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年末だから年末だから
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高級食材から 日常食材まで

ク
ー
ポ
ン
期
限：12/25ま

で

16
ページ

「ままサプリ」「ままサプリ」読むだけで
ママが笑顔に

好評
連載中

第6回 フローになることの大切さ
三菱電機（香港）50周年記念特集【第３回】
「技術力」「現場力」「人間力」の三本柱で
香港・マカオ・中国の発展に貢献していく
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　グルメの激戦区とも言われる香港の下町を代表する繁華街、旺角
（モンコック）に、またまた食通大注目の店がオープン、連日多くの客が
訪れ話題となっている。
　同店の看板メニュー｢爆盛り！焼き牛丼｣(大HKD188、小HKD128)に
は、脂が少ないヘルシーなニュージーランド産のサーロインを使用。
じっくりと柔らかく焼かれた肉をスライスし、惜しげもなく米の上に積み
上げるようにトッピング。大にはなんと400ｇの肉が使用されており、高
さはなんと18cm！更に特製のアップルガーリックソースとわさびクリー
ムソースが食欲をそそり、肉もご飯もどんどん進む。
　また、肉より魚派の人にオススメなのは、｢四点メガ盛り丼｣
(HKD298)。ウニ・松葉ガニ・イクラの上に、マグロのたたきを山のように
盛り付け、見た目にも豪華な一品に仕上がっている。その他にも、北海
道産のバフンウニを含めた3種のウニが楽しめる｢三色うに盛り丼｣や

炙った刺身の香ばしさがたまらない｢火焔盛り丼｣(HKD135)と、海鮮丼
を豊富にラインナップ。同店で使用されている刺身の約80％は日本から
輸入されており、鮮度も美味しさも抜群だ。
　丼に欠かすことの出来ないご飯も、北海道産のブランド米｢ななつぼ
し｣を使い、妥協が一切無い丼を提供。見た目に違わぬこだわりが盛りだ
くさんに詰まった同店のデカ盛り丼を是非お試しあれ！

産後の骨盤矯正・ダイエットやX・O脚、ぽっこりお腹に悩む方必見！
約30分間横になるだけの骨盤矯正が香港に上陸！
　12月1日にオープンした日系エステサロン「Brightly Tokyo」。「健康で
なければ本当の美しさは手に入らない」をコンセプトとしており、痩身、
フェイシャル、脱毛などを提供している。中でも注目なのは「APS（エアプ
ロフェッサーシステム）」。身体の各部位に適切な圧力を加え、骨盤の歪
みを整えることでサイズダウン狙えるというもの。空気力学を応用したこ
のメソッドは、機械が正しい骨盤の位置を自動で読み取って矯正してく
れるだけでなくインナーマッスルを鍛えることもでき、産後ダイエットや
X・O脚改善、筋力アップに効果的だ。また姿勢矯正することでポッコリお
腹も即解消され、腰痛をお持ちの方にもお勧め。
　さらに、本来は歳と共に減少する成長ホルモンが術後は活発に分泌
されるため代謝が良くなり、より痩せやすいカラダになるなどアンチエ
イジング効果も見込めるという。

　約30分間、専用ベルトをつけて横になるだけで効果を得られ、ハード
な運動に耐えきれず挫折してしまった方にピッタリ。他にも高級コスメ
「ソティス」ブランドを使用したリフトアップ効果が望めるパワーリフト
フェイシャルなども提供している同店。体型の悩みを抱えている方、一度
問い合わせしてみよう。

見た目もど派手なデカ盛り丼の店｢爆丼屋｣で
大ボリュームメニューを堪能しよう！

爆丼屋
住所：Shop 8, G/F., 50 Soy St., Mong Kok
電話：(852)2332-2918
時間：12:00～26:00

Brightly Tokyo
住所：9A, 9/F., Redana Centre, 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2803-5003
メール：brightly@outlook.jp
フェイスブック：Brightly Tokyo
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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

　チョコレートを通じて世界に喜びと革新をもたらすゴディバから、キッ
ズ向けのプレゼントにぴったりな、愛らしいパペット付きのボックスト
リュフが到着した。
　パペットの種類はパンダ、クマ、キリン、トラの4種類。それぞれの動物柄
の可愛い箱の中には1種類のパペットと一緒に、ミルクチョコレート、ダー
クチョコレート、ストロベリーチーズケーキ、ラヴァケーキダークチョコ
レート（フォンダンショコラ）のうち2種類のトリュフが合計5つ入っており、
味の組み合わせは動物によって異なる。子供と一緒にパペットで遊びな
がら、ゴディバの上質なトリュフを楽しむことができるこのセット、4種類の
ボックスを揃えて小さな動物園を作ってみるのも楽しいだろう。

　美味しく高品質のチョコレートを作ること。そして、人々を笑顔にするこ
と。この2つにコミットして生まれた「GODIVA Wrapped Chocolate Truffle 
Gift Box 5pcs. with Finger Puppet」で、キッズ達の笑顔こぼれるハート
ウォーミングなひとときを過ごしてみては。

シカゴ発のクラフトビール、
GOOSE ISLAND CRAFT BEERがアジア初上陸
　シカゴ発祥のプレミアムビール、「GOOSE ISLAND CRAFT BEER」の香
港および韓国での販売が開始された。市場に出回るなかで最高峰を目
指したというビールは、現在香港で3銘柄が発売されており、来年は新た
に数種が加わる予定だという。人気の「GOOSE IPA」はエルクマウンテン
農場産のホップで作られた、柑橘系の香りとホップの後味がバランス良
いトラディショナルなインディア・ペールエールで、アメリカンビア・フェ
スティバルで6度入賞した経験を持つ。
　「The Honkers Ale」は田園地帯広がるイギリスの郊外で発展した、ク
ラッシックなレシピを元に醸造されたビール。モルトの苦みと、フルー
ティなホップの味わいを楽しめる。ほのかな柑橘系の香りと無ろ過の味
わいが楽しめる「The 312 Urban Wheat Ale」は、アメリカンビア・フェス
ティバルのイングリッシュスタイル部門で4度の受賞歴がある実力派
ビールだ。

　1988年にJohn Hall氏によってシカゴの創業されたGOOSE ISLAND 
CRAFT BEERは、ヨーロッパのブランドや製法にインスパイアされたビー
ル作りが特徴的で、今やアメリカのトップブリュワリーの1つとなっている。
　香港では現在はいくつかのレストランで提供されているほか、セント
ラルの「THE BEER BAY」、尖沙咀の「CRAFTISSIMO BEER SHOP」、観塘の
「IC BEER」、銅鑼湾の「RUGGERS」、石澳の「棠記士多」、オンラインストアの
「Ztore」、等の小売店で購入することができる。日本未発売のこだわりク
ラフトビールを、ぜひ一度お試しあれ!

ゴディバからキュートな動物の指人形が
付いたトリュフが登場

GODIVA
GODIVA Wrapped Chocolate Truffle Gift Box 
5pcs. With Finger Puppet
Panda/Bea/Giraffe/Tiger/各HKD85

GOOSE ISLAND CRAFT BEER
提供中のレストランなどについてはWebサイトへ：
www.gooseiscominghk.com

香港トピックス
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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

営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 RGF 香港22K～28K

投資アドバイザリーを行う香港系金融機関にて日本人営業
担当者の募集。日本人顧客のフォローアップ、投資セミナーの
実施、ビジネスパートナー各社との営業企画業務となります。
個人営業ノルマなどは有りません。IIQE(1,3,5)/IIQAS 
(1,3,5) / PIBE / CIB等の保険ライセンス保持者優遇。

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/九龍 RGF 香港28K～35K

日系大手製造企業にてエグゼクティブ・アシスタン
ト（秘書）の募集。中国・アジア統括責任者の秘書と
して出張フライト/ホテル予約業務、スケジュール
調整、ビザ・ライセンス各種手続きを担当。英語も
しくは北京語ビジネスレベル必須。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/金融・保険 40K～90K

金融機関にて日本人を対象としたプライベー
トバンカーの募集。金融機関（銀行、証券会社、
投信会社等）で5年以上の勤務経験があり、
運用会社での投資信託・債権の営業経験が3年
以上ある方。SFC Type1保持者歓迎。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 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。
法人営業経験がある方が望ましい。各種手当有・
福利厚生充実。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 22K～28K

外資系化粧品企業にて日本Market担当の
Country Marketing Executiveを探す。オンラ
インマーケティングによる化粧品・ラグジュアリー
商品の販促活動担当。化粧品・アパレルの経験者、
もしくはWebマーケティングの経験者歓迎。

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） 

35K～45K香港/九龍

日系アパレル小売企業にて香港事業の責任者
（駐在員）を募集。既存店舗および新規出店計画
立案、予算策定、オペレーション管理・マネジ
メント業務。アパレル小売業界での経験者。本社

RGF 香港香港/香港島 30K～35K

美容サービス事業の運営管理者を募集。コン
サルティング業界で経営企画・営業戦略立案、
KPI管理、BtoCマーケティング等の経験者、
もしくは小売流通業界で地域統括・スーパー
バイザーの経験者。

企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容

営業・販売系/金融・保険 RGF 香港25K～38K香港/香港島

外資系投資銀行にて日本人プライベートバン
カーのアシスタントを募集。金融機関のミドル
業務・証券の受発注業務の経験者。SFC 
Type1保持者歓迎。英語ビジネス上級レベル
（TOEIC900点レベル以上）。

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

22K～28K
インターネットソリューション・Ｅコマースを提供
する会社にて経理総務職。事業会社もしくは
会計事務所で経理の実務経験が3年程度ある
方。総務人事業務の経験者歓迎。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島営業・販売系/金融・保険 35K～45K

米系金融データ提供会社の香港支社にて、日本人のセー
ルス・マーケティングマネージャーを募集。APAC内での
マーケティング活動・セミナー企画を担当。金融業界で
の営業、営業推進、マーケティング経験、株式・債券イン
デックス、マクロ経済指標の一般知識を有する方。

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）/
金融・保険 

香港/香港島 18K～23K

保険・金融商品のブローカー企業にて日本人
を対象としたコンサルタント職の募集。顧客の
資産運用アドバイス、ポートフォリオ作成、受発
注業務、投資セミナー開催補助業務など。既存
顧客のフォローアップがメイン。

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～50K

日系製造業(自動車関連）にて内部統制・業務
監査担当者を募集。香港および中国地区の子
会社・工場の事業監査、リスクマネジメント・
社内法規策定をチームで行う。JOSOX対応
経験者、会計士資格者優遇。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港技術系（メディカル・
化学・食品）/小売・流通 50K～70K香港/新界

大手食品メーカーで包装材工場の責任者を
募集。食品包装材・ラミネートに関わる開発
技術者、もしくは生産工程管理や工場経営の
経験を有する方。本社採用駐在員、もしくは
現地採用となる。

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 25K～34K

日系大手電機メーカーにて、オフィス機器の
市場調査担当者を募集。各市場調査機関の
レポートをまとめ商品開発部・生産技術部・
マーケティング部にレポートする業務。同業界
もしくは近しい経験必須。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 25K～30K

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてＥコマー
ス担当者を募集。対象は日本の病院・医療機関と
なり、日本語訳・WEBサイト更新・SEO対策、そ
の他受発注業務サポートを行う。デジタルマーケ
ティングに興味ある方、未経験者歓迎、急募。

日本 30K～38K RGF 香港営業・販売系/商社 

スマートフォンの電子デバイスリサイクルを行う
米系ベンチャー企業にて営業マネジャー（東京
勤務）の募集。法人営業の経験者で数字に強い
方。英語ビジネスレベル（上司はアメリカ人）、
香港採用・勤務地は東京・青山。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～35K

日本食材を扱う貿易商社にて営業担当者～マ
ネジャーを募集。業界問わず3年程度の法人
営業経験がある、もしくは飲食業界で店舗マネジ
メントなどの経験者。物流・商社の経験者歓迎。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

35K～40K

日系大手物流会社にて、会計財務のマネ
ジャーを募集。事業会社でのフルセット経理業
務経験５年以上、年次予算策定、中国子会社と
の連結決算業務経験必須。英語ビジネスレベル、
北京語出来る方歓迎。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

香港/九龍
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービス
の募集。日系クライアントからのお問い合わせ
対応、各種配送手続き代行、各ベンダーへの
連絡業務。英語・北京語出来る方歓迎。

18K～22K

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍

日系大手商社の化成品事業部にて営業担当者
を募集。主に自動車業界を対象とした合成樹脂
製品/プラスチック素材の販売業務。同化成品
業界や自動車業界での業務経験を有する方、
北京語出来る方歓迎。

20K～25K
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香港＆広東 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/
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。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 香港/香港島 インテリジェンス

香港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。

香港/香港島 インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～20K
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。

香港WORKSサービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 13K～18K脱毛施術エステスタッフ。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～40K高級串揚げ専門店での料理長。

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香港/九龍

機器メーカーより営業マネジャー募集。香港
事務所の経営管理・スタッフ育成と、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。

香港WORKS香港/新界 18K～25K日本人宿舎料理スタッフ（日本食）。サービス系/外食・フード

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16K～24K香港/香港島

日系保険会社にて、法人顧客向けに損害保険
商品の営業。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。

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB
20K～30K品質管理部長。 香港WORKS東莞

香港WORKS香港/九龍クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～25K照明デザイナー（顧客対応）。

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

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。

インテリジェンス
香港香港/新界

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 15K～18K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。

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）の営業業務全般および管理。
★5年以上の関連経験者か、なくても電子業界
の営業経験あれば検討可。中国出張が可能な方。

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/九龍 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。

広州 RMB～18K インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社

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。

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
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

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

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。

東莞

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 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。

30K～40K

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
マスコミ・広告・デザイン 香港/新界

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。

20K
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三菱電機（香港）50周年記念特集【第３回】

三菱電機（香港）社会インフラ事業部は

「技術力」「現場力」「人間力」の
三本柱で香港・マカオ・中国の
発展に貢献していく

2016年11月、三菱電機（香港）は設立50周年記念式典を開催した。同社会インフラ事業部は
設立以来、圧倒的な技術力で、電力、公共、交通分野で業界を絶えずリードし、香港、マカオ、中
国インフラを支える最先端の技術を提供してきた。2016年を締めくくる連載第3回目は、三菱
電機（香港）社会インフラ事業部総経理の鳥海寿郎氏に、三菱電機（香港）社会インフラ事業部
が成長を続ける事業展開の秘訣と今後の抱負についてお話を伺った。

鳥海寿郎（とりうみとしお）氏
三菱電機（香港）社会インフラ事業部総経理。中国・西
安の製造・販売工場に4年赴任し、中国全土の電力会
社向け配電機器の拡販活動に従事。兵庫県神戸市出
身。香港兵庫県人会の会員でもあり、各業界の人達と
のネットワーク構築にも積極的で、三菱電機（香港）の
ショールームへも招待している。

　三菱電機（香港）社会インフラ事業部のプロジェクトのひとつ
に、ドップラーライダがあります。ドップラーライダというのは、
空気中のチリ・ホコリに人体に無害なレーザ光を当てて、チリ
やホコリの動きから風の流れ・向き・強さを計算して検知するシ
ステムです。主に飛行機が安全に離発着するために必要不可
欠なシステム（※1）で、製品は兵庫県尼崎市にある三菱電機
（株）通信機製作所（以下通信機製作所）で組立、試験をしてお
り、“メイドインジャパン”であることも香港市場で高評価を得ま
した。
　先日、ドップラーライダを北京新国際空港に導入することが
正式決定しました。導入が決まった背景には、香港国際空港に

納められていた米国製品が、今年4月に三菱電機の製品にリプ
レースされたことがきっかけとなりました。入札の結果、測定精
度/測定範囲などの技術評価、機器の価格競争力及び据付けか
ら試験、引き渡しまでターンキー工事で対応することが評価さ
れました。华北空中交通管理局のお客様から、香港国際空港で
導入したものと同等以上のものを北京新空港に採用したいとい
う話をいただきました。従来ならば、国内入札にて機器調達す
る中国が、三菱電機の技術力を評価し、国際入札にて調達する
ことになりました。入札前に技術交流会を実施し、お客様の要求
を満たしていることをご理解いただいた上で、入札に参加しま
した。開札の結果、仕様も価格も三菱電機の製品に満足いただ
き、一社単独の契約交渉となり、今年11月28日付で契約調印が
完了しました。

　北京新空港新設の背景には、現在の北京首都空港の年間利
用客が8000万人を超えていたためでした。新空港には年間一
億人の利用客が見込まれ、最新技術や設備を導入する予定と
なっており、一つのショールームとなります。北京から中国の主
要都市、例えば広東省の広州・深圳、四川省の成都など、年間利
用客が約6000万人を超える空港（右図表を参照）になると、滑
走路の拡張工事も計画されます。今後3～4年以内に新空港が
18カ所、滑走路の拡張工事が25カ所行われる見込みです。その
際に、飛行機の安全航行に必要なドップラーライダを普及でき
るように展開していきます。そのためには、「技術力」は当然な
がら、これからはお客様と現場が一体となった「現場力」も必要
となってきます。例えば、サイトトレーニングや通信機製作所で

の工場トレーニング、そして最終的には製品を納めた後のアフ
ターサービスです。私どもはきめ細やかなメンテナンス提案や
テクニカルアドバイザーを派遣して一年でも長くご使用いただ
けるようなサービスを提供していく「人間力」でお客様に貢献し
ていきます。また、再生エネルギーである洋上風力発電向けの
小型ライダの技術提案も進めていきます。現在、中国での洋上
風力発電容量は5GWですが、2020年には6倍の30GWもの電
力需要が見込まれます。それに合う小型ライダを中国大陸向け
に発信して需要拡大を図りたいと考えています。そのような形
で来年度からいよいよ本格的に中国全土への普及に向けた活
動をスタートさせる年だと意気込んでいます。

●大型ライダ
「大型コヒーレントドップラーライダ装置」
アイセーフパルスレーザにより、上空の風
向風速をリアルタイムに計測することがで
きる。

●小型ライダ
「ウィンドライダ」
全天候下で詳細かつ正確な風速観測デー
タを取得することができる。

ドップラーライダはレー
ザ光を発射して、大気中
のエアロゾル（塵、微粒
子）からの反射光を受信
し、その移動速度を風速
として計測するシステム。
従来の風速計では不可能
であった上空の風速分布
を遠隔で計測が可能。

航空安全 風力発電

広範囲の風況データを正確にリアルタ
イム計測し、ウィンドファーム全体の発
電効率向上に寄与する。

※1：後方乱気流、晴天乱気流といった
見えない風の脅威を検出し、空の安全
監視に貢献する。
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乌尔木齐

哈尔滨

沈阳

大连天津

青岛

郑州

南京

武汉

长沙
贵阳

海口

三亚

西安

重庆

厦门

杭州
成都

长水

深圳

广州

首都

虹桥

浦东

中国国内空港年間利用者数の分布
（2014年時点） 

2016年4月に実施したドップラーライダの技術交流会の際、华北空中交
通管理局のお客様と撮影。

8,000万人

5,000万人

3,000万人
2,000万人
1,000万人

2019年開港予定の北京新国際空港に
ドップラーライダの導入が決定

今後、中国国内で予定される新たな空港建設や
設備更新に合わせ訴求する

ドップラーライダ Doppler Lidar
香港国際空港に続き「北京新国際空港」にも導入決定！香港国際空港に続き「北京新国際空港」にも導入決定！
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　三菱電機（香港）は、2001年にハッピーバレー競馬場に47ｍ
のダイヤモンドビジョンを納入しました。当時納入したのは、現
在のモデルより古いもので、ピクセルピッチが20㎜のものでし
た。私が香港に赴任した2014年に、お客様から既設よりアップ
グレードしたピクセルピッチが10㎜、横幅を54ｍに拡張させた
いというニーズを掘り起こしました。
　中国メーカーとの2社入札となりましたが、技術/価格評価の
結果、2015年5月に契約調印を行うことができました。お客様か
ら評価していただいたのは、三菱電機の製品は非常に信頼性
が高く、アフターサービスがよい点だと考えています。技術評価
は、実機を用いたデモンストレーションを要求されました。屋外
で各メーカーのサンプルユニットを並べてテストを行った結
果、最も高い評価をいただくことができました。最後は表面価
格だけではなく、技術力など総合評価により成約に至りました。

　香港SOGOにダイヤモンドビジョンの導入が決まった背景に
は、香港SOGOのオーナーが、ニューヨークのタイムズスクエア
にあるマリオットホテルの外壁に設置されたダイヤモンドビ
ジョンをご覧になられたことがきっかけでした。総幅延長100m
を超えるダイナミックな画面に驚かれ、集客数の多い銅鑼湾
（コーズウェイベイ）店の看板広告をダイヤモンドビジョンに変
えたいという話をいただきました。米国と中国メーカーとの3社
入札となり、ハッピーバレーの入札時と同様に3社のサンプルユ
ニットを並べ、デモンストレーションをし、技術評価が行われま
した。三菱電機の製品は画像の鮮明度、ローアングルからみた
画像の上部が他社に比べるとよりクリアに見えること、防水機能
が備わっていること、またメンテナンス性を考慮されて導入が決
定しました。三菱電機のリアルブラックの技術により、15年経っ
ても画像の鮮明度は変わらず、アセットバリューを考えると、お
客様にとっても費用対効果が十分見込める点もご理解いただく

ことができました。また、万一のトラブルの際にも、当社はワン
ショットコールで30分以内に現場に駆けつけることができること
も決め手となり、その結果、香港SOGOとのロングパートナーシッ
プを結ぶことができました。ダイヤモンドビジョンの導入後、香
港SOGO周辺の人の流れも変えることができれば幸甚です。

　2018年に、香港ジョッキークラブ 沙田競馬場のダイヤモンド
ビジョン（70m）は設置してから15年を迎えます。
　来年は香港ジョッキークラブのお客様に、新モデルのピクセ
ルピッチ10㎜
への更新提案
していく所存
です。

　私が香港に赴任してから2年半の間、三菱電機の「技術力」が
他社より優れている点をプレゼンテーション及びデモンストレー
ションにてアピールしてきました。この結果、製品競争力の高さ
をお客様にご理解いただきました。三菱電機製品の表面価格の
みならず、適切なメンテナンスにより高品質を保てること更に期
待寿命が長いことから、他社製品との差別化を図ることができま
した。香港でダイヤモンドビジョン及びドップラーライダという戦
略機種の「技術力」を認知していただいたことにより、来年度以
降、三菱電機のブランド力をさらに高め、中国・マカオでの事業
拡大に向け、積極的に受注前活動を展開していきます。
　社会インフラ事業部は、35年間、香港の電力分野でターンキー
工事施工の経験があります。営業部、技術部及び建設部の各マ
ネージャーは、勤続20年~30年のベテランであり、三菱電機の仕

事の基本動作を身につけ、組織の活性化につながっています。
　より多くのビジネスチャンスを得て、三菱電機製品の「技術力」
にナショナルスタッフの「現場力」及び「人間力」を融合させ、総合
力を最大限に発揮させることが、私のミッションと考えています。
　2018年末完工予定の香港・マカオ・珠海を結ぶ大橋、九龍西
から広州東まで繋がる新幹線開通、更に2020年北京冬季オリン
ピック開催を見据えて、事業計画を立てています。
　ダイヤモンドビジョン及びドップラーライダという製品に限ら
ず、一人一人が三菱電機の社員として、他事業部との情報の共有
化、見える化を図ることが、弊事業部のスローガン“Dramatically 
Change”を具現化する活動に繋がると、確信しています。

　2017年、香港からマカオ、中国を変えます！

更新前のダイヤモンドビジョン　サイズ：47m（横）×8m（縦） 更新後のダイヤモンドビジョン　サイズ：54m（横）×6m（縦） 　

2014年からニュー
ヨークマリオット
マーキーズホテル
に設置されているダ
イヤモンドビジョン
（左）。香港SOGO（銅
鑼湾店）の看板広告
が一面ダイヤモンド
ビジョンに変わる
（色囲み部分）

2017年への抱負

「香港SOGO（銅鑼湾店）」へ導入計画

「現場力」と「人間力」を融合させた
Dramatically Changeを実現する

三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F., Cityplaza One, 1111 King's Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：hk.mitsubishielectric.com

2016年12月、ハッピーバレー競馬場の
ダイヤモンドビジョンが更新され54ｍに！

香港SOGOの広告看板が
72mのダイヤモンドビジョンに変わる！？

ダイヤモンドビジョン DIAMOND VISION
「香港ジョッキークラブ Happy Valley競馬場」更新工事完工！「香港ジョッキークラブ Happy Valley競馬場」更新工事完工！

沙田競馬場に新モデルの
ダイヤモンドビジョンを提案
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深圳

　ITサービスの仕事で中国華南地区を忙しく走り回って
いる著者です。この記事が出るのは 12月中旬です。時間
が経つのも早く、もう年末ですね。皆さまの一年はいか
がでしたか。今回はソリューションとしてお伝えするネタ
は特にありません。替わりに最近観た映画について紹介
します。題名は「I.T.」、その名の通り、インフォメーション・
テクノロジーに関係する映画です。あらすじを言うと、IT
エンジニアが雇い主とのいざこざを境に復讐心を抱き、
ITを駆使してその雇い主と家族に対しありとあらゆる嫌
がらせをするという可笑しな、でもちょっと怖いお話しで
す。僕自身がITサービスの仕事を生業としていますので、
かなり真剣に観てしまいました（笑）。「プライバシーは権
利ではなく特権だ」、という一言が印象に残りました。
　この映画からわかるのは、どの会社でも IT 担当者と
いうのは雇い主（IT サービス会社の場合は顧客企業）
の基幹システムや重要データを基本的に全て把握して
いるわけですので、いざとなったらその全てを盗み出す
ことや破壊することまでできてしまうという現実です。倫
理観、いうなれば正義感を必要とされる仕事だと思い
ます。データというものは、保存しようと思えば良くも悪
くも永遠に残ってしまいます。それを使って脅迫じみた
ことや、会社に大損害を与えるような事件も実際には身
近なところでも頻繁に発生しています。顧客企業の中に
は、自社で雇用していた IT 担当者が辞めた際に図面
データなど全て持ち去り、しかも社内サーバのデータは
全て消去したというケースも聞いています。（同社はそ
のような事件を二度と起こさないためにウチに IT 管理
の仕事を任せてくれています）。

　我々のような IT サービス会社は日頃お客様の社内
サーバや社員の方々のPCをメンテナンスするのが仕事
であり、お客様にとって大切な業務データにいつでも触
れる立場にあるわけです。そのような環境下で ITサービ
スの仕事をするわけですから、ウチの会社で ITエンジニ
アを雇用する際は技術力云々以上に信頼できるかどう
か、善良な一市民であるかを重視しています。経験上、技
術力の高い ITエンジニアほど企業の IT管理など退屈な
ものと考えがちで、暇つぶしに悪事に手を染める場合が
多い傾向にあります。どちらかというと、IT機器やハイテ
クが大好きで、コンピュータを一日中触っていても苦に
ならない「普通レベルのエンジニア」、別の言い方をすれ
ば「善良な ITオタク」が弊社の掲げる「当たり前に使える
IT サービス」を提供する上でポジティブな人材という判
断になります。対照的に、同じ ITでも開発業者は技術力
や発想力が全てですので、最先端の IT 技術を自在に操
れるエンジニア、プログラマーが渇望されている世の中
です。うまく棲み分けができています。
　話を元に戻しますと、この映画に出てくるような IT
エンジニアにはくれぐれもお気を付けくださいというこ
とです。技術力も重要ですが、それ以上に人間力が最優
先されるべきだと思います。企業の IT 管理というのは、
技術的にはローテクな部類に入りますが、産業を支え
る重要なインフラ保守業務にあたります。IT サービスの
仕事に携わる以上、多大な責任を受け入れる覚悟や使
命感が無くてはやってはいけないということを改めて実
感しました。
　　　　　　　　　　　　 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

【映画 「I.T.」 を観て思うこと】
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