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香港香港

　中環（セントラル）のギャラリー、MASSIMO DE CARLO GALLERY HONG 
KONGでは初めてのグループショー、「BETWEEN UTOPIA AND DYSTOPIA」
を開催する。フリーのキュレーターと批評家Manuela Lietti氏によってセ
レクトされた作品は、中国にルーツを持ち、風景を観念的に表現する現
代アーティスト6人によるものだ。
　「今回の展示の特徴は、異なる世代と背景に属しているアーティスト
が、視覚の概念上で自然主義的な解釈に関する見解を、現代中国の絵と
彫刻の中に表現している点です。作品の数々が文化的、社会的で、地政
学的な関係があることを理解頂けるでしょう。」と、Lietti氏は語る。
　出展する芸術家達は、独自の捉え方で主題にアプローチし、リアルと
理想の局面の間に浮かぶ風景画を創作することに成功している。
　外見的視野と内なるヴィジョンは、牧歌的でなく、本質的に描かれた崩
壊する世界のイメージと共存する、親密さと瞑想的トーンで満たされる。

　メランコリックな精神世界を表現するJia Aili、観る者のリアリティに対
する確信、認識を揺さぶる作品を生み出すLiu Xinyi、シンプルな風景画の
中に観念的な世界観を表現するMeng Huang、モノトーンの作風で観る
ものを瞑想世界に導くQiu Shihua、独自の審美と概念的な作風のWang 
Sishun、ピュアで抽象的な表現を得意とするWang Zhongjie̶。アート
フルな1年の始まりに、個性に富んだ現代アーティスト達の作品に触れ
てみては。

イタリアの鬼才、アレッサンドリーニの魅せる
ルネサンス～バロックの響き
　イギリスの音楽史「Gramophone」のクラシックミュージックアワード
賞やフランスのディアパソン・ドール年間賞など国際的な数々の賞を受
賞しているイタリアのオーケストラ「Concerto Italiano」が、モンテヴェル
ディの没後450年を記念して中環(セントラル)のシティーホール・コン
サートホールで公演する。Concerto Italianoはリナルド・アレッサンド
リーにより設立されたモンテヴェルディ、バッハなど、バロック音楽、古典
派音楽を主に演奏するオーケストラ。アレッサンドリーニは16世紀から
17世紀にかけてのイタリアの作曲家、ヴィオラ・ダ・ガンバ奏者、歌手で

あったクラウディオ・モンテヴェルディの音楽を現代に伝えている第一
人者である。受け継がれる彼の偉大な音楽を体感しに行こう。

風景を観念的に表現する
6人の現代アーティスト、初のグループ展

Between Utopia and Dystopia
Massimo De Carlo gallery
住所:301-302A Pedder Bldg., 12 Pedder St., Central
日時:～３月１１日 月～土 10:30～19:00 

Concerto Italiano - Monteverdi Vespers of 1610
住所：Concert Hall, HK City Hall
開催日：3月3日(金)
時間：20:00
チケット代： HKD200～HKD480

香港トピックス
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香港

香港 香港

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

香港
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香港

今週の香港ピックアップ World Music Weekend
María Berasarte

3月18日

スペイン語で歌うファドの歌声に酔いしれる
　大西洋に面したスペインのバスク州出身の歌手マリア・ベラサルテ。スペイン出身で

ありながら、ポルトガルのソウルミュージック (民族歌謡)であるファドを志し、自国のスペ

イン語で歌う。彼女のファースト作品の「ダス・ラス・オラス・ソン・ビエハス」は本場ポル

トガルでも高い評価を獲得し、これまでヨーロッパをはじめマカオやモロッコで公演。そ

の他、スーパースターギタリストのパコ・デ・ルシアとタッグを組み、彼のツアーでも歌声

を披露。伝統の中にモダンを感じさせてくれる独自のサウンドが魅力だ。そんな彼女が

香港アートフェスティバルの一環として行われるワールド・ミュージック・ウィークエンド

でコンサートを開催する。

音楽好き必見！ 大物揃いの野外フェス！！
　香港で初のポップとエレクトロミュージックを融合した野外音楽フェ

スティバル「Dragonland Music Festival」が3日間にわたり中環（セント
ラル）のハーバーフロントイベントス
ペースで開催される。ブラック・アイド・

ピーズはじめ、スティーブ・青木など豪

華な出演者にも注目！

Dragonland Music Festival
野外音楽フェスティバル

2月24日～26日

Manninngs, Watson, 小売店にて
HKD124 

Shop 7, G/F., Nan Fung Place, 
173 Des Voeux Rd. Central, Central
8:30～21:30（月～金）
10:00～21:30（土・日）
(852)2111-4553

The HKJC Amphitheatre, HKAPA
20:00～
HKD240

Central Harbourfront Event Space,
9 Lung Wo Rd., Central
11:00～19:00
www.dragonlandmusicfestival.com
HKD780～HKD1,380

Unit F, G/F, World Trust Tower, 50 Stanley St., Central
11:00～19:00
(852)2323-1512
www.wasabiwarriors.com.hk

砂漠のように乾燥した肌が驚くほどモチモチ肌に！
　冬は空気が乾燥しいつも以上にお肌が乾燥しがち。そんな乾燥肌で

お悩みの方にぴったりなのが「Cetaphil Intensive Moisturising Cream」。

自然由来成分の保湿・肌ケアで

お馴染みのシアバターやビタ

ミンB5、B3配合なので肌に優し

く、ひどく乾燥した肌をしっかり保

湿してくれる。

Cetaphil Intensive Moisturizing Cream  
乾燥肌の必需品

発売中

ヘルシー且つ環境にも優しいメニュー
　ビーガンやグルテンフリーの食事にも対応するベジタリアンカフェ。地

中海料理にインスパイヤーされた、季節ごとに替わるメニューに使われ

る食材は、全てオーガニックでどれも新

鮮なものばかり。心と体、そして環境に

も気を遣ったエコな食事を楽しもう。

エコ コンシャスカフェ
Maya Café

エコフレンドリーカフェ
Wasabi Warrior

オーストラリア発の新感覚な寿司ショップ！
　寿司をアレンジし、ヘルシーフードとしてオーストラリアで大人気のカ
ジュアルな寿司のテイクアウト店「Wasabi Warrior」が中環（セントラル）

にオープン。同店は、“Ea t 
Good, Do Good, Feel Good”
をモットーに海鮮やオーガ
ニックチキンなどの新鮮な
食材を使用した手巻き寿司
や巻き寿司を提供する。

香港ピックアップ
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香港＆広東 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

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 インテリジェンス
香港15K～25K

マーケットリサーチ職。中長期の統計をリサーチ
（競合他社情報、エンドユーザーのニーズなど）。
★英語ビジネス、北京語あれば尚可。関連経験
をお持ちの方。

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。

香港/九龍 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

23K～27K
フォワーダー企業よりビジネスコーディネート
職募集！日本本社、支店等との連絡窓口と作業
立会い。★英語・北京語必須。経験者尚歓迎。

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～20K

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

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 16K～35K
大手日系IT企業より法人営業募集。★システ
ムインテグレーション、データセンター、ネット
ワークのいずれかの経験者。英語コミュニケー
ションレベル。

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 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。

インテリジェンス
香港香港/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。★営業力長けた方（2年以上歓迎）で、
英語日常会話レベル。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

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！

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～20K
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/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～33K
製造・プラスチック材料企業より営業募集。新規
開拓と顧客フォローアップ（主に華南地域）。
★3年以上の営業経験者で北京語（ビジネス）
と英語（日常会話）必須。

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 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。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

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。
英語ビジネスレベル以上。北京語不問。

インテリジェンス
深圳東莞

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～28K香港/香港島 調達担当（フォローセールス含む）。

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/新界 30K～35K

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・北京語
コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

香港/九龍 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。

その他
華南地域

RMB
25K～35K 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）

総経理または副総経理（恵州工場管理）。

華南WORKS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/香港島

香港WORKS
技術系（建築・土木）/
建設・建築・
内装・住宅関連

20K～30K照明デザイナー（顧客対応）。香港/九龍

インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州

商品開発マネージャー。★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。※北京語不問。

RMB20K

香港WORKS
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/香港島 ファッションデザイナー。 25K～35K
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香港&広東

香港 香港&広東
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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

サービス系/
その他サービス 香港/香港島 RGF 香港17K～18K

中環のアートギャラリーにてスペース賃貸事業
のマネジャーを募集。スペース賃貸業務全般と
各種アートイベントやＰＲ活動の誘致。問い
合わせ対応や出入金管理、本社報告（日本語）。
出入金管理経験者優遇。英語ビジネスレベル。

サービス系/外食・フード 香港/香港島 RGF 香港25K～30K
高級日本料理店にて総料理長を募集。食品の
品質、メニュー、サービス全般とスタッフの管理
業務。5年以上の飲食店での調理経験者。

香港/香港島 RGF 香港
営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

18K～25K

教育機関にて香港と中国の日本人顧客開拓
担当者を募集。新規訴求方法の提案やオンラ
イン・面談などで顧客とコンタクト。イベント
やセミナーの実施とその付随ツール等の作成
など。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K～35K

外資系IT企業にて、オンラインゲームのアカウントマネ
ジャーを募集。日本マーケット対象のゲームサイトの運営。
使用状況モニタリング、データ分析、マーケティング戦略
策定。営業、オンライン/デジタルマーケティング経験者。
モバイルゲーム業界の経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K～35K

外資系IT企業にて、オンラインゲーム・ポータルサイト運営の
プロジェクトマネジャーを募集。日本マーケットを対象とした
オンライン/デジタルマーケティングやオンラインゲーム、ア
フィリエイトサイトの運営。オンラインまたはアフィリエイト
手法によるマーケティング経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

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

25K～35K香港/香港島

外資系投資・経営コンサルタント会社にてアソ
シエイトコンサルタントを募集。投資銀行での
M＆A業務、バイアウトファンドでの投資業務、
メーカーの経営企画部およびマーケティング
部での業務経験者優遇。

RGF 香港香港/香港島 40K～45K

フランス資本企業より寿司職人の募集。欧米人・
香港人・中国人のハイエンド層をターゲットに
した高級寿司店での寿司調理、接客業務。寿司
職人として10年以上のキャリアをお持ちの方。
日本語のみでＯＫ。

サービス系/外食・フード

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) RGF 香港25K～35K香港/香港島

グローバルに展開する日系人材サービス企業にてリ
クルーティングアドバイザーを募集。日系企業・外資系
企業の人事採用コンサルティング。候補者サーチと
面談、企業側への推薦、面接調整。2年以上の社会人
経験。法人営業の経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

23K～25K

日本人向けウェルスマネジメント、プライベートバンク業務企業
にて営業アシスタントを募集。日本人マネジャーのサポート、
電話・メール対応、ファイル整理等。各種登録必要資料、プレゼン
テーション用資料の準備。その他総務業務。ホテル、レストラン、
会議室の手配等。2年以上の仕事経験。英語ビジネスレベル。

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

17K～20K

外資系IT企業にて、オンラインゲームのカスタマーサ
ポート（昼勤務/9：30～/シフト制）を募集。日本人顧客
からの問い合わせ対応。顧客レポート作成、翻訳業務。
基本的なパソコンスキルのある方。オンラインゲームや
モバイルゲームが好きな方歓迎。英語日常会話レベル。

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 13K～15K

日系会計事務所系コンサルティングファームに
てパートタイムオフィサーの募集。日本人顧客
からの簡単な電話・メール対応や翻訳業務。
資料作成、書類のファイリング、書類送付等。
会計の知識不問。英語日常会話レベル。

サービス系/
その他サービス 20K～25K

大手電気通信サービスプロバイダーにてコーポレートセール
スエグゼクティブを募集。各種携帯デバイス、データ、マルチ
メディア商品の法人営業や企業向けソリューションの調査と
開拓。3年以上の法人営業またはサービシング業務経験者。
情報通信技術の知識のある方歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 40K～80K香港/九龍

日系金融機関にて日本人の向けプライベート
バンカーを募集。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/金融・保険 香港/香港島 35K～45K

米系金融データ提供会社の香港支社にて日本人
のマーケティングマネジャーを募集。APAC内
で、セミナー企画等のマーケティング活動。金融
業界での営業経験と株式・債券インデックス、
マクロ経済指標に関する知識を有する方。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 22K～28K

外資系オンライン化粧品販売企業にて日本の
マーケティング担当者を募集。日本マーケット
の開拓と化粧品、ラグジュアリー商品の販売、
ウェブサイトの翻訳等。ウェブマーケティング
や化粧品・美容関連商品の業界経験者歓迎。

香港/新界 28K～35K RGF 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）

日系大手製造企業にて日本語エグゼクティブ
アシスタントを募集。各部のシニアマネジャー
のサポート、本社との連絡や必要資料の日本語
での作成など。秘書業務経験者優遇。英語、
北京語もしくは広東語の出来る方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～25K

日系物流会社にて経理・総務の担当者を募集。経理総務業
務全般と出入金管理、月次・年次レポート作成、会計監査
対応。ベンダーへの定期支払業務、請求書発行指示。出勤
管理・賃金支払業務。本社への定期報告。経理・総務業務ま
たは物流業界・製造業界経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

香港/新界

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

50K～75K

大手日系企業にて包装事業部工場長を募集。
食品包装用資材の生産技術に関する研究開発
もしくは生産管理の実務経験を有する方。中国
での営業経験のある方優遇。北京語または英語
の出来る方歓迎。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍

香港系金融機関にて日本人営業担当者を募集。
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への営業企画提案など。個人の
ノルマ無し。IIQE(1,3,5)/IIQAS(1,3,5)/PIBE/ 
CIB等の保険ライセンス保持者優遇。

22K～28K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容 香港/九龍

美容サービス事業企業にて事業マネジャーを
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。

28K～32K
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広東 香港

　アクセンチュア（NYSE:ACN）は、最新調査レポート「Harnessing: 
Revolution:Creating the Future Workforce（未来のワークフォース：
人材の活用と革命）」を発表した。本レポートは、急速にデジタル化が
進む時代において、企業経営者は将来にわたって適応していけるよ
う、率先して社員のスキルの再学習に取り組み、変化に適応できる人
材の育成が急務であるとの警鐘を鳴らしている。企業経営者は、人材
を最優先かつ変化の中心に据え、未来のワークフォースを創り出して
いくことが求められているのだ。
 
　スキルの再学習を行うことは、企業だけでなく、そこで働く従業員や
社会全体にも大きな影響を及ぼすものと捉える必要がある。リーダー
シップ力、クリティカル・シンキングをはじめとする思考法や創造力な
どのスキルと合わせて、心の知能指数（EQ）も高めていくことで、業務
の自動化が進展することよって職を失うリスクを大幅に減らすことが
できる。日本を含む世界10カ国で働く10,527人を対象とするアンケー
ト調査および計量経済モデルによると、今後、労働者が従来までの2
倍の速度で適切なスキルを習得していくことで、2025年の米国にお
いて業務の自動化が進展することによって職を失うリスクを、10%か
ら4%に低減することが示されている。また、英国およびドイツにおい
ても同様のペースで適切なスキルを取得すれば、そのリスクはそれぞ
れ9%から6%、15%から10%に低下する。
 
　同社の最高人事責任者であるエリン・シュック氏は次のように述べ
ている。「変化の時代にあっても、リーダーシップ力や創造力など、人
によってのみ発揮されるスキルは今後も不可欠であることに変わりあ
りません。これからの競争を勝ち抜いていける組織とは、テクノロジー

によって人を排除する組織ではなく、テクノロジーで人
材が持つ潜在力を高めることができる組織です。
我々は、デジタルの進展がもたらす将来を楽観的に
とらえていると同時に、自身が新たなスキルを身に

付けなければならないことを理解
しています。デジタルを活用し
て日々の学習を日常業務の
中に組み込むことで、その効果
を加速させることができます。ま
た、デジタルによって学習がいわ
ば生活の一部となり、働く人々や組
織の競争力向上につながることで
しょう。」
 
　日本をはじめ、米国、フラン
ス、ブラジル、インドなど、今回
調査を行った10カ国ではい
ずれも、人々はデジタル技
術が職場に与える影響に
ついて驚くほど前向きに
とらえている。事実、回答
者の84%はデジタルが自

分の仕事に与える影響を楽
観的に考えている。回答者の3

分の2以上（74%）がロボットや
データ アナリティクス、人工知能（AI）と

いったテクノロジーによって「自分の仕事がより効率的にできるように
なる」と考えており、また「新たなスキルを学ぶ」（73%）、「仕事の質を
高める」（66%）ことができるようになると答える。
 
　回答者の87%は、今後5年間のうちに自分の仕事の一部が自動化さ
れるだろうと予想している。その割合はミレニアル世代が93%と最も高
く、ベビーブーム世代では79%。この先5年間で自動化が自分の仕事に
与える影響については、自動化が進むと予想した回答者のうち80%が、
困難よりもチャンスが広がる可能性の方が大きいと回答している。ま
た、同社の追加調査によると、人工知能の影響だけに限ってみても、
2035年には、人工知能は先進12カ国の経済成長率を倍増させ、労働生
産性を最大40％高める可能性がある結果が出ている。
 
　さらに、今日の労働者は組織のリーダーに対して、これまでとは異
なる報酬や福利厚生、サポートを求めていることが明らかになった。
同社とギャラップ社が実施した指標調査によれば、幸福度やエンゲー
ジメント、生活の質といった金銭以外の要素が収入や手当と同様また
はそれ以上に重要視されていることが示されている。
 
　アクセンチュア・ストラテジーのグループ・チーフエグゼクティブで
あるマーク・ニックレムは次のように述べている。「今やすべてのCEO
は未来のワークフォースを創り出す責任を負っています。人材育成を
企業戦略の最優先課題として捉え、その緊急性を理解している組織の
リーダーこそが、今後の成長やイノベーションの利益を享受していく
でしょう。」
 
　未来のワークフォースを形成していくにあたり、本レポートは組織
のリーダーに対して次のように提言している。
 
　スキル再学習の加速: 本調査では、働く人々の85%が、今後6カ月間
に自分の時間を使って新しいスキルを学習するつもりであると回答し
ている。こうした現実をうまく活かし、幅広いキャリアレベルで専門ス
キルおよびヒューマンスキル（創造力や判断力など）に投資すべき。
デジタル技術を活用することでスキルの再学習をより効率化させるこ
とも可能。例えばスマートグラスなどのウェアラブルデバイスを着用し
て、業務中にリアルタイムで技術的な助言や情報提供を可能にするこ
とや、インテリジェント・ソフトウェアを活用してトレーニングをカスタ
マイズし、一人ひとりに合わせたアドバイスで生涯学習をサポートす
ることなどが考えられる。
 
　人の能力を最大限に発揮できるよう仕事を見直す: 多様な仕事や
柔軟な雇用形態を求める労働者の要求を満たすために、役割に応じ
てプロジェクトベースで仕事をする仕組みを創出すべき。広範なリ
ソースやサービスを提供できるようなプラットフォームを構築し、社員
やフリーランスなどの雇用形態に関わらず、優れた人材をつなぎとめ
られるような魅力的なコミュニティを創造することが求められる。
 
　人材の供給源からのパイプライン強化を図る: 業界全体に広がるス
キル不足の問題に対しては、組織の垣根を超えた長期的な取り組み
が求められる。幅広い範囲のスキル構築に対応できるよう、官民連携
による研修体制を構築することや、教育機関と協力することで人材サ
プライチェーンの上流で適切なスキルが身に付けられるようなカリ
キュラムを考案するなどの解決策が考えられる。
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【調査方法】　
調査方法：インターネット調査　調査期間：2016年11月26日～12月9日　
調査対象：計10か国の10,527人の労働者 (日本、米国、ブラジル、英国、フランス、ドイツ、オーストラリア、イタリア、インド、トルコ)
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フラワーアレンジメント教室
Mid Levels Westでブーケのレッスン、
ワークショップを行ってます。お花のあ
る生活、自分時間にお花を始めてみま
せんか？ トライアルレッスン(HKD500)
は随時開催中です。お時間があります
時に是非遊びにいらして下さい。
詳細はお気軽に
violettaflower88@gmail.com (Noriko) 
までお問合せ下さい。
WEB:
https://violettaflower.amebaownd.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
英・広・北京語の生徒募集

日本人向けの語学学校です。英語/北
京語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか!日本語が
話せる講師が発音や文法を丁寧に教
えます。マンツーマンまたは2～5人の
少人数制で講師の指名も可能なので、
自分のペースで語学をマスターできま
す。ただ今、英語/北京語/広東語の30
分間の無料授業が体験できます。詳し
い内容については、日本語でお気軽に
お問い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp

）局務事（ 　　　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しも沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org

電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生お
よび関係者の皆様は、お気軽にご連絡
ください。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。

Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料な
どいっさいかかりません。～ユニークな
メンバーが多い、楽しいサークルです。
奈津子携帯：(852)9722-0012

pj.oc.oohay@okustan_eilatan：liam-E
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では
団員を募集しています。室内楽や管弦
楽の好きな方、ぜひ一緒に演奏しま
せんか。<募集楽器>フルート、オーボ
エ各若干名。弦楽器(バイオリン、ビオ
ラ、チェロ、コントラバス)大募集中！月2
回ほど日曜午後3時間練習しています。
見学のお問い合わせなどお気軽にご
連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

事務スタッフ（パート）募集
簡単な翻訳作業（英語から日本語）、
データ入力ほか事務一般作業
専門知識は必要ありませんが、週に４
～５日出社できる方希望。ご興味ある
方はメディポートの堀までお気軽に
メールください。
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両方
を募集中です。アルバイトは週２日から
の出勤も可能です。女性のお客様が１
人でも来れる明るい雰囲気を目指して
いるお店です。ご興味がある方はこちら
までメールで簡単な履歴書をお送りく
ださい。追ってご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com

）でま川森（ 　　　
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／英語の教師募集

北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはＥメールで送りください。詳細は
お電話にてお問い合わせいただけます。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店とん
勝は、日本語堪能、接客好きな方を募集
中!希望シフト制でプライベートも充実♪
TST駅N1出口から徒歩2分、通勤ラクラク
☆日本人店長で日本人のお客様が多い
から現地の言葉が出来なくても働ける!興
味があれば、まず応募してください!分か

らない事や不安な事をなんでも質問して
下さい。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Irene
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイム
も可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きませんか？

履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）のダイニン
グバー(Sowelu)ではスタッフを募集し
ています。勤務時間・曜日は応相談で
す。詳しくは中村まで。
電話：(852)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

お部屋貸します！
尖沙咀駅まで徒歩5分。日系スーパーま
で徒歩1分。家具家電、WiFi、バスタブ付
き。スーツケース１個で即入居できま
す。HKD7,500/月。保証金：HKD15,000。
禁煙者のみ。シェアではないので１人
で使用できます。33年間、日本人に貸し
ているので日本人のみでお願いいたし
ます。見学、お問い合わせはMs. Linま
で。Tel / Whatsapp / Line：68001735
（中、英、日語可)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室

)00：32～00:31（ 休無中年：間時業営
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所:九龍チムーサチョイ加拿分道6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室

)00：32～00:31（ 休無中年：間時業営
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

　AIとRPA各々について業務のどの部分に適用可能
か尋ねたところ、「ほとんどない」の回答は10％以下

え換き置にIA「がOFCの上以数半。）％2：APR、％9：IA（
られる業務がたくさんある」と回答しており、RPAにつ
いては、「RPAに置き換えられる業務がたくさんある」
との回答が40％に上ったことと合わせて、「間接業務
のある程度の部分」及び「ごく簡単な標準定型業務」
に導入可能という回答が各々3分の1近くに上った。現
時点でかなりの数のCFOが、これら技術の現場への適
用の可能性に期待していることがうかがえる。
　RPAがAIとの対比においてどのようにとらえられて
いるのか聞いたところ、「RPAは有益な自動化ツール
ではあるが、大きな恩恵は後の認知知能（C I：
Cogni  laicfiitrA：IA（能知工人はたま）ecnegilletnI evit
Intelligence）によってもたらされる」との回答が46％
と最多。また、16％のCFOが「純粋なITの一種に過ぎ
ない」との回答だった。 

　RPAとは工場でロボットが組立やパッケージング
をするように、例えば人事、経理財務、調達、営業事務
などの業務領域で、人による処理行動と全く同様に
各種アプリケーションを操作することができるソフト
ウェアのことで、いわばソフトウェアを動かすソフト
ウェアだ。CIやAIの開発によるさらなる恩恵は大いに
期待できる一方で、既に企業で使われているERPや
メールソフト、表計算ソフトなどをそのままに、従来、
人が手作業によって行っていた入力やデータ連携の
多くを自動化することで、大規模なシステム導入やプ
ログラムの修正・変更をせず、短期間、低コストで導
入できる点が最大の特徴。 
　「デジタル人材」は、人に代わりうる可能性を指して
おり、「RPAもAIもデジタル人材の導入になりえる」が
38％と、回答の多さから期待が高いことがうかがえ
る。一方、コメントでは「AIやRPAを使いこなせる人材
の育成が課題」との指摘もあった。

　RPAの効果について「それが何
をもたらすか」という質問に対して
「それほど恩恵をもたらすものでは
ない」という回答はわずか8％で、
「様々な形での有効活用、特に品質
の向上や精度の向上を期待する」
という定性面への効果を上げた回
答が目立つ。
　実際の導入現場では、当初は“ロ
ボットは24時間働きます”といった
定量面での効果をアピールする場

合が多いが、利用が拡大するにつれ、「間違いのない
きちんとした業務を遂行する」という業務品質の向上
への効果が認められることからも裏付けられる。 
　最も回答の多かった「業務容量拡大・縮小の柔軟
な対応」（23％）は、「長時間労働の解消に役立つ」と
いうコメントもあり産業界の課題の“働き方”の問題
にも一石を投じる可能性がうかがえる。 
　導入予定については「現時点は未定」が61％と最
多。これは半ば予想された結果であり、20％が「近年
中に試験導入を検討中」と答え、企業現場への急速
な浸透がうかがえる。他の回答は「いいえ、効果が期
待できない」（5％）、「いいえ、効果はありそうだが、 他
の取り組みを優先させる」（14％）と効果がなさそう
だからという回答はわずか5％だった。コメントとして
は、「経理部門のみへの導入では効果は限定的」とい
う積極的な指摘や、「導入の前提になる、業務の標準
化の取り組みがまだまだ」という慎重な意見が寄せ
られた。 
　過去に同様に行われたデロイトの海外でのサーベ
イでは、2015年に13%だった「近年中に導入を検討」
という回答が2016年で76%と飛躍的に伸びたことを
考えると、今後の変化に注目すべき数字といえる。

経理業務の自動化に関する
日本企業CFOの意識調査    

？
は
度
待
期
の
へ
化
動
自
の
務
業

 【調査概要】
回答企業の内訳
アンケートの対象企業である上場日本企業を中心とした45社
■調査日・調査方法
1月10日～20日、 Webサイト及び調査票送付により実施

デロイト・トーマツ・グループは、マクロリスク及び、経理処理などルールの決まった処理を複数のシステム
（エクセル、ERP※、メールなど）をつないで作業自体を自動化する仕組みで近年注目を集めているロボティッ
ク・プロセス・オートメーション（RPA）や人工知能（AI）が業務に与えるインパクトについて、企業経営の参謀
として様々な課題に直面するCFO（Chief Financial Officer: 財務担当役員）の意見・見解を調査した。

●RPAやAIについてどのように認識されていますか？

※ERPとは、統合基幹業務システムとも呼ばれ、生産や販売、財務、物流といった企業内の経営資源を、一元化して効率的に管理するソフトウェアのこと。
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ビジネス（香港・広東共通）
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