。メタルのブリッジが斬新なデ
ザインのポイント。Black & Dark Havana、Green & Light Havana、Red & 
Blue、Ivoryの4色展開。

M&S  Cafe 1号店が
Langham Place内にOPEN
　イギリス資本の小売大手、「Marks & Spencer」(M&S)が手がける新業
態、「M&S  Cafe」がLangham Placeフード売り場にオープンした。顧客の
快適性を新たな角度で考慮して設計されたモダンな店内は、買い物の
ついでに40席のシートでゆったりと寛ぐことができる。店内ではM&Sの
良質な食材を使った、食欲をそそる出来たてのフードを提供しており、
暖かいスープとパン、スモークサーモンとクリームチーズのベーグル
サンド、本場のフィッシュアンドチップスなどの定番人気メニューのほ
か、朝食にぴったりのホットサンドイッチ、Crushed Avocado on Toastや
Smoked Salmon on Toastや、Chicken Drumsticks with Chips（骨付きチ
キンとポテト）、Jacket  Potato with Chipole Beef Chili（ベイクドポテトとメ
キシカンチリ・ビーフ）、ナチョス、ラザニアやインド料理など、暖かい新
メニューが続々登場している。トレーニングを受けた専門のバリスタが

淹れるフェアトレードのコーヒーやお茶類と、それにぴったりの焼き立
てのペストリー、ショートブレッド、パイやスコーン類などが充実してい
るのも嬉しい。使っている食材は全てM&S内で購入ができるので、気に
入った味を家で作ってみるのもいいだろう。リフレッシュもエネルギー
チャージも同じお店で完了！  M&S Cafeをぜひ訪れてみて。

M&S  Cafe 
住所：Shop 25, Basement 2 , Langham Place, 8 Argyle St., Mongkok
電話：(852)2415-8300
時間：8:00～23：00

洗練された美しさとモダンさが魅力の
Salvatore Ferragamo  EYEWEARから秋冬の新作が登場

サルバトーレ・フェラガモ（Salvatore Ferragamo）
ウェブ：www.ferragamo.com/shop/en/uk/women/eyewear
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港

今週の香港ピックアップ 夏の夜の夢をテーマにしたパレード
Art in the Park Mardi Gras2016

11月12日～13日

華やかなお祭り気分で盛りあがるビッグイベント！
　毎年恒例の香港の一大イベントの1つである「Art in the Park Mardi Gras」が、11月12日 

(土) ～13日 (日) の二日間、銅鑼湾 (コーズウェイベイ) のビクトリアパークを拠点にで開催

される。同イベントは、毎年異なったテーマで巨大な操り人形をはじめ、カラフルなコス

チュームを身にまとったダンサーやパフォマー達がパフォーマンスを繰り返しながら香港

の街をパレードで盛り上げる。今年はシェイクスピアの没後400年を記念して、シェイクス

ピアの作品の中でも人気の高い喜劇である「夏の夜の夢(A Midsummer Night’s Dream)」

をテーマにカラフルで煌びやかな衣装と素晴らしいパフォーマンスでファンタジーな世界

へ導いてくれる。パレードの他には操り人形のショーが楽しめるシアターや手作りのマス

クや髪飾りが作れるブースなどもあり子供も大人も楽しめる。見逃したくないイベントだ。

ハワイの自由でヘルシーなスタイルを香港で味わう
　「Poké」はハワイ生まれの大人気のカジュアルでヘルシーな「食のスタ

イル」を提案する。ダイス状にカットした新鮮なマグロ、サーモン、アボカ

ド、きゅうり、海藻や豆腐などの食材をあわせたサラダ的料理はハワイら

しく、同時に日本の影響も大きく見受けられる。ソースのバリエーションも

豊富で自由なスタイルは、香港でも人気を呼びそうだ。ビーガン、グル

テンフリー、炭水化物フリー、無添加砂糖のなどのオプションもある。

ハワイの「食のスタイル」
The Poké Co.

11月25～27日

Shop 2, G/F., Rialto Bldg., 
2 Landale St., Wanchai
月～日曜 11：00～22：00
(852)3705-1782
www.clockenflap.com

監督：F・ハビエル・グティエレス
脚本：アキバ・ゴールズマン
出演：マティルダ・ラッツ、アレックス・ロー 他

Central Lawn, Victoria Park, CWB
11月12日 (金) 10:00～17:00、11月13日 (土) 10:00～16:30
www.discoverhongkong.com/jp/see-do/events-festivals/events-calendar/details.jsp?id=73205
無料

セントラル
ハーバーフロント・イベントスペース
11月25日 17：00～23：00
11月26～27日 12：00～23：00
(852)2544-0477
www.clockenflap.com
学生 HKD520～580(3daysHKD980)
大人 HKD850～910(3daysHKD1,620)

監督：ロン・ハワード
脚本：デヴィッド・コープ
原作：「インフェルノ」- ダン・ブラウン
出演者：トム・ハンクス、フェリシティ・ジョーンズ、
　　　  オマール・シー、ベン・フォスター、
　　　  イルファーン・カーン、
　　　  シセ・バベット・クヌッセン

サマラ再誕。ハリウッド版「リング」シリーズ最新作「リングス」
　日本だけでなく海外でも大ヒットしたホラー映画「リング」シリーズ。ハ

リウッド版の貞子ことサマラは今でも最恐のホラーモンスターのひとりと

して名前が挙がるほど。今年、日本の貞子

は「呪怨」の伽椰子とスピンオフで激突し

たが、ハリウッド版「リング」シリーズの最新

作「リングス」は10年ぶりのリメイクとなる。

VHSが廃れてしまった今、サマラは活躍の

場をインターネットへ移し動画ファイルで

恐怖の被害者を増やしているという。

「ザ・リング」から13年後の恐怖
RINGS

11月10日公開

またまた始まるラングドン教授の大活躍
　「インフェルノ」（Inferno）は、ダン・ブラウンによる2013年の同名の小説

を原作とし、ロン・ハワードが監督、デヴィッド・コープが脚本を務めた

2016年のアメリカ合衆国のミステリースリラー映画。「ダ・ヴィンチ・コー

ド」及び「天使と悪魔」の続編であり、トム・

ハンクスが引き続きロバート・ラングドン役

を演じる。撮影は2015年4月にヴェネツィア

で始まり、7月にブダペストで完了したという。

「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ
  「インフェルノ」映画化

上映中

 Clockenflap Hong Kong’s 
Music and Arts Festival 2016

11月25～27日

世界中からアーティストが集結！ 香港最大級音楽＆アートイベント
　中環（セントラル）のハーバーフロント・イベントスペースで11月25日か
ら３日間にわたって開催される、香港最大級の音楽＆アートイベント
「Clockenflap」。今年はアメリカのLCDサウンドシステムを始め、Pファンク
の創始者ジョージ・クリントン（75歳！）、アイスランドのシガー・ロスなど世
界の多彩なアーティストが集結する。日本からはSEKAINOOWARI（セカイ
ノオワリ）が参加。秋の夜長を音楽に身を委ねて躍り明かそう。

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

企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/九龍 RGF 香港28K～30K

香港における美容サービス事業の運営管理。
KPI管理・数値分析、数値に基づいた中長期戦
略策定。経営企画・営業戦略立案、BtoCマーケ
ティング等の経験者や小売業界でArea/ 
Region、Supervisor等の経験者。

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～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。
英語がビジネスレベル以上。北京語尚可。

香港/九龍 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

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
業務をお任せできる方。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/
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ない。英語ビジネスレベル
必須。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 20K～25K

コンサルティング会社にて、ファイナンシャルマ
ネージメント業務。日本支社、および代理店と
のコーディネーション等。2～3年程度のコー
ディネーション業務経験者、経理経験をお持ち
の方歓迎。英語ビジネスレベル。

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 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。

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。

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。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

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

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尚可。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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

20K～25K香港/新界

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もらう。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持つ方。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

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

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。

35K～40K
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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
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
エステ・美容・理容 

香港 30K
マネジャー募集。事業の企画・管理を担当。
★美容/健康関連のマネジャー経験のある方。
英語ビジネスレベル。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～40Kプロジェクトマネージャー・ビジネス英語・会計

知識優遇。

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）。

香港WORKS20K～30K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/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

金融サービス業界よりITプロジェクトマネ
ジャー募集。★3年以上のIT業界でのプロ
ジェクトマネジメント、およびソフトウェア開発
経験。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

パートタイム
HKD100～
120/hr

香港/香港島
融資関連の審査書などを日本語から英語に
訳す業務。その他電話対応、営業サポートなど。
★勤務時間：週3日勤務（半日、一日など応相談）。
★基本的な金融関連用語の知識とPCスキル。

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 

HKD40～
50/1h顧客窓口、メール対応、事務全般。香港/九龍

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問 

東莞 20K～30K日系顧客担当セールス。 華南WORKS
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） 

20K～23K香港/香港島
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。

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 

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/
マスコミ・広告・デザイン 

パートタイム
HKD110/hr香港/香港島

翻訳（日本語⇔英語）、電話応対（英語使用多）、
データベース管理、情報収集など。★勤務
時間：月～金（8：30～17：30）①10月中旬～
11月中旬②来年1月～3月。

インテリジェンス
香港

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/園長職。★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。語学不問（通訳を付ける
ことも可能）。

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 

20K東莞
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。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント 

18K～21K香港/香港島 ジャパンデスク担当英語必須。

RMB～30KIT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス金型、
プレス加工技術（金属製品）の管理経験3年
以上。製造部門での管理職経験が豊富な方。
語学不問。

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。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 15K～30K

電子部品業界より経理業務全般、部下の管理、
中国工場との連絡業務など。★日本および香港
両方での経理業務経験者（双方地域での会計
システムを熟知していること）。

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） 20K香港/九龍

日系商社にて、基盤の生産の見積もりから納品
まで一連のコーディネーション業務。華南地区
の工場に週に1回出張あり。★基盤の営業・生産
管理経験者歓迎。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 30K香港/新界

倉庫管理職。顧客訪問へ営業と同行、顧客の
ニーズを探り提案、その内容を倉庫スタッフに
指導。★3年以上の関連経験。

インテリジェンス
香港香港営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問 30K～60K
資産運用企業より日本人顧客を対象とした
RM業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港

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
深圳東莞

ビジネス（香港・広東共通）
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イベントレポート JETRO主催

Japanese Sake Seminar 2016Japanese Sake Seminar 2016
香港の人々に日本酒の魅力を伝えるセミナー開催！香港の人々に日本酒の魅力を伝えるセミナー開催！

　10月11日、JETRO Hong Kong 主催による
日本酒セミナーが「日本酒Ｘ中華料理の新し
いペアリング」をテーマに広東料理店「利苑
（LEI GARDEN）」エレメンツ店で開催された。
セミナーでは、山形県天童市にある出羽桜
酒造の仲野益美社長が日本酒の歴史や酒造
法をわかりやすく解説。ペアリングは、日本産
食材を用いた中華料理と、ソムリエ兼利き酒
師が選んだ５銘柄の日本酒との組み合わせ
が、参加したレストランシェフ、ホテル関係者
に美濃焼の酒器で振舞われた。世界的に有
名なワイン品評会の日本酒部門で入賞した
銘柄もあり、すっきりした味わいは、中華風
にアレンジされた和牛との相性が良いと参
加者からは好評だった。仲野社長は、「まだ
まだ日本酒の魅力を伝えてきれてない。どん
な料理にも合う日本酒の魅力と味わいを出
来るだけ多くの人に知ってもらいたい」と訴
えた。

◆「ゆとり世代」のTOEICの点数は断トツトップ！
　新卒1年目～社会人9年目のいわゆる「若手社員」と呼ばれる世代の
TOEICの点数は、ベテランや管理職世代の社員の点数と比較し、高得点
を取得していることが判明した。TOEICが公式で提示している、「企業が
全社員に期待するスコア」である600点を満たしているのもこの若手世
代であり、昨今注目されている「ゆとり世代」を含むこの若手社員の方が
着実に企業で生き抜くための武器を手に入れていることがわかった。

◆英語学習にかける費用と時間

　英語学習にかけてきた費用が、若手社員は平均約20万4000円である
のに対し、ベテランや管理職、中堅社員の各世代は平均10万円以下とい
う結果になり、若手はお金をかけて英語習得に臨んでいることがわかっ
た。その一方で、1週間で英語学習にかけている時間についての質問で
は、10年目から19年目の中堅社員が12時間と、最も英語学習に時間を
割いていることが明らかになった。

◆社内の公用語が英語になったら会社を辞める！？

　自身が勤める会社で英語公用化が採用された場合、最も英語学習
にお金をかけTOEICの点数が高い若手社員も、ベテランや管理職、中
堅社員も、すべての世代の80%前後が「困る」ことがわかり、約20％は
「困るので会社を辞めたい」と回答。さらに、800点以上を獲得している
人の約2割でも、会社が英語公用語化を採用した場合、「困るので会社
を辞めたい」と考えており、高いTOEICのスコアを持っていても仕事で
英語を使うことに対して消極的であることが判明した。

　今回の調査から、仕事で英語を使うことに関して消極的な部分が明
らかになったが、自身の英語力に自信が持てるようになれば、その意識
も少しずつ変えることができるのではないだろうか。今後の更なる国
際化に向けて、今一度英語学習に注力してみよう。

「英語力」これは日本人にとって大きな課題である。中学校や高校から授業を受けていたはずだが、大人になっても英語を流暢に話せる人は
少なく、苦手意識が高いのが現状だ。そこで、“One Year English”プログラム「TORAIZ」を運営するトライオン株式会社では、会社で働く
新卒1年目以降の男性・女性400人を対象に、世代ごとの英語に関する意識調査を実施した。

Q. 今まで英語学習にどれくらいの費用をかけてきましたか？

Q. 1週間でどの程度英語を勉強していますか？

Q. あなたが働いている会社で明日から英語が社内公用語に
なったらどう感じますか？（TOEIC点数別）

【 調査概要 】
調査方法：インターネット調査
調査対象：新卒1年目～30年目以降の社会人
有効回答数：400人
調査日時：2016年9月17日～25日
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語
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ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

◆一番の悩みは人間関係
　職場の悩みで最も多かったのは、「人間関係」で約4割が回答。
次に多かったのは「ハラスメント」。「パワハラ」に関しては、昨年
比から30%増加しており、年々増えていることがわかった。また、
その悩みの原因は誰なのかを質問すると、半数以上52.7%が職
場の上司との関係性について悩んでいることがわかった。次い
で同僚が26.6%と、本来気兼ねなく話せるであろう同僚にも心を
許せずに悩む人が多いようだ。また、悩みを相談する相手として
公的機関が最多で、その次に上司に相談するというケースが増
えている。昨年までは、上司や家族よりも同僚や友人・知人に相
談するという回答が多かったが、今年度は逆の結果になった。

◆ハラスメント被害の現状
　サービス残業や長時間労働の強要、通常の休暇を取得させな
い、不当な給与カットや賞与の不支給、職場内のグループから仲
間はずれにされたり無視される、「目つきが悪いやつ」「もっと若

い女性社員に来て欲しい」などという容姿や性
別・年齢を悪しざまにしたもの、腹や脚を蹴ら
れるなどの肉体への実際の暴力行為、直接「も
う来なくていい」「辞めて結構」「お前なんか要
らない」などと罵倒される強制的な退職勧奨
や実際の不当な解雇、といった内容がハラス
メントに関する現状である。その他にも、子ど
もを持つことができない女性に対して「子ども
を作った方が良い」や育児休暇明けに望まな
い部署へ異動させられ、元の部署に戻しても
らえないなどの相談もあった。

◆男女別・年齢別の結果
　今回の相談者の約６割が女性で、40代・50代の年代層が最も
多かった。また、男性からの相談も40代からが突出して多くなっ
ていることも特徴の一つといえる。この層からの相談の特徴とし
て、「自分自身の生き方」に関する相談が多いことが挙げられる。
社会の中で、中間層として上の世代と下の世代に挟まれて苦悩
していることが悩みの原因と考えられる。

　職場は、人生の中で多くの時間を費やす場所。悩みながら仕
事をするより、悩みなく、楽しく働く方が確実にいい仕事ができ
るはず。深刻な悩みで困っている場合には、自分自身で抱え込ま
ず、身近な人や公的機関に相談してほしい。

【 調査概要 】
2016年度「働く人の電話相談室」
調査方法：フリーダイヤルによる電話受付
調査対象：働く人
有効回答数：756件
調査日時：2016年9月9日～11日
調査機関：日本産業カウンセラー協会

残業強要、不当評価等、その言動はハラスメント！
「パワハラ」に関する相談が昨年比30%増

〜
働
く
人
の
悩
み
を
調
査
〜

日本産業カウンセラー協会では、2007年から「世界自殺予防デー（9月10日）」にあわせて「働く人の電話相談室」を開設している。
今年で10回目の開催となったが、毎年「職場の悩み」に関して多くの相談が寄せられている。
働く人は一体何に悩んでいて、何が問題になっているのか、今回の調査結果を解説しよう。

ビジネス（香港・広東共通）

10 Pocket Page Weekly 04 November 2016 No. 564
B



香港

香港&深圳 香港

香港

ベトナム

11Pocket Page Weekly 04 November 2016 No. 564
B



香港

香港香港＆広東深圳

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk
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The Victoria Towers

（所在地） MTR太古（タイクー）駅

（間取り） 3LDK　947sq ft.

（室　内） 新改装、海景

（環　境） イオン近く、駅まで３分

（月　額） HKD46,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR奧運（オリンピック）駅

（間取り） 3LDK　929 sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD33,000　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

Orchards

Island Harbourview

H
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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5002号地王大厦主楼40-10単元
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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