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旧正月︵春節︶の方を盛大に祝う

暖かな気候の香港に暮らしていると︑

﹂と︑毎年のように驚かされる︒

〝年の瀬感〟が盛り上がらないうちに

﹁あれ︑もう年末

﹁一年があっという間﹂という声もよく聞く︒

香港での慌ただしい生活のせいだけではなく︑

人は歳を重ね経験を重ねると︑

心に強く刻まれるものが少なくなるからだとも云う︒

﹁生まれて初めて﹂の出来事︑驚きや発見が減り︑

今年新たな事にチャレンジした人

来年こそ何かを変えたいと考えている人にとって

２０１６年というこの年は長かっただろうか︑

短かく感じただろうか⁝︒

クリスマスを迎えると︑
２０１７年はもうすぐそこ︒

この大観覧車のある香港のクリスマスは

３年間の期間限定だった

今年が見納めとなる︒

？！
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忘年会シーズンの強い味方
ウコンファイン で

二日酔いに勝つ！
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香港トピックス
冬の乾燥対策に! 肌ラボからリッチな使用感の
新シリーズが登場
冬の冷たく乾燥した空気はお肌の大敵。潤いあるお肌を守るために

は、フェイスマスクなどでの保湿が必要不可欠だが、毎日を慌ただしく
過ごしているとゆっくりスキンケアの時間をとることが難しいという人も
多いだろう。

み、
キメのすみずみまで保湿してくれる。
目元、口元や手指、乾燥が気にな

るボディパーツにも使える、革新的な万能保湿アイテムだ。

冬の乾燥は、
肌ラボ 極潤プレミアムのスキンケアシリーズで乗り切ろう！

そんな女性たちの心強い味方になってくれるのが「肌ラボ 極潤プレ

ミアムシリーズ」だ。

極潤プレミアム ヒアルロン液は、
うるおい成分のヒアルロン酸5種類

に、潤いを閉じ込める
「サクラン」をプラスした化粧水。美容液のような濃
密な使用感で長時間、肌の潤いをキープしてくれる。同じく5種類のヒアル

ロン酸が入った贅沢ミルク、
「極潤プレミアム ヒアルロン乳液」
で肌を保護

してあげたら、仕上げにはひと肌の温度でとろけてうるおいを密封する

「肌潤プレミアム オイルジェリー」を。5種類のヒアルロン酸とスーパーソ
フトワセリン配合で、肌の凸凹の中までしっかりとうるおい成分が入り込

肌ラボ 極潤プレミアム

各製品は、Manningsや Watsons、Sasa、Bonjourなどの
小売店で購入することができる。
価格：肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン液 HKD145/170ml
肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロン乳液 HKD145/90ml
肌ラボ 極潤プレミアム ヒアルロンオイルジェリー HKD199/50g

2大スターが初共演したSFアドベンチャー超大作
惑星へ向かう宇宙船の中で90年早く目覚めた2人は…
米フォーブス誌が発表した2015年、2016年に世界で最も稼いだ女優

メガホンをとったのは、
「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学

に選出された若きアカデミー賞女優ジェニファー・ローレンスと、2015

者の秘密」でアカデミー賞にノミネートされた俊英モルテン・ティルドゥ

主演した映画「パッセンジャーズ」が12月22日より公開される。

クル・ロマンに挑んでいる。
日本での公開は来年3月下旬。
ここ香港で、い

年の洋画NO.1に輝いた「ジュラシック・ワールド」のクリス・プラットがW
20XX年、新たなる居住地を目指し、5,000人の乗客（パッセンジャー）を

乗せた豪華宇宙船アヴァロン号が地球を後にした。目的地の惑星到着

ム監督。ハリウッドを代表する最旬2大キャストとともに、世紀のスペクタ

ち早くこの話題作を観に行こう。

まで120年。冬眠装置で眠る乗客の中で、なぜか2人の男女だけが90年

も早く目覚めてしまった。その男女、エンジニアのジムと作家のオーロラ
は、絶望的状況の中でお互いに惹かれ合っていく。なんとか生きる術を
見つけようとするが、予期せぬ出来事が2人の運命を狂わせていく。2人
が見つめる先にあるのは、果たして希望か？ それとも…。極限状況に置

かれた男女の愛と運命を壮大なスケールで描いたSFアドベンチャー超
大作だ。

香港

香港

香港

香港
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PASSENGERSパッセンジャーズ

12月22日公開
監督：モルテン・ティルドゥム
出演：ジェニファー・ローレンス、
クリス・プラット、
マイケル・シーン

香港

香港

香港

香港

香港
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香港ピックアップ
今週の香港ピックアップ

Harbour Plaza Metropolis
The Patio Bar

Angel Heart
2016秋冬シーズンモデル
発売中
身につけるだけで女子力アップの優秀ウォッチ
エレガントな女性らしいデザインながら、
アクセサリー感覚でシチュエーションを問わ
ずに身につけることができると人気の腕時計ブランド「エンジェルハート」。同ブランド

暗闇に浮かび上がる大人の雰囲気のネオンバー
MTR紅磡（ホンハム）駅そばの海を臨むホテル「Harbour Plaza
Metropolis」のバー
「The Patio Bar」に、
このたび屋外バーエリアが誕生。

のエターナルシリーズに、街中のイルミネーションのようにキラキラと煌くスワロフス

時間毎に色が変わるLEDが使われた椅子

キーを使用した秋冬向け新シリーズが登場した。フェイスを縁取る36石のスワロフス

とテーブルが演出するムーディーな空間

キーで女性の憧れエタニティリングを表現。さらに、2種類の石を使用する「トーン・

で、70種類以上のドリンクメニューの中か

オン・トーン」の配色が、華やかさの中にも落ち着いた雰囲気を感じさせる。肌なじみの

ら自分好みの一杯と楽しいおしゃべりを。

よい優しい輝きを放つピンクゴールドのベルトが全ての女性の手元をさらに美しく演出
する、
まさに年末年始のホリデーシーズンに選びたいプレゼントにぴったりの一本だ。

Level 7, Harbour Plaza Metropolis,
7 Metropolis Drive, Hunghom
17:00〜24:00
(852)3160-6882

CITY CHAIN各店にて販売中

Café Roma
特別記念メニュー
12月24日・25日、31日
スペシャルな日を祝う限定コース
馬湾（マーワン）のビーチ沿いにあるダイニング「カフェ・ローマ」で
は、
クリスマスと大晦日にそれぞれ特別限定メニューを提供する。
この
年末は海を臨むダイニングカ
フェで、食材にもこだわった料

Exhibition

Hong Kong Aspiring Oil Painters
in Phenomenal Times

KLASSE14
ポップアップストア2号店

〜1月7日
向上心溢れる若き画家たちの作品展

6人の新世代アーティストによる油絵の展覧会が開催中だ。彼らのなか

には一度社会に出て働いてから絵を描き始めた者も。
ユニークな経歴と、
若さならではの感性が描き出す絵画は今までの伝統的な作風にはない
新しい油絵の世界を感じさせてくれる。

イタリア発の人気時計ブランド
尖沙咀（チムサーチョイ）のK11に香港第1号店を出店したばかりの
「KLASSE14」が、2号店を太古城のCity Plazaにある誠品書店內にオー
プン。これ に 合 わ せ、
31日まで時計の購入

理と充実のドリンクメニューと

者 に オリジナル デ ザ

共に、のんびりとリゾート気分

インのブレスレットプ

を満喫しよう！

レゼントという嬉しい
キャン ペ ーンも実 施
中だ。

L1, Shop 7&8, Beach Commercial Complex, Park Island
火〜木 13:00〜23:00、金 13:00〜24:00、
土 12:00〜24:00、
日 12:00〜23:00、
月 定休
(852)3446-1226
www.caferoma.com.hk
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Sun museum, 4/F., SML Tower,
165 Hoi Bun Rd., Kwun Tong
10:00〜18:00（日・月・祝休館）
(852)2690-6790
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G13, G/F., Eslite Spectrum, 18 Taikoo Shing Rd., Taikoo
www.klasse14.com

ビジネス（香港・広東共通）
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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

職務及び資格

待遇

紹介会社

香港/香港島

時短秘書ポジション。招待顧客の管理（電話、
メールなどにて）。英語日常会話レベル。★勤
パートタイム
務時間：1日5時間8:30〜15:30(昼休憩
HKD80/hr
11:30〜13:30）
。
※月によって勤務日数に変更
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/九龍

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。 18K〜23K
★英語日常会話レベル。CSの経験者は尚可。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

香港/九龍

電子部品商社の営業。価格交渉やアフター
サービスの提供。★普通語ビジネスレベル。 18K〜25K
関連業務経験者は尚可。

インテリジェンス
香港

22K〜25K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

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、
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。

30K

インテリジェンス
香港

香港/香港島

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
25K〜27K
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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

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、
営業活動・
中国工場との納期確認など。★電子部品業界
の経営管理経験と豊富な営業経験。

25K〜30K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

香港/香港島

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
20K〜30K
＆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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

香港/新界

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。
ビザホルダー。

20K〜40K

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

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。 16K〜20K
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

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/
物流・倉庫

香港/新界

輸出入業務、
またはシッピングチームのサポート。
サプライヤーとのやり取りの確認（メール内容
チェック）など。★普通語または広東語ビジネ
スレベル。

20K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島

顧客対応。英語での提案書作成、
プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業での勤務経験のある方。 25K〜50K
英語ビジネスレベルで、普通語または広東語
できる方であれば尚可。

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
ティングおよび値上げ交渉など）
。
中国出張あり。
30K〜40K
★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

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

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。 25K〜28K
★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

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。

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

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： パートタイム
月〜金
（8：30〜17：30）
。
①10月中旬〜11月 HKD110/hr
中旬②来年1月〜3月。

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（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界

食品メーカーより、CS募集。店舗イメージや、
バウチャーの企画・準備、報告書作成など。 20K〜25K
★3〜5年のマーケティング経験者尚可。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

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。
★投資・証券関連の業務経験。

50K〜65K

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

営業マネジャー募集。主に財務分析、
リースお
よび海外ローン事業（香港・華南地域担当）。
30K〜50K
★金融業界での法人営業・海外ローン経験。
普通語・英語ビジネスレベル。

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

会計事務所にてプロジェクトマネジメント。
顧客
窓口としてニーズを把握、
ソリューションを提供・
実行。監査および税務申告業務のサービスご
案内。
★普通語できる方尚歓迎。

20K〜30K

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

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港＆広東
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香港

20K

インテリジェンス
香港

ビジネス（香港・広東共通）
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

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/
外食・フード

香港/新界

日本食展開中の企業より、
マーケティング管理者
募集。
メディア関連対応、
ブランド戦略。
★2〜3
16K〜28K
年の関連経験者（サービス業界経験者は尚可）
香港市場に詳しい方。

インテリジェンス
香港

サービス系/
外食・フード

香港/香港島

高級串揚げ専門店での料理長。

30K〜40K

香港WORKS

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
操作ができ、明るい方、
ビザホルダー。

15K〜18K

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容

香港/香港島

脱毛施術エステスタッフ。

13K〜18K

香港WORKS

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

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
RMB〜30K
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
深圳

クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン

香港/九龍

照明デザイナー（顧客対応）
。

18K〜25K

香港WORKS

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞

樹脂成型の金型設計管理者。★樹脂成型の
金型設計経験者、管理経験必須。車載の樹脂 RMB〜25K
成型部品、
顧客対応の実務経験必要。
語学不問。

インテリジェンス
深圳

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

オフィスワーク
（短期）。

HKD
60〜80/hr

香港WORKS

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

深圳

総経理補佐。海外でのローカルスタッフ管理
経験。★射出成型用金型設計・製作経験、実務
全般経験。成形材料知識全般。普通話：準ビジ
ネスレベル。

RMB〜25K

インテリジェンス
深圳

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/九龍

オフィスワーク
（パートタイム）。

HKD
60〜80/hr

香港WORKS

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

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）。

RMB18K〜
(相談可）

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・
電気・電子）

香港/九龍

電子玩具メーカーでのプロダクションコント
ロール担当。

20K〜25K

香港WORKS

営業・販売系/
専門商社・総合商社

広州

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・ RMB〜18K
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
広州

サービス系/外食・フード

香港/新界

日本人宿舎料理スタッフ
（日本食）。

18K〜25K

香港WORKS

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

ベトナム

ホーチミンにて現地会社立上げ支援の拠点長。
事業内容は大手鉄鋼、化学工場など。★ベト
ナム・アジア勤務の経験者。
プラント設計、施工
関連業務経験者は尚歓迎！

JPY
250K
〜400K

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

東莞

品質管理部長。

RMB
20K〜30K

華南WORKS

編集・広告・デザイン/
建設・建築・内装・住宅関連

ベトナム

主にホーチミンにて、不動産物件の開発をする
企業での、開発住宅プロジェクトの設計、施工
管理。
★英語日常会話レベルで、責任感の強い方。

USD
3K〜5K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

深圳

ITセールス。

RMB15K

華南WORKS

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

ベトナム

トランス製品の設計および製造販売する企業
にて、品証部マネジャーを募集。★関連経験
3年以上、英語ビジネスレベル。

USD〜3K

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB
20K〜25K

華南WORKS

その他
華南地域

副総経理（スプリングメーカー）現場改善。

香港＆広東

香港
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ビジネス（香港・広東共通）

中国法律コラム

ソニー広州工場の売却について
一、工場売却に伴いストライキ発生

13

2016年11月、
ソニー（中国）有限公司（以下「ソニー中
国」
といいます）は、広州市に位置するカメラモジュー
ル製造工場であるソニー電子華南有限公司（以下「ソ
ニー電子華南」
といいます）の全ての持分を深圳欧菲
光科技股份有限公司に譲渡すると発表しました。ソ
ニー電子華南はカメラモジュールの製造を主な業務と
する企業であり、従業員数は約4,000人です。
ソニー中
国は、今回の工場売却は、市場の変化に対応する為の
組織再編であるとしています。ソニー電子華南の従業
員はこの情報を知った後、直ちに大規模なストライキ、
デモ、工場封鎖、出荷妨害を実施しました。従業員の主
張は次のようなものであったということです。
「我々はソニーの従業員だ！」、
「何の説明もなく勝手
に中国企業に工場を売却するな！」、
「デモが嫌なら補
償金をよこせ！」
そして、具体的な要求事項を要約すると次のようなも
のです。
「会社が経済補償金を満額支払い全従業員との労働
契約を一旦解除した後で、従業員自らに労働契約を再
締結するかどうか選択させろ。」

二、中国法の関連規定
従業員らの前述の主張は、法的な根拠を有するもの
でしょうか？ これについては、労働契約法に定めがあ
ります。
労働契約法33条（使用者の状況変更）
使用者が名称、法定代表者、主たる責任者又は出資
者などの事項を変更することは、労働契約の履行に影
響を来たさない。

三、工場売却に伴い従業員に経済補償金を支払
う義務が生じるか？
労働契約法33条によりますと、出資者に変更が生じ

たとしても、会社の法人格には影響を来しませんので、
労働契約は従来通りに履行されることになり、会社が
経済補償金の支払い義務を負うことはありません。
したがいまして、ソニー中国がソニー電子華南に対
して有する出資持分のすべてを中国企業に譲渡したと
しても、従業員に対して経済補償金を支払う義務は生
じません。
しかし、出資者が日系の大手企業から中国企業に変
更されると、今後の会社運営、展望が大きく変更される
ことは必至であり、従業員が将来に不安を感じ、
これに
強烈に反発することも避けがたいものと思います。そし
て、従業員の主張には法的な根拠がなく、会社に理が
あるといっても、従業員がストライキ、サボタージュ、デ
モ、工場封鎖、出荷妨害などを実施すると、会社はとて
も不利な状況に陥ります。

四、助言
今後、日系企業が中国現地法人を売却するとき、次
の対応策を講じるよう助言します。
（1）ストライキに備えて作り溜めをしておく。出荷妨害
に備えて完成品を工場外の倉庫に保管しておく。
（2）売却公表時、売却の必要性について合理的な説明
を十分に実施し、従業員と良好なコミュニケーションを
とることに努め、ストライキ、サボタージュ、工場封鎖、
出荷妨害、経済補償金の支払い要求などの問題が生じ
るリスクを極力軽減する。
（3）持分譲渡の手続きは法令の要求を満たしており、会
社には補償義務がないことを説明し、従業員に疑義及
び意見がある場合は労働組合などを通して書面で平穏
に請願をすることを求める。そして、従業員がストライ
キなどの行動をとった場合、規則制度に則り懲戒処分
とすること、損害が生じた場合には法的手段を講じて責
任追及することを強調する。
（4）公表前に、現地の行政機関に協力を願い出る。通

広東盛唐法律事務所

SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問

大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652
メール : odake@yamatolaw.com

常、管轄地域の治安安定のため、労働局、公安局などの
行政機関は会社に積極的に協力をするものである。行
政機関の人員と良好なコミュニケーションを保ち、行政
の助言に耳を傾け、従業員の情緒が不安定なときには
行政機関の人員に仲裁役を買って出てもらい、従業員
に説明、法解釈を実施してもらう。

五、
まとめ
工場の売却（持分譲渡）によって出資者に変更が生
じたとしても、従業員に対する補償義務は生じません
が、従業員は将来に不安を感じ、
さまざまな補償を求め
てくる蓋然性が非常に高いといえます。そして、中国と
いう国では法よりも人情が重んじられる文化がありま
す。
メディアの報道によりますとソニー華南電子はすべ
ての従業員に1,000元程度の金員を支払うことによって
事態を収束させたということですが、
この国では、会社
は正論を振りかざすだけでは事態を収束させることは
難しく、何かしらの譲歩が必ず必要になることが現状で
あると思料します。

香港

カジュアルに。クリエイティブに。
たくさんの好奇心がつながります。
トークショー+ネットワーキングパーティー+α
Connect！香港とは？

インサイトや
気づきがもらえる
場です。

体験や
ストーリーを
シェアできます。

ネットワーキングに
最適の場です。

◆トークショー
テーマ①「こだわりを捨てずに香港で流行るお店を作るには。」
小野 光：岩手出身。オーストラリアでカフェ経営を学び、2014年
上環に「Brew Bros Coﬀee」をオープン。2016年12月、西営盤
に出店を果たした。サードウェイブの旗手。

x

村田 顕一郎：京都出身。2013年来港。大勝軒グループで
修行後、2016年5月と12月に麺屋丸京、10月に蘭桂坊に
左近オープン。グローバルに通用する味を目指し「新ラーメン
体験」で旋風を巻き起こす。

テーマ②「ブランドをローカライズするために、私達が向き合っていること。」
テーマ③ 若手トーク：
「香港でのスクール体験。そして今、香港で働く。」
◆ネットワーキングパーティ
軽食、ソフトドリンク、アルコールをお出しします。
たくさんの人達がつながって大きなネットワークになりますように。
日時：2017年1月7日（土）午後2時半〜7時
場所：ケネディタウン/伝説のギャラリー「DreamLikeBubble」
料金：HK$80.00/1名様（お席に限りがございますので事前にお知らせください）
電話：(852) 9866-7290（本郷まで）

Eメール：hongo@pocketpage.com.hk

コネクト香港：https://www.facebook.com/events/1522701824409931/
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香港支店

香港日本人小学校5年生向けに
空港見学会を開催

今年で香港路線61年目を迎えた日本航空（JAL）香港支店は、11月11日
（金）に香港日本人小学校

小学部の郊外学習の一環として、香港校5年生の生徒47名を対象に、香港国際空港の見学会を行っ

た。
これはJALが毎年行っている取り組みで、機内食工場の見学、機体を整備するハンガーと呼ばれ

る格納庫の見学、JAL折り紙ヒコーキ大会を開催。最も驚いたのは機内食が全て手作りだったこと。
野菜や果物も全て人の手で切っているこだわりがある。
日本人シェフが在籍しており、
月に1度JALス

タッフによる試食会を実施している。折り紙ヒコーキ教室は、認定指導員の資格を持つ客室乗務員
が担当。最後に完成した折り紙ヒコーキの飛行時間を競い合った。最後
にはお土産が配られ、子供たちの笑顔とともに見学会は終了した。

香港の空港ならではの贅沢な見学会。香港支店長の中原氏は「飛行

機や航空業界を少しでも好きになってもらえたら」
と笑顔で話した。

なお、同見学会は11月9日
（水）に大埔校5年生を対象にも行われた。

香港

香港

香港&深圳

香港

広東

香港&深圳
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ビジネス（香港・広東共通）
〜
「オフィス環境に関する調査」
〜

働く男女の約6割は、
オフィス環境に満足していないことが判明
株式会社USEは、
この度、全国の20歳〜59歳の働く男女に対して

「オフィス環境に関する意識調査」
を実施した。

■ストレスチェックを実施した会社は約半数。
約６割の会社員が現状のオフィス環境に満足していな
いと回答。
会社に勤める男女500名(男性：250名、女性：250名)に対
し、2015年12月から1年間義務化された「ストレスチェック」
の実施可否について質問したところ、実施している会社は
５割程度となり、定着していないことが判明した。
また、
メンタルヘルス対策の取り組みとして職場環境等
の改善を図ることが求められてるが（※）、
「オフィス環境
に満足しているか」
ということについて尋ねた結果、全体
では「あまりあてはまらない」が44.0％と最も多く、次いで
「ややあてはまる」が35.4％、
「全くあてはまらない」が
15.4％、
「とてもあてはまる」が5.2％となった。
※「事業場における労働者の心の健康づくりのための指
針」
（厚生労働省）
過半数の人が「現状のオフィス環境」に満足していない
ことが明らかとなり、満足している人は全体のわずか5％
と極めて低い数値となった。本結果から働く男女のほとん
どが、オフィス環境に関して何かしらの不満を抱えている
ことがわかった。
あなたの会社で
ストレスチェックを実施しましたか？
※単一回答 N=500

オフィスの環境について、
満足しているかあなたの
お気持ちにどの程度あてはまるが
お答えください。※単一回答 N=500
とてもあてはまる4％
全くあては
まらない15％

いいえ45％

はい54％

ややあてはまる
35％

あまりあては
まらない44％

■期待するオフィス環境改善策では、
「休憩室の設置」が
上位に。
「あなたの会社でオフィス環境改善策として実施してほ
しいことはありますか？」
という質問に対し、
「休憩室の設
置」が43%と最も多く、次いで「音楽を流す」が24%、
「デスク
配置変更などの模様替え」が21%という結果となった。

があらかじめ決まっている」
という回答が71%を占めるな
か、
「朝の朝礼で知らされる」
という回答が15%、
「終業時
間に音楽が流れる」
という回答は、12%みられた。
あなたの会社には、
「ノー残業デー」がありますか？
※単一回答 N=500

あなたの会社でオフィス環境改善策として実施してほしいことはありますか？
※複数回答 N=500
休憩室の設置

43%

音楽を流す

24%

デスク配置変更などの模様替え
大掃除

はい42％
いいえ57％

21%
14%

観葉植物をおく

13%

アロマオイルをたく

13%

■「音楽を流す」
ことがオフィス環境改善策の一環だと認
知している人は44%にのぼる。
「オフィス環境改善策の一環と
オフィス環境改善策の
一環として
『音楽を流す』
と
して『音楽を流す』
といった対策
いった対策があることを
があることを知っていますか？」
知っていますか？
※単一回答 N=500
という質問に対しては、
「 知って
いる」と回答した人が44%にの
ぼった。
平成25年11月に同調査を実施
知っている
知らない
44%
55%
した結果と比べ、職場に音楽を流
すことに対する認知が2倍以上に
なっていることがわかった。
■約4割の企業が「ノー残業デー」
を実施。
ノー残業デーの
合図として、
「音楽」
を採用するケースも。
約4割の企業がノー残業デーを実施していることが明ら
かとなり、
ノー残業デーの合図については「曜日や日にち

香港＆広東
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【 調査概要 】
調査主体：株式会社USEN
調査実施機関：クリエイティブサーベイ
調査内容：オフィス環境に関する意識調査
調査方法：インターネット調査
調査期間：2016年11月22日〜23日

「ノー残業デー」の合図は、なんですか？※単一回答 N=500
終業時間に音楽が流れる
朝の朝礼で知られる

12%
15%

曜日や日にちが予め決まっている
その他

71%
17%

〝ウコンファイン〟で
つ！
いに勝
二日酔

ショッピング（香港・広東共通）

忘年会
シ
ー
ズ
ン
の
強
い
味
方

年末の忙しさに加え、忘年会などのイベントが多い12月。前夜の疲れを持ち越して、翌日の
仕事に身が入らない…。
そんな苦い経験をお持ちの方も多いだろう。
昼の仕事もきちんとこなし、夜の予定も思い切り楽しみたい貴方に、心強い味方となってく
れるのが日本製ウコンドリンク、
「ウコンファイン」だ。
平安時代に琉球へと伝わり、江戸時代には庶民にも広まったといわれるウコンは、古くか
ら胃を丈夫にする生薬として親しまれてきた。
ウコンに含まれる主成分のクルクミンは、
ご存
知の通り肝機能を活性化させて二日酔いを予防するという効果がある。胆汁の分泌を促し、
疲労で働きが弱まってしまった肝臓の機能を改善してくれるのだ。
またクルクミンにはポリ
フェノールの一種として高い抗酸化作用、解毒作用があるので、体内に溜まった活性酸素を
取り除いて老化を防ぎ、生活習慣病を予防、体調不良の改善などに効果を発揮する。
ウコン
は、お酒を飲む人のみならず、健康を気にする現代人はぜひ摂るべき生薬といえよう。
現在、世界には約50種類ものウコンの仲間が存在しているが、主として健康食品としての
ウコンを指して言う場合、
日本原産の「秋ウコン」
、
「春ウコン」
、
「紫ウコン」の3種の事を指す
場合が多い。
この内、二日酔いや肝臓の強化などに多く用いられるのは「秋ウコン」
。秋ウコン
は正式名称を
「鬱金（ウコン）
」
、肝臓に良いとされる有効成分クルクミンを春ウコンに比して
約10倍以上も含有している。それに対して春ウコンは正式名称を「姜黄（キョウオウ）」
とい
い、秋ウコン同様に肝臓に良いとされているほか、
胃腸に良いとされ抗癌作用もあるといわ
れている精油成分や、
カルシウムやカリウムなどのミネラル成分を秋ウコンに比して約6倍
程度含んでいる。他の内臓も含め、総合的に健康を維持したい場合には、春ウコンが適して
いるとされる。紫ウコンは正式名称「莪朮（ガジュツ）
」
。腰痛、肩こり、ニキビ・シミなどに効果
があり、
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の主な原因であるピロリ菌まで除去してくれるという効能も
あるという。
ウコンファインにはこの3種のウコンの成分150uLにクルク
ミンを40mg加えたウコン配合飲料で、もともとモンテ
ローザグループの飲食店に置かれていた製品。現
在は店頭のみならずネット通販でも好評を博し
ており、販売累計総数270万本を超える人気商
品となった。宴会前に1本飲めば、強力な配合
成分のパワーが肝臓と胃をアルコールのダ
メージから護ってくれ、翌朝スッキリした目覚
めで1日をスタートさせることができる。
もし事
前に飲み忘れても心配ご無用。就寝前にウコン
ファインを飲んでおけば、寝ている間にきちんと
アルコールの分解を促進してくれるので、翌朝には
体調の違いを実感できることだろう。
パーティーシーズン本番。
カバンに1本、
ウコンファインを
忍ばせておけば、二日酔いなんて怖くない、かも？ この季節を精力的に乗り越えたい方にお
勧めの商品だ。
ウコンファインのお求めは香港内のAPITA、PIAGO、UNYや薬局の店頭、
もし
くはオンラインストアの ZPeShopで。

Ukon Fine「ウコンファイン」
容量：100mL

APITA、PIAGO、UNY、FRESHMART、オンラインストアZPeShop、各薬局にて
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ショッピング（香港・広東共通）
着物を使ったクラッチバッグが有名な「Liucia」が傘カバーを持ち手に収納できる斬新
な傘「Alycia
（アリシア）
」
を新開発。香港政府から特許を取得した多機能なアイディア傘と
して話題を集めている。
Liuciaはクラッチバッグ以外にも他の女性向けバッグなどを中心とした商品を扱うラ
イフスタイルブランドとして進化をつづけているが、
このたび、商品展開の一環として

斬新なアイデアとデザインコンセプトで特許取得
エコ精神から生まれたAlycia傘

「傘」
を開発した。Alycia傘の最大の
特徴は、傘カバーを持ち手の中に
収納できること。
これにより雨の日

にショッピングモールの入口などで配布されているビニールの傘カバーが必要なくなる

ため、
エコフレンドリーな傘となる。傘カバーを収納でき、かつエコな傘というアイディア

について香港政府に特許を申請し、
それが認められた。
「雨が降るたびに何千、何万枚と

［ Liucia ］

消費される傘のビニール袋はもったいないと考えていました」
と、商品を開発した創業
者でデザイナーのアリシア・タンさん。傘カバーをかければすぐカバンに入れても周りが
濡れることのないデザインなので、雨の日でも手に濡れた傘
を持つ必要のないフリーハンドを実現。雨水に濡れてしまう
不快感やビニール着脱の煩わしさなど、余計なことに気を使
わずに気持ちよく買い物などができそうだ。
また、傘のビニー
ル袋が提供されることが少ない一般の小売店やレストランな
どでは、
よりその利便性、快適性を感じることができるだろう。
持ち手の部分はバッグに入れてもかさばらないよう、
できる
だけコンパクトに設計されているほか、傘骨の先端部分には
カバーをかけたところ。雑誌と比較してもコンパクトなサイズ

一度折れてしまうと元に戻らない金属ではなく、柔軟性のある
グラスファイバーを使用している。
これなら台風などの強風時
にさして、もし傘が裏返ったとしても骨が折れにくいため、元
に戻せば再び普通に使えるというわけだ。

雨のたびに大量に使い捨
てられる傘用のビニール
の傘カバーが必要なくなる

さらに、傘の裏地をシルバーにすることで紫外線をカット。
日傘としても使えるので、晴
天、雨天ともに活躍する多機能な傘だ。冬場以外、ほぼ一年を通じて日差しが強く、雨や
台風の多い香港では、お出かけ時の強い味方になってくれそうだ。
価格はHKD115〜168で、Liuciaのウェブサイト
からオンライン、
または尖沙咀（チムサーチョイ）
にあるトマトブックス、
シティスーパー全店で販売
中。
ウェブサイトとトマトブックスでは黒、
グレー、
ワインの3色を、シティスーパーでは限定カラー
のネイビーを購入することできる。
Liucia

ウェブ：www.liucia.com
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