
Printed by: Fantasy Printing Ltd     Add: 7/F., Tin Fung Industrial Mansion, 63 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong   Tel: (852)2554-5000

『ぽけっとページウイークリー』 No.57６ 2017年1月第４号
http://www.pocketpageweekly.com

報
週

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載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。

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets_ppw@pocketpage.com.hk 

今週の注目ページ

24
ページ

春
を迎

る
え

春
を迎

る
え

14
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13回 「不真面目のススメ」

お豆腐チョコレートケーキ
キレイをつくるレシピ帳キレイをつくるレシピ帳 第19回

（代
宋

10

13

興
意
生
「」
成
事
想
心
「」
財
發
喜
恭
「れ
ば
呼
と」
春

（代
宋

10

13

興
意
生
「」
成
事
想
心
「」
財
發
喜
恭
「れ
ば
呼
と」
春



香港

香港

　柴湾（チャイワン）のArtify Galleryでは、マレーシアに拠点を置くアー
ティスト、Wong Xiang Yiの個展、”Whispering Void”を開催する。
　彼女の作品は日本のオタク女子、「腐女子」としての経験とBLコミック、
小説などの日本のサブカルチャーに影響を受けている。当初彼女はや
おい（ボーイズラブ）の要素に集中した作品を制作していたが、今回の
発表作品では彼女はそこに”工筆”（中国花鳥画伝統的な筆法の一種で
精密さが特徴）の手法を取り入れ、新たな作品世界を開拓。柔らかな
タッチで描かれる主題との調和に成功した。このような形で工筆を用い
たことは彼女自身を伝統という呪縛から開放し、現代的解釈のための中
間的視点を与えた。
　作品の一貫した静寂感は、緻密で時間のかかる工筆の技法が彼女を
より深い世界に没頭させる製作工程によるところも大きい。
　また、BLコミックは彼女の作品の世界観のベースとなっているだけで
なく、不規則な形の作品に漫画のコマ割のような配置を用いるなど、作
品構成にも影響を与えている。漫画でも時間の経過や余韻を出すため

に白いコマが描かれたりするが、彼女の作品の余白には想像力をかき
たてられるのだ。
　”Whispering Void”は2月18日まで開催中。
　日本発祥の「腐女子カルチャー」がアジアの芸術と融合して生まれた、
美しく独創的な世界観を体感してみては。

Artify Gallery ”Whispering Void”
住所:10/F., Block A, Ming Pao Industrial Centre, 
　　 18 Ka Yip St., Chai Wan
日時：～2月18日 10:00～19:00(火曜～金曜)、11:00～19:00(土曜)
　　  ※日、月、祝日は閉館 
料金：無料
電話:(852)3543-1260 
メール：info@artifygallery.com
ウェブ：www.artifygallery.com

ロサンゼルスを舞台に繰り広げられる圧巻のミュージカル
夢を追い続ける二人の姿にワクワクできる極上エンターテイメント

　昨年の第87回アカデミー賞で3部門を受賞した「セッション」（2014年制
作）のデミアン・チャゼルが監督・脚本を務めるラブストーリー・ミュージカ
ル。「セッション」で狂気の音楽教師役を演じ、助演男優賞を受賞したJ・K・
シモンズも出演する。都会のロマンスを圧巻の音楽、歌、ダンスに彩られ
たクラシカルなミュージカル仕立てで鮮やかに描き出す。
　オーディションに落ち続けながらも、女優への夢をあきらめない勝ち
気なミア（エマ・ストーン）と、ジャズのための自分の店を持ちたいという
自信家のピアニスト、セバスチャン（ライアン・ゴズリング）のジャズバー
での出会いは最悪なものだった。後日、偶然再会した二人だが、この時
も会話はぶつかり合い…。そんな二人が互いの夢と才能を知るうち、い

つしか恋に落ちる。挫折とかりそめの成功、すれ違いを重ね、夢をあきら
めそうになりながらも支えあうミアとセバスチャン。 
　二人の恋と夢の行方を劇場で見届けよう。

La La Land ラ・ラ・ランド
1月26日公開
監督：デミアン・チャゼル
主演：ライアン・ゴズリングとエマ・ストーン

香港トピックス
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柴湾のギャラリーでマレーシアの「腐女子」
アーティストの展示会を開催
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17世紀の女性画家の展示会を開催
当時の社会的立場と芸術性を検証
　香港中文大学では17世紀の女性アーティストに焦点を当て、Li Yinの
作品を中心とした展示会を開催する。
　結婚前のLi Yiｎの経歴については詳しく分かっていない。現在分かっ
ている情報は、主に彼女の夫、Ge Zhengqi (unknown～1645)と有名な
学者、Huang Zongxi (1610～1695)が彼女の詩集の序章に寄せた文章
に由来する。夫によると彼女は貧しい家の出ではあったが、作詩に長け
ており、Geは彼女が書いた詩の一文に感銘を受け、妾としてだが彼女を
妻にしたという。高級娼婦、愛人、アマチュア又はプロの画家といったも
のではあったが、彼女の社会的立場は彼女の芸術的思考の形成と、彼
女と彼女の家族に社会的、経済的な恩恵を与えた。
　展示は4つのパートに分かれており、第一部では夫と妻との合作を、第
二部では彼女がプロとして活動していた期間の作品を、第三部では花と
鳥を主題にした作品を同時代に活躍した画家の作品と併せて展示し、

第四部では女性による贋作を紹介する。
　当時、女性画家の描いた作品は男性画家のものに比べて、技巧的に
拙く、素朴で荒削りである、というような評価を受けることが多かった。彼
女たちの作品と置かれていた状況を再度検証することで、17世紀の女
性社会史の理解を深めることができるだろう。

 　“don’t think it, don’t say it, don’t think it…”
　「それを考えてはいけない、それを言ってはいけない、それを考えては
いけない…」
　舞台はウィスコンシン州。古い屋敷に引っ越して来た3人の大学生が、
ふとしたきっかけで、その名前を知った者、口にした者に死をもたらすと
いう「バイバイマン」を呼び起こしてしまう。それ以来3人はバイバイマン
の恐怖から逃れようとお互いに助け合うが、彼らの周囲では次々と人が
死んでいく。
　アメリカのホラー作家ロバート・デイモン・シュネックの短編「The 
Bridge to Body Island」（ボディ・アイランドへの橋）が原作の「The Bye 
Bye Man」（バイバイマン）は、アメリカの女性監督ステイシー・タイトル
がメガホンを取った超常現象ホラー映画。都市伝説的怪人バイバイ
マンには様々なホラー系映画で「怪人」を演じて来たパントマイム俳優、

ダグ・ジョーンズが扮する。大学生を演じるのは、ダグラス・スミス、ルシ
アン・ラヴィスカウント、クレシダ・ボナスの3人。また、キャリー＝アン・モ
スやフェイ・ダナウェイらも出演している。
　人に「他人には語れない悪事」を働かせているバイバイマンの驚愕の
起源とは…。

ナイトスタンドこそが恐怖の入り口
その名前を知った者、そして口にした者に死をもたらす

The Bye Bye Man バイバイマン
1月31日公開
監督：ステイシー・タイトル
出演：ダグラス・スミス、ルシアン・ラヴィスカウント、ダグ・ジョーンズ
　　 マイケル・トルッコ、フェイ・ダナウェイ

Her Distinguished Brushwork
場所：Gallery I, Art Museum, Institute of Chinese Studies, 
　　  The Chinese University of Hong Kong
開催期間：～3月12日
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今週の香港ピックアップ Exhibition

ExhibitionExhibition

Roaring Guardians
The Mari-Cha Lion with Asian Traditional and Contemporary Art

～2月19日

「百獣の王」といわれるライオンに迫る
　古くから勇気と力と威厳の象徴とされ、王者の紋章にもしばしば用いられるライ

オン。今回の展覧会では、ジョンD.ロックフェラー3代目コレクション、世界各地の博物

館やその他のプライベートコレクションから11世紀～12世紀南イタリアのアラビア風

装飾を施された青銅製「マリ・チャ・ライオン」を集め、香港で初めて展示する。また、カ

ディム・アリ、シャー・アリ、ランビル・カレカ、クァン・シェン・チー、ヴィン・ダン・タムな

ど7人のアジア人アーティストによる現代的作品も展示され、時代を超えて強力な文化

的シンボルとしてのライオンの持つ宗教的、土着的、帝国的な意味を現代アートと合

わせて紹介する。

病みつきになるか、トラウマになるか！
　「独創的な世界観」と「卓越した画力で描かれるキャラクター」が魅力

の、平成ホラー漫画のカリスマ伊藤潤二の展示会がPMQで開催され

る。彼の作品は発想が奇矯すぎて常人

には理解が難しいが、一度読めばハマ

る人も多い。「死人の恋患い」、「富江シ

リーズ」などが有名だ。

伊藤潤二の作品展
Aesthetics of Horror

2月6日～26日

Asia Society Hong Kong, 9 Justice Drive, Admiralty
(852)2103-9511
http://asiasociety.org/hong-kong/exhibitions/
roaring-guardians-mari-cha-lion-asian-traditional-and-contemporary-art

Hanart TZ Gallery, 401 Pedder Bldg., 12 Pedder St., Central
月～金10：00～18：30、土10：00～18：00、日・祝 休業
(852)2526-9019

35 Aberdeen St., Central
10:00～21:00
www.itojunjitaiwan.tw
HKD100～HKD200

Studio Theatre, HK Cultural Centre, 10 Salisbury Rd., TST
（852）2378-9988
www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/overview
HKD5,999

Times Square, Shop 613
Tai Po Mega Mall B Zone, Shop 215
APM, UG floor, Shop 49
Tsim Sha Tsui China Hong Kong City Shop 96
(852)3106-3966

モンゴルの遊牧文化と現代美術の完璧なバランス
　モンゴル現代美術の巨匠Chimeddorj（チャメドドリ）の大規模な絵画

や彫刻は、モンゴルの自由精神とアイデンティティの象徴だ。彼の描く馬

の力強さと優雅さは、飼いならされた動物としてだけでなく、広大なモン

ゴル草原を自由に駆ける束縛されない精神を体現している。活気に満ち

たカラフルな作品や、漫画の

ように緻密な文字入りの作

品は、モンゴルの遊牧民文化

と現代文化との自由な出会

いを感じさせる。

騎馬遊牧文化の地平線
Chimeddorjによる絵画と彫刻

開催中

憧れのホテルで過ごすスイートなバレンタイン
　「The Langham 香港」では甘いバレンタインをホテルで過ごせる「ス

イート・ロマンス」プランを用意（HKD5,999/1泊）。「One Bedroom Suite」

ルームとシャンパン1本、ホテ

ルのレストランでHKD2,340分

の食事を楽しめるクレジット

付、朝食（2名）、クラブラウンジ

の使用（2名）などが含まれる。

The Langham 香港
スイーツロマンスパッケージ

2月1日～15日

AGATHA PARIS 
Gold Collection

発売中

旧正月を祝う特別コレクション登場！
　パリジェンヌの遊び心をこめたアクセサリーブランド「AGATHA 
PARIS」。世界中の幅広い世代の女性を魅了し続けている同ブランドか
ら新年を迎える装いにぴったりなスタイリッシュかつグラマラスなコレ
クションが登場。特に、幸運と富を象徴する赤とゴールドのアクセサリー
はオススメ。

香港ピックアップ
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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 紹介会社 

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 パートタイム
HKD110/hr

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）。

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。

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 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。★営業力が長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

香港/香港島 25K～35K インテリジェンス
香港

ITアウトソーシング企業より、システムのモニタ
リングマネジャー募集。顧客のフォローアップ。
★コミュニケーションスキルが高い方。

インテリジェンス
香港18K～20K香港/香港島

アウトソーシング企業にて、日本人ユーザー向
けのカスタマーサポート業務（メール・電話・
チャット）★英語ビジネスレベル。ビザホル
ダー。

インテリジェンス
香港20K～40K香港/香港島 デジタル広告制作チームの立ち上げと指揮。

ブランドPR。★5年以上の関連経験。

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 20K～30K

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案内。
★普通語できる方尚歓迎！

香港/香港島

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 16K～20K香港/香港島

日系保険会社での営業業務。日系法人顧客向け
に損害保険商品を案内。★３年以上の損害保険
業界経験者。

サービス系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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

マーケティング・
企画・リサーチ/
マスコミ・広告・デザイン

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

25K～30K香港/香港島
デジタルマーケティングマネジャー募集。★4～
6年の関連経験。Facebookなどのソーシャ
ルメディアに長けた方歓迎！

マーケティング・
企画・リサーチ/
マスコミ・広告・デザイン

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香港/香港島 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/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～40K香港/九龍

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバ
リー運営、スタッフ指導。★業界経験者で英語
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/
物流・倉庫

香港/新界 20K
輸出入業務、また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
のチェック）等。★普通語または広東語ビジネ
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/
外食・フード

20K～40K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。ビザをお持ちの方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
金融・保険・投資顧問 20K～25K香港/香港島

Payrollの管理ポジション募集。日本・香港に
基づく給与計算と日本語でのシステム入力等。
★5年以上の社会人経験があり、経理経験者
は尚歓迎！英語ビジネスレベル。

20K～30K

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/九龍

物流企業より2ポジション同時募集！①シニア
営業：華南地域での新規開拓など。②カスタ
マーサポート：その他本社・スタッフのサポー
トも。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 18K～25K

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。
関連業務経験者は尚可。

インテリジェンス
香港香港/九龍

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

20K
日本の化粧品・健康食品などのネット販売に
対するデジタルマーケティング・コーディネート
業務。★関連経験、英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港/新界

30K～35K営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

営業レポート作成、システムの管理など。★2～
5年以上の営業サポート経験、英語・普通語
コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港香港/新界

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）。

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 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 紹介会社

香港WORKS技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 香港/九龍 20K～30K照明デザイナー（顧客対応）。

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 18K～30K

保険業界より、顧客対応のアシスタントマネ
ジャーと、保険ブローカーバックオフィスの同時
募集。★英語ビジネスレベル、ビザホルダーのみ。

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
建設・建築・内装・住宅関連

USD
3K～5Kベトナム

主にホーチミンにて、不動産物件の開発をする
企業にて、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。

インテリジェンス
深圳RMB～25K東莞

サプライチェーンマネジメント担当者。納期に
対し、社内の生産調整や部品納期まとめ。★生産
管理・SCM経験の有る方。電子業界経験者歓迎。
英語準ビジネスレベル以上。普通話不問。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

広州

RMB
25K～30K
別途：
住宅提供

インテリジェンス
広州

［施工管理者］※学歴・普通語不問。★施工管理
経験2年以上（中国での経験は不問）。現場毎
に中国各地での移動が可能な方。

インテリジェンス
広州RMB20K広州

［商品開発マネージャー］※普通語不問。★必須
条件：電気回路の設計が分かる方。歓迎条件：
家電業界での設計開発経験をお持ちの方。

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
18K～22K

営業。顧客フォロー部門の統括。日本営業所と
の調整。★営業経験5年以上又は工場で全体
的なオペレーション管理経験者。普通話日常
会話レベル、英語読み書き。

深圳

経営・店舗管理・
現場責任者/建設・建築・
内装・住宅関連

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

深圳 RMB～20K
購買。日本人総経理の代理業務および納期管理、
納期確認。・サプライヤーの開拓など。★購買
または営業経験者。柔軟な思考で協調性のあ
る方。普通話準ビジネスレベル以上。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

JPY
250K～
400K

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！

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

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） USD～3K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、品証部マネージャーを募集。★関連経験
3年以上、英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港 華南WORKS

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

その他
華南地域

RMB
25K～35K総経理または副総経理（恵州工場管理）。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB
20K～30K東莞 品質管理部長。

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 30K～60K香港

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。

RMB
15K～18K

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

IT系セールス担当。

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。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～35K高級串揚げ専門店での料理長。

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K香港/香港島 調達担当（フォローセールス含む）。

香港WORKSサービス系/外食・フード 20K～25K香港/香港島 日本人ウェイトレス（寿司レストラン）。

香港WORKS香港/香港島営業・販売系/小売・流通 18K～22K京都の工芸品販売業務のおける通訳兼販売
スタッフ。

香港WORKS香港/九龍
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

20K～30Kカスタマーサポート。

華南WORKS深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

広東

　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。本業は企業で使用されているサーバ
機材や各種システムの導入や保守がメインですが、お
客様からは個人的な IT 活用法で相談を受けることも
多々あります。普段、会社で何気なく使っている
OUTLOOK 内にある連絡先やカレンダー等のデータを
スマホと同期できないか、という質問を受けましたので
この場を借りて紹介します。
　スマホと言っても iPhone、Android 端末、Windows 
Phone などOSは色々ありますが、いずれのスマホでも
PC内のOUTLOOKデータと同期できる方法はあります。
一番簡単なのは、クラウド上の無料サービスを介しての
同期です。iPhoneであれば iTunes や iClould、Android
端末でしたらGoogle、Windows Phone 端末の場合は 
Outlook.com のアカウントに一旦全てのデータをアップ
ロードし、そこに保存されているデータとお使いのスマ
ホを同期するという方法が一般的です。これらのノウハ
ウについてはウェブ上で様々な記事を見つけることがで
きますのでそちらを参考にしてください。
　今回紹介するのは、クラウド上（インターネット上）の
サービスを介さずに PC 内の OUTLOOKデータとお使
いのスマホを直接同期する方法です。業務で
OUTLOOKを利用している場合、重要な連絡先や日々
のスケジュールなど、安全とは言われていてもクラウド
上にアップロードするのは避けたいという方も多くい
らっしゃると思います。中国本土の場合は Google の
サービスへのアクセス制限がありますので、Android 端
末をお使いの方は不便も多いはず。こんな方におスス
メのソフトは「AkrutoSync」（有償）です。特徴は明確で、

①クラウドを介さずに PC 上の OUTLOOK のデータを
ス マ ホ に 直 接 同 期 で きる、②iPhone、Android、
Windows Phone のモバイルOS全てに対応、③初回設
定のみで後は全自動で同期可能、つまり必要にして充
分な同期ソフトというわけです。ソフト自体は英語です
が、初回設定時は各ステップを丁寧に誘導してくれます
ので特に問題なく利用できると思います。
　一度設定してしまえば使い方は至って簡単。同期時
に PCとスマホをUSBケーブルで接続する必要もあり
ません。同じWiFi ネットワーク内で PCとスマホを接続
するだけで、お互いのデバイスが IPアドレスを認識し
自動同期が実行されます。このソフトで同期可能な
OUTLOOKデータは、連絡先、予定表、タスク、メモの4種
類です。
　クラウド・サービスを介さずにデータを同期できる
ということは外部インターネットに接続しない状態、つ
まりオフラインの状態で同期できますので、情報漏洩の
リスクは無くとても安全なのも AkrutoSync 利用上のメ
リットです。著者もAkrutoSync を過去 4年ほど継続的
に使用しており、何時でもPCとスマホの連絡先やカ
レンダーが最新の状態に保てることにはとても満足し
ています。スマホに新規追加した電話番号やタスクなど
のデータも、オフィスに戻ると自動的に PC 上の
OUTLOOK に既に同期されているので大変便利です。
OUTLOOK が仕事管理に有用なソフトであることは利
用者の方であれば理解されていると思いますが、スマ
ホと直接同期ができるだけで更に便利で必要不可欠な
ツールになることは間違いなしです。
　　　　　　　　　　　　 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

【OUTLOOKとモバイル端末の直接同期】

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com

08 Pocket Page Weekly 27 January 2017 No. 576
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港 香港&深圳

深圳

09Pocket Page Weekly 27 JANUARY 2017 No. 576
B



　使っている携帯電話にはこだわ
りがある。マジメにコツコツと仕事
を進める。コミュニケーションは得
意ではない――エンジニアに対し

てこんなイメージを持っている人もいるかもしれない。エンジニアによくある性格
や考え方などを探るため、電気・機械系エンジニア、ソフトウェア系エンジニア、事
務系の会社員の3グループに同じ質問を投げ掛け、その違いを調べてみた。

◇「給与よりもやりがいを大事に」する電気・機械系エンジニア
　「自分の仕事に誇りを持っている」に“当てはまる”（「非常に当てはまる」「やや当
てはまる」の合計）と答えた比率は、電気・機械系エンジニアで48.2％、ソフトウェア
系エンジニアで42.5％、事務系会社員で37.8％だった。
　「給与・待遇よりも仕事のやりがいを大事にしたい」という考え方について、“当て
はまる”が優勢だったのは、電気・機械系エンジニアだけで29.7％だった。ソフト
ウェア系エンジニアでは8.1ポイント、事務系会社員では20.3ポイント、“当てはまら
ない”（「あまり当てはまらない」「まったく当てはまらない」の合計）という回答が“当
てはまる”を上回った。　
　「上司からの指示でも納得できない仕事はやりたくない」という考えを強く持つ
のはソフトウェア系エンジニアで、52.2％が“当てはまる”と答えた。

◇ソフト系エンジニアの2人に1人が「Wordよりテキストエディタを使いたい」
　「PCのデスクトップにショートカットが無秩序に並んでいるとイラッとする」か、と
いう問いに“当てはまる”（「非常に当てはまる」「やや当てはまる」の合計）と答えた
のは、ソフトウェア系エンジニアが最も多く50.4％。次いで事務系会社員では
47.8％、電気・機械系エンジニアでは42.5％が「イラッとする」と回答した。
大きく差が開いたのは、「Wordよりもテキストエディタを使いたい」という設問。ソ
フトウェア系エンジニアは48.7％が“当てはまる”を選んだが、事務系会社員は逆に

36.9％が“当てはまらない”（「あまり当てはまらない」「まったく当てはまらない」の
合計）と回答した。
　「キーボードにはこだわりがある」という回答者が最も多かったのもソフトウェア
系エンジニアで29.4％だった。「キーボードにはこだわりがある」割合は、電気・機
械系エンジニアでは22.8％、事務系会社員では17.5％にとどまった。

◇転職しないソフト系エンジニア。直近1年での転職活動経験者は事務系社員の
　半分に
　「ここ1年以内に転職サイトで求人情報を探したことがある」割合は、電気・機械
系エンジニアが21.3％（「非常に当てはまる」「やや当てはまる」の合計）、ソフトウェ
ア系エンジニアが18.5％、事務系会社員が22.8％だった。
　「ここ1年以内に他社の求人に応
募するなどの具体的な転職活動を
したことがある」のは、電気・機械系
エンジニアが11.0％、ソフトウェア
系エンジニアが7.9％、事務系会社
員が15.3％。エンジニアは総じてあ
まり転職活動しない傾向にあり、特
にソフトウェア系エンジニアは転職
に消極的なことが分かった。

エンジニアのためのキャリア応援マガジン「fabcross for エンジニア」では、日本の製造業で働く電気・機械系のエンジニア
320人とソフトウェア系のエンジニア320人、そして一般企業で働く事務系会社員320人を対象に、「エンジニアの実態」に関す
るアンケート調査を行った。

電気・機械系エンジニアは「仕事に誇りを持っている」（48.2％）
――日本のエンジニア実態調査・仕事編

【調査概要】
調査方法：ネットリサーチ
期間：2016年11月17日～28日
対象：全国のメーカーで働く研究・設計・開発系（電気・機械）の業務に就くエンジニア320人
　　  全国のメーカーで働く研究・設計・開発系（ソフトウェア）、SE・プログラマ、
  　　その他制御・IT（ソフトウェア）系職種の業務に就くエンジニア320人
　　  全国の企業で働く会社員（事務系）320人
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半島城邦 Peninsula ResidencesZ

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） ２LDK １０6㎡（建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、日本人が多い

（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ

（月　額） 12,000元 管理費、税金込み

（所在地） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路

（間取り） 3LDK １55㎡（建築面積）

（室　内） 家具・家電付き、改装済み

（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

 華润万家スーパー

（備　考） 高層階で眺めがよい

（月　額） 23,000元 管理費、税金込み

富瑞斯国際公寓　Fietser International Residence

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 福田区深南大道6012号
（間取り） １R～３LDK（50㎡～２２０㎡ 実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、マッサージ室、 パットゴルフ、ビリヤード、
 子供ゲーム教室
（備　考） 朝食込み、日本語番組、インターネット、
 24時間セキュリティー、通勤シャトルバスあり
（月　額） 15,600元～

地王信興広場　Diwang Shunxing Square
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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4003号世界金融中心B座1410室
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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