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　眠らない街・ランカイフォンど真ん中にひっそり佇む「SAKON 左近」
は、ラーメン通なら誰しもが知る超有名店「とみ田」や「麺屋一燈」などを
輩出した「大勝軒・麺屋こうじグループ」出身の村田氏が自ら腕を振るう
とあって、10月のオープン以降、じわじわと日本人ファンを増やしている。
　近年、円安も後押しして、多くの香港人が旅行先を日本に選び、本場の
ラーメンの味を知るようになっている為、同店でも「日本人が旨いと思う
味そのままの味を提供しています」と語る同氏。しっかりとした塩豚骨の
スープと150gのもっちりとした中太麺は、見た目以上に胃袋を満たして
くれ、味付け卵は日本料理の“漬け”の技巧を用い、4日間タレの中で寝
かすことにより黄身の旨みを濃縮。ねっとりとした食感に魅了される人も
多く、スープ熱で程よい加減に火が通るよう真空低温調理されたロゼ
チャーシューもこれに華を添えてラーメン欲を抑えきれない猛者たちを
至福のひとときに誘う。

　さらに国際色豊かな場所柄、従来の日本流に加え、エンターテイメン
ト性も併せ持つ。「泡系ラーメン」と評され、日本のトレンドにもなってい
る「エスプーマ」と呼ばれるイタリアンやフレンチなどに用いるムースを
施したラーメンは、香港内では左近だけ。「ゆずふわ」、「だしふわ」「ト
リュふわ」のラインナップで、順番にランチ、ディナー、22時以降と10杯限
定。ランカイフォンで楽しく呑んだあとは、ウコンではなく、左近で翌日の
体に活力を！

クリスマス恒例！
REGALオリジナルテディベアプレゼント
　メンズ＆レディースのドレスからカジュアルまで定評のあるシューズブ
ランド「REGAL」がただいまクリスマスプレゼントセールを開催中。この期
間中にHKD1,000以上購入のすべての方を対象に「REGALオリジナルテ
ディベア」がもれなく貰えるキャンペーンも今年も始まった。(数量限定）
　このテディベアのキャンペーンは1996年から続き、今年で21作目。毎
年替わる個性的な衣装に魅了されるコレクターが続出するほど人気だ
そうだ。テディベアの足裏にはその年の刺繍が施され、キャンペーン
グッズの領域を超えた本格的なテディベアに仕上がっている。今年のテ
ディベアは、ポンチョを着たノスタルジックなフォークロアスタイル。
　REGALのシューズは、靴作りにかける情熱やこだわりは創業当時から
変わることなく、目まぐるしく変わる世界のファッションやトレンドを分析
し、程よく取り入れている。
　その中で2016年冬シーズンは、ちょっとキレイめなブリティッシュ・ト
ラッド&カントリースタイルに注目。今季はメンズ&レディース共にブー

ツが豊富で、特にメンズは、GORE-TEX装備の靴がドレスからカジュアル
まで大豊作。
　これらすべてのコレクションがクリスマスセールにつき、スペシャルプ
ライスで販売中。数量に限りがある商品ばかりなので、この機会をお見
逃しなく！

呑む前ウコン、呑んだら左近！ の塩とんこつ
ランカイフォンでシメれる、本格日系ラーメン店

SAKON 左近 
住所：Shop UG/F., The Plaza 19, 
　　  Wing Wah Lane, Lan kwai Fong, Central
時間：日～水 11:30～2:00、木～土 11:30～5:00 

SOGO CWB SHOP
住所：Shop 17D, 6/F., SOGO, 
　　 555 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2831-8513
時間：10:00～22:30

REGAL
MIRAMAR SHOPPING CENTRE SHOP 
住所：Shop 2037-38, 2/F., 
　　 Miramar Shopping Centre, 
　　 132 Nathan Rd., TST 
電話：(852)2116-1552
時間：11:00～22:00

フェイスブック：Regal Shoe Hong Kong
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

ジャーニー･トゥ･スペース3D
遥かな火星へ

～12月31日

まだ未知なる宇宙への挑戦
　火星までの旅行は往復で六か月はかかると言われていてまだまだ未知の世界。そん

な宇宙への旅を追い求め、スペースシャトル開発や宇宙飛行士による宇宙ステーション

滞在など、宇宙に進出してきた人類。遥かなる火星を目指す科学者や宇宙飛行士の挑

戦をプラネタリウムで描く「ジャーニー･トゥ･スペース3D遥かな火星へ」がスタンレー・

ホー・スペースシアターで上映される。監督は「ワイルド・カリフォルニア(IMAX）のマー

ク・クレンツェン。ナレーションはTV「新スタートレック」シリーズや「X-Men」シリーズの

パトリック・スチュアート。これまでのプロジェクトの成果を振り返りながら、宇宙開発へ

の思いを映像で見る。

青空の下でめいっぱい休日を楽しもう！
　西九文化區（West Kowloon）のナーサリーパークで、２日間に渡り、

家族全員で楽しむことができるイベントが開催される。会場では一流

ミュージシャンによる

ジャズやクラシックの演

奏が行われるほか、ペッ

トに関するイベントや

露店の出店なども。詳し

くは専用アプリでチェッ

クしよう！

Nursery Park
Freespace Happening

12月10日、11日

Stanley Ho Space Theatre, Hong Kong Space Museum, TST
HKD32、HKD24

Nursery Park, West Kowloon Cultural District
12月18日～20日、20日～26日（火・水・木・土・日） 19:30～
19日～20日、25日～27日（金・土・日） 14:30
www.hkballet.com/en/Whats-On/Productions/The-Nutcracker.html
HKD1000、HKD680 ,HKD520、HKD320,HKD180

KITEC Rotunda 3
20:00～
www.la-comedylive.com/bill-bailey
HKD888、HKD688、HKD488

Nursery Park, West Kowloon Cultural District
14:00～22:00（10日）、14:00～19:00（11日）
専用アプリ「Freespace Happening」有り
入場無料

16/F., SOGO Causeway Bay, 
555 Hennessy Rd., CWB
10：00～21：00
www.sogo.com.hk
無料

クリスマス恒例の心温まる作品
　香港バレエ団によるクリスマス公演「くるみ割りの人形」が12月18日

(日）～27日(火）まで香港カルチャーセンターで行われる。かわいらしい

少女クララの純真な愛の心 が

輝くこの作品は、クリスマスの

ひと時をあたたかい気持ちで

過ごすのにぴったりの作品。

くるみ割り人形
香港バレエ団

12月18～27日

音楽と笑いが融合したエンターテインメント
　「コメディ界のモーツァルト」ビル・ベイリーが、香港で行うコメディーラ

イブ。ミュージシャンとしても活躍している彼ならではの、音楽や歌も取り

入れるバラエティに富んだショーが

人気だ。年末の忙しい時期だからこ

そ、お腹から笑って疲れを吹き飛ば

そう！

Bill Bailey 
Larks In Transit

12月14日

世界のアートシーンで愛される
草間彌生展「Loved & Love」

～12月11日

人々を魅了し続けている「女王」の作品展
　前衛芸術家として活躍する草間彌生が香港そごうで個展を開催。水玉
や網目などの同一のモチーフの反復によって絵画の画面や彫刻の表面を

覆うことが、「水玉の女王」と呼ばれる彼
女の作品の特徴。お馴染みの「かぼ
ちゃ」「女の子」や「花」をモチーフにした
作品約70点は必見。

香港ピックアップ

04 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



香港

香港

香港

香港

香港

05Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



香港＆広東 香港

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/
金融・保険・投資顧問 

香港/九龍 インテリジェンス
香港18K～23K

債権回収の金融サービス企業よりCSスペシャ
リスト募集。電話対応やオフィスサポート等。
★英語日常会話レベル。CSの経験者は尚可。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港30K
基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
★5年以上の関連経験者か、無くても電子業界
の営業経験あれば検討可。中国出張が可能な方。

香港/九龍 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） 25K～30K

機器メーカーの営業マネジャー。香港事務所
の経営管理・スタッフ育成と、営業活動・中国
工場との納期確認など。★電子部品業界およ
び経営管理経験と、豊富な営業経験。

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/
旅行・レジャー・観光

香港/香港島 22K～25K
旅行代理店の秘書業務。役員のサポート、ビジ
ネスミーティングの通訳・翻訳補佐など。★秘書
経験があり、5年以上の社会人経験がある方。

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/香港島 16K～24K

日系保険会社にて、法人顧客向けに損害保険
商品をご案内。契約内容の更新や見直し等の
コンサルティング営業も。★3年以上の保険
（金融）での勤務経験。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 30K～40K香港/新界

主に既存顧客のメンテナンス（トラブルシュー
ティング及び値上げ交渉等）。中国出張あり。
★数年の物流（輸出入）経験者（中国の通関事情
に詳しい方尚可）。英語日常会話レベル以上。

インテリジェンス
香港香港/香港島 25K～27K

経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

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 

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

インテリジェンス
香港16K～20K香港/香港島

電子デバイス企業より、シニアマネジャー募集。
ローカライズされたソフトウェアのテスト等。
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～30K

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

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/香港島営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問 25K
日系企業向けの監査サービスの営業業務。
ニーズヒアリング、提案営業、会計士とのコー
ディネート。★4年程度の会計監査業務または
監査プロセス経験者。英語ビジネスレベル。

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。

編集・広告・デザイン/
マスコミ・広告・デザイン 20K

Web制作サポート全般。自社サイトの立ち上げ
サポート、サイト管理・運用など。★記事企画・
編集の経験者。

インテリジェンス
香港香港/新界

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～30K東莞

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

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） 

香港/新界 30K～35K
営業の統計資料作成、海外支部との連絡、その他
オフィスサポート全般（簡単な翻訳、会議準備
など）。★最低2～5年の営業事務経験。英語・
普通語：社内コミュニケーションレベル。

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/
外食・フード 

香港/新界 20K～40K
香港にて日本食を展開する有名企業より、秘書
ポジションの募集（秘書・総務業務担当）。★英語
ビジネスレベル、広東語コミュニケーションレ
ベル。秘書経験必須。ビザをお持ちの方。

ベトナム
応相談
（USD
8Kまで）

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 

工場で生産される製品の品質を管理し、全体
システムの整備、設計への指示などを担当。
★電子機器の品質管理経験10年以上、英語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 RMB～18K

日系商社で営業職の募集。★1）日系企業での
仕事経験。2）営業（特に樹脂・自動車業界・商社）
5年程度。普通語：業務交流できるレベル。

広州

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/建設・建築・
内装・住宅関連 

USD
1.5K～2K

バルブメーカーにて副駐在事務所長。ローカル
スタッフのマネジメント業務（主に営業方面）。
★マネジメント経験と英語日常会話レベル。

ベトナム

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/新界

貿易商社より商品管理ポジション募集。社内
システム、商品情報、在庫の管理など。★物流
や商品を管理した経験があり、基本的なエク
セル操作が出来、明るい方、ビザホルダー。

15K～18K

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

06 Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港

香港香港

07Pocket Page Weekly 09 December 2016 No. 569
B



香港

普段、どのように日経新聞国際版を読んでいますか
　以前いたドイツやフランスでは紙の国際版を購読してい
ました。その後Web版ができてからはほとんどWeb版を利用
しています。オフィスでは、日中の間は打ち合わせやトラブル
対応などでデスクにゆっくり座って落ちついてニュースを読
むことが難しいので、ちょっとした移動時間を利用してニュー
スメールをチェックしています。いつでも最新のものが配信
されてきて、携帯でも見ることができるのがいいですね。まず
はざっくりタイトルを見て、気になるもの、読んでおきたいも
のをPDFにしてネット上のストレージサービスに保存するん
です。それで、後で時間があるときにそこから拾ってじっくり
読むようにしています。

よく読むのはどのような記事でしょうか
　仕事にかかわる分野でもある食品・物流・外食産業の記事
を中心に読んでいます。ヨーロッパでは日本の食材自体がな
かなか入ってこないですが、やはり香港は日本とも近いとい
うこともあり、食材だけでなく、日本の外食産業の出店がいつ
の時代も多く、関連する記事はよく目にするので欠かさず
チェックしています。

仕事以外の記事でよく読まれるものはありますか
　海外に出るようになって、売り上げや利益といった数字面
の管理だけでなく、実際にスタッフやその家族の生活を守ら
なければならない現場の責任者という立場で仕事をするよ
うになり、よく読むようになったのはNIKKEI STYLEの「リー
ダーのマネジメント論」です。インタビュー形式になっている
のでビジネス書よりも更に読みやすく、そして内容も生々し
いんですよね。自分なら、と置き換えて読んでいます。例えば
リーダー論ひとつとってもカリスマ的な力で会社やチームを
引っ張っていく方と、部下を育てて全体をまとめて押し上げ
ていく方、と様々なタイプの方がいますよね。自分はどちらか
な？もしくはどうあるべきなのかな？とかを考えます。「私の
履歴書」もよく読みますが、こちらも同じく、リーダーの方の過
去の失敗談まで書いてあったりして、各界で活躍、成功され
ている方でもそんなことあったんだと、読み返して納得した
り、励まされたりもしています。

息抜きに読む「何でもランキング」も楽しみだとか
　そうなんです。土曜日には雑誌を読む気軽な感覚で
「NIKKEIプラス１」を読んでいます。その中でもこのランキン
グは面白いですよね。食品にまつわる業界にいて食べ物に
は興味があるので、レストランのランキングや、子供がいる
ので行楽についてのランキングだったり。自然といつも見て
しまいます。

日経新聞を選ぶ理由はなんでしょうか
　ビジネスをさせてもらっている人間からすると、必要な情
報がまとまっていて一か所で手に入れることができる。とい
うのが最大の理由です。日本にいると新聞だけでなくテレビ
のニュース、ワイドショーなどで否応なしに国内の情報が耳
にはいってくる環境ですが、海外にいると能動的にならない

と情報を入手することはできません。でも、海外にいると、日
本人である私に日本のニュースのことを問われる機会も多
い。自分も日本の情報の発信者でいるためにも、効率的に良
質なニュースを入手するすることができる日経新聞を読むこ
とは最良の選択肢なのではないかと思います。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

日経ニュースメールと
オンラインストレージサービス

忙しい身ならではの情報入手方法で
自らも常に「新しい自分」に

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JFC Hong Kong Limited ゼネラルマネージャーの田中信裕さんに、
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。

JFC Hong Kong Limited 
ゼネラルマネジャー

田中 信裕さん
キッコーマン株式会社に入社後、日本国内にて営業職に
従事。2000年以降、同社のグループ会社であるJFCのドイ
ツやフランスなど海外の拠点で活躍したのち、今年の６月
に来港。JFC Hong Kong Limitedの総経理に就任。仕事で
密接にかかわる「食」は業務時間内だけにとどまらず、休日
もその土地の食文化を楽しみ、それが日頃のストレス解消
にも繋がっているのだという。

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

住所：10/F., Ever Gain Centre, 
　　  43-57 Wang Wo Tsai Rd., Tsuen Wan
電話：(852)2428-6431

JFC Hong Kong Limited
JFCは世界22ケ国・57拠点で東洋・日本食品の
輸入卸業を行う会社。日本の食文化を常にリー
ドしてきたキッコーマンのグループ会社であり、
企業理念は『確かな商品と行き届いたサービス
（Quality Merchandising and Good Service）』。
安心・安全で美味しい日本食材を世界中の人々
に届けており、JFC Hong Kongは香港・マカオ
市場を担当している。JFCでは、世界中に展開
する拠点のネットワークを活かし、海外の最新
トレンドや、現地の生の情報（輸入規制、食材
調達、不動産、労務問題、等）を紹介することが
可能。ゼネラルマネージャー田中氏は「香港内
は勿論、これから海外進出・チェーン展開を計
画されている飲食店の皆様は、是非弊社にお
声掛け下さい。」という。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

上海不動産の現実。バブルと言うのは簡単だが。

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　上海の知人の話である。年齢は30代後半、独身女性だ。2年
ぐらい交際している相手がいるので遠からず結婚するのだろ
うな、という風情。優秀な人でベンチャーキャピタル系で出来
高制の仕事をしており収入も高い。
　彼女は一昨年の2014年、母親と一緒に長年暮らしていた自
宅のアパートを売却した。そのアパートは親の時代に政府から
支給された「弄堂」と呼ばれる古い家が都市再開発で取り壊し
にかかったときに代わりとして用意された旧式のアパートであ
る。売却して手にした300万元（約4,800万円※）を頭金にローン
を組んで900万元（約1億4,400万円※）のマンションをプレビル
ド（建築前販売）で購入。母親との共同名義で登記をした。
　引き渡しを受けて2人で普通に住んで暮らしていたら、その
マンションの価格が今年の始めぐらいから猛然と上昇をはじ
めて現在価格で1,500万元(約2億4,000万円）になった。これは
私も自分の目で確認している。ほんの数ヶ月で不動産屋の店
頭の価格が40%程度上がっているのを見て、本気で目をこ
すって改めて見直した記憶がある。とにかくこれまで見たこと
もないような急激な上昇だった。
　不動産取引税を減税したとかローン比率が70%から80%に
なったとか、理由はいろいろあるだろう。中国の地方自治体の収
入が国有土地使用権の民間への払い下げに大きく依存してお
り、不景気による税収減もあいまって国家ぐるみで不動産価格
を下支えする政策を打ち出したというところに原因を求めるこ

ともできる。政府として減税やローン条件の緩和はもともと地
方都市の不動産価格を浮揚させる意図があったが、実際の不
動産購入の波は全国で最も高いレベルにある上海に集中して
しまったというストーリーも信憑性が高い。いずれにしても上海
の不動産価格が暴騰したという現実があるのは確かだ。
　その最中、彼女は素早くもうひとつマンションを購入してい
た。先に買った物件のローンが残っていたら次の融資が下り
ないのでまず手持ちの貯蓄で残債を完済した。また現在、独
身の人間が同時に複数の不動産の名義人となることは規制が
あってできないので共同名義だった住居を母親の単独名義に
登記しなおして、自分はもう一件購入できるような段取りもし
た。仕事柄、良質な融資の情報にもアクセスが可能だった。
　2件目に手に入れたマンションは1,600万元（約2億5,600
万円※）、それも現在では2,000万元（3億2,000万円※）に
なっているという。ざっくり1億5,000万円程度だった資産を
約3年で6億円近くまで増大させたというところだろう。この時
期に潤沢な貯蓄を持っていたことや職業面の優位性も大き
いが、判断力と行動力をもって短期間にこれだけのことを達
成したわけだ。
　ある年齢以上の日本人には既視感のある風景ではないだ
ろうか。30年近く前の日本にもこういう人たちが結構いた。
　今彼女のような人に「完全にバブルだ、早く売った方が良
い！」と言うのは簡単である。「以前の日本でも同じようなこと

があったので私にはわかる」と自分の見てきたことを語りたく
もなる。
　しかし記憶を辿ってみればこの凄まじい高騰のあった2016
年までに上海の不動産は十数年間に渡って10倍以上の価値
になっているのである。2000年代初頭に100万元だったマン
ションが2015年には1,000万元になりそれが今年1,500万元に
急上昇したというイメージだ。実際これでほぼ間違っていない
ことは上海にゆかりの深い人なら知っているだろう。
　10年ぐらい前からすでにバブル状態であると言われつづけ
てきたし、私も少なからずそう思ってきた。しかしそんな経験
や感覚は3年で資産を4倍に殖やした人の前では沈黙するし
かない。むしろあのとき「早く売った方が良い」と言わなくてよ
かった。仮に自分のその言葉を信じて上海の知人の誰かが不
動産を売却していたら取り返しのつかない損をさせていたこ
とになる。正直今もバブルだと感じている。だが破裂する前に
その泡がどれだけ大きくなるのかはわからない。
　未来に向かって新たに刻まれる出来事をわずか数十年の
自分の人生経験に鑑みて断じることの危険性をひしひしと感
じた。

※2016年11月時点のレートで換算

ビジネス（香港・広東共通）
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