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香港香港

　舞台は1980年代のアメリカ。自分の居場所とアイデンティティを模索す
る一人の少年の成長を、幼少期、青年期、成人期の3つの時代構成で描い
たヒューマンドラマ。今月末に開催される第89回アカデミー賞の作品賞
にノミネートされた映画「ムーンライト Moonlight」がついに香港で公開。
　マイアミの貧困地域で暮らす内気な少年シャロンは、学校で「チビ」と
呼ばれていじめられ、家庭では麻薬常習者の母親ポーラから育児放棄
をされていた。そんなシャロンに優しく接してくれるのは、近所に住む麻
薬ディーラーのホアン夫妻と、唯一の男友達であるケビンだけ。やがて
シャロンは、ケビンに対して友情以上の想いを抱くようになるが、自分が
暮らすコミュニティではこの感情が決して受け入れてもらえないことに
気づき、誰にも想いを打ち明けられずにいた。「他の黒人と同じように」
「ただ波の中を転がるように」生きることを選んだのだ。自分の心の奥に
ある感情を表す術を知らないまま大人になり、麻薬ディーラーとして働

くが、やがて闇社会の中で身動きがとれなくなっていく。そんな人生を
送ってきたシャロンは、いかにして心理的に解放されていくのか。
　人種問題に関する議論が高まる今だからこそ、そこに踏み込むこの
映画の役割は大きい。弱いとされる立場の人間のアイデンティティを
代弁し、従来の固定観念を打ち破る力を持つこの大作を、ぜひ劇場へ
観に行こう。

浙江省博物館との共催で
良渚文化の工芸品を展示
　香港康樂及文化事務署は浙江省博物館と協同で、良渚文化
(Liangzhu Culture)に関する展示を行う。
　中国南部に興った良渚文化は、4000年前突如姿を消した。それらの
文化や宗教的な信条についての記録は残っていないが、揚子江デルタ
付近からは何千もの質の高い工芸品が発掘されており、良渚文化は中
国文明の解明において重要な存在であると認識されている。
　繊細な彫刻を施され埋葬されていた玉石、石製の農具、ユニークな形
をした黒陶器など、今回展示される118点の新石器時代の工芸品には、
当時の人々の暮らしや宗教観、彼らの思考性が現れており、この時代に
おける良渚文化の素晴らしい遺産であるといえる。
　特に良渚文化を象徴する玉石彫刻の代表的な作品である玉琮、王の
墓から出土し、彼らの杖の頂を装飾していた玉石、墓を守るように棺の

上に置かれていた3つの突起を備えた翡翠の銘盤など、神獣や動物など
様々なモチーフが彫られ、ユニークな形が特徴的な玉石達を、じっくりと
鑑賞してほしい。
　展示は3月1日から5月30日までで、香港公園内の香港茶具文物館にて
行われている。

第89回アカデミー賞作品賞ノミネート
黒人男性の生き様を描いたヒューマンドラマ

ムーンライト Moonlight
2月23日公開
監督：バリー・ジェンキンス
出演：トレバンテ・ローズ、アンドレ・ホランド、ジャネール・モネイ 

The Legacy of Liangzhu Culture
住所：G/F., Flagstaff House Museum of Tea Ware, 
　　 10 Cotton Tree Drive, Central(inside Hong Kong Park)
日時：3月1日～5月30日

香港トピックス
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香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

金城学院大学
ハンドベルクワイア

3月11日

美しいハンドベルの音色に酔いしれる
　愛知県名古屋市にある金城学院大学のハンドベルクワイアによる今年初の一般向け

コンサートが3月11日に香港理工大学で開催される。今年で結成41年目を迎える同大学

のハンドベルクワイアは「ハンドベルは神様への賛美と、人々の幸せのために用いる楽

器である」という精神を受け継ぎ、クリスマス礼拝、学校行事、卒業コンサートなどをはじ

め海外で行われる世界大会への参加、そして、社会福祉団体への演奏による活動サポー

トなども行っている。今回のコンサートの売り上げは2020年に開催される世界ハンドベ

ル大会の運営を行う香港ハンドベル団体に寄付する。美しい音色のハンドベルのコン

サートを聴いてハンドベルのコミュニティーと教育をサポートしよう。

シンセサイザーミュージックの第一人者
　80年代初頭に、シンセサイザープログラマーとして世界の音楽

シーンに衝撃を与えた男、松武秀樹が結成した「Logic System」が香港

にやってくる。世界各国に熱狂的な

ファンを持つユニットの生音を、ぜひ

会場で体感してほしい。

松武秀樹
Logic Systemライブ in 香港

2月27日

9 Lung Wo Rd., Central
16日 18：00～22:00、
17日・18日 12：30～16：30、
　　　　   18：00～22：00、
19日 12：30～17：30
hongkong.tastefestivals.com

Music Zone@E-Max, Kowloon Bay
20:00～22:30
www.cityline.com/Events.do
HKD780、HKD680、HKD580、HKD480

Stanley Ho Space Theatre
www.urbtix.hk
HKD24、HKD32 ,HKD12 

Jockey Club Auditorium, The Hong Kong Polytechnic University, 
10 Yuk Choi Rd., Hung Hom
20:15～21:45
www.urbtix.hk
HKD450、HKD360、HKD240、HKD160

香港コンベンション＆ 
エキシビションセンター(HKCEC)
1 Harbour Rd., Wan Chai
11:00～19:00
www.artbasel.com
HKD180～HKD850 

アジアアート界最大級のイベント
　3月23日～25日にかけてアジア最大級のアートフェアとも言われる

「Art Basel Hong Kong 2017」が開催される。今年は世界各地から239

のアートギャラリーが出展し、絵画、

彫刻、映像、写真など4,000を超える

アート作品を展示する。アート好き

には見逃せないイベントだ。

Art Basel Hong Kong 2017
アジア・プレミア・アートフェア

3月23日～25日

世界的に有名なフードイベントが今年も開催！
　美食の祭典「テイスト・オブ・ホンコン」が4日間にわたりセントラル・

ハーバーフロントで開催される。2004年にロンドンで始まった同イベント

は世界各地で開催されており、香港での開催は今年で2回目となる。ミシュ

ランで2つ星を獲得しているフランス料理の「Amber」や広東料理の

「Duddell’s」など、香港の人気レストランが一堂に集結。同イベントでしか

味わえない特別メニューが用意される。

Taste of Hong Kong 2017
テイスト・オブ・ホンコン2017

3月16～19日

Wonder of the Arctic
海外ドキュメンタリー映画

2月27日～

未だ知られてない北極の謎に迫る
　北極といえば謎が多く未知なる魅力にあふれた場所。一年の半分以
上は氷と雪に覆われ地球の中でも最も厳しい環境といわれている。しか

し、北極熊や北極クジラ、そして人間
にとっても生活する上で大切な場
所でもある。そんな北極の魅力と、
北極が担う重要な役割に迫る。

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/
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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 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/
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。お客様のフォロー
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！

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

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

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。

香港/香港島

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
に損害保険商品の案内。★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/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～33K香港/香港島
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。北京語（ビジネス）と
英語（日常会話）。

サービス系/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

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

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
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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

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/
仲介業(人材・不動産)

経験による香港/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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～30K香港/九龍
コンサートの音響やコーディネーション業の
営業。★コミュニケーションレベル以上の英語
および広東語。人脈作り/業界ネットワーク構築
ができる方。ビザサポートあり。

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 RMB20K

商品開発マネジャー。★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。

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

20K香港/新界
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）など。★北京語または広東語ビジ
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 25K～40K香港/香港島

提携先銀行の戦略マネジャーを募集。★日系
銀行での勤務経験3年程。英語・北京語ビジ
ネスレベル。ビザホルダー優先。

RMB～25K

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）

香港/九龍

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。北京語不問。

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/新界営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子） 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
深圳東莞

30K～60K営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

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

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/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍 20K
日本人メンバーの秘書兼オフィスサポート。
書類管理、データ入力、メール対応など。★3年
以上の社会人経験、英語ビジネスレベル。

自社募集！ インテリジェンス香港で事務サ
ポートをしていただけるパートタイムを募集。
★週3回前後、1日6時間程度（応相談）。英語・
PC使える方→一度履歴書をお送りください。
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今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
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CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 18K～20K

ローカル電子部品メーカーにてProject 
Executiverを募集。法人営業経験2年以上
必須。日本語＆英語ビジネスレベル必須。

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（食品・
日用品・アパレル）

20K～30K香港/九龍 食品貿易商社でのセールス募集。

香港WORKS18K～22K香港/香港島 京都の工芸品販売業務のおける通訳兼販売
スタッフ。営業・販売系/小売・流通

香港/九龍 15K～18K 香港WORKS
オフィスワーク（業務管理、営業経理、レポート
作成等）中文書類を読める方（簡単な翻訳
業務有）。

香港WORKS20K～30K香港/九龍 照明デザイナー（顧客対応）。

香港WORKSサービス系/外食・フード 20K～25KSushiバーレストランでの店長補佐。香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/香港島 18K～22Kジャパンデスク担当：仕事上で英語使える方。 香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

25K～35K香港/九龍 レディスアパレルファッションデザイナー。
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港WORKS

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
25K～35K

その他
華南地域 総経理または副総経理（恵州工場管理）。 華南WORKS

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 15K

ローカル専門商社にてMerchandiserを募集。
Merchandiser経験2年以上必須。日本語
と英語もしくは広東語ビジネスレベル必須。
出張有。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 18K～20K香港/九龍

ローカル電子部品メーカーにてSales and 
Shipping Coordinatorを募集。営業・出荷
手配などの実務経験3年以上必須。日本語＆
英語ビジネスレベル必須。

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）。

15K会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

ローカル専門商社にてAcco u n t i n g 
Assistantを募集。Accountingの実務経験
2年以上必須。英語＆広東語ビジネスレベル
必須。出張有

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～40K
ローカルIT企業にてERP Consultantrを募集。
ERPソフトウェア取り扱い営業経験必須。英語
＆広東語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

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

香港/香港島 18K～30K
香港、中国、オーストラリアなどで展開する、日本人
の子供を対象とした塾講師を募集。塾講師経験
2年以上および海外勤務経験必須。教員免許
取得者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

15K～18K
+コミッション香港/香港島

大手日系IT企業にてSenior Account Executiver
を募集。法人営業経験3年以上必須。英語ビジ
ネスレベル、北京語日常会話レベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 35K～37K香港/香港島

大手日系IT・通信企業にてAss i s tan t 
Managerを募集。IT・通信業界でのセールス
経験5年以上必須。5名以上のマネージメント
経験、英語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 16K～23K

日系旅行代理店にて営業職を募集。BtoBの
コーディネート業務を中心とし細かな業務まで
一貫して担当。法人営業経験2年以上必須。
広東語もしくは英語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K

大手日系企業にてAccounting Assistant 
を募集。内部監査・会計業務全般業務。中国
出張有。会計実務経験1年以上必須。英語もし
くは北京語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 広東

　長年企業の IT 導入の仕事に携わってきましたが、こ
こ数年で一番の変化といえばやはりモバイル環境およ
びデバイスの進化といえるでしょう。特にスマート
フォンの登場と普及が挙げられます。IT 活用方法の多
様化や劇的な進化により人 （々企業を含む）の行動は数
年前とはガラリと変わりました。企業における仕事の本
質は昔も今も大差ないはずですが、そのやり方がスマ
ホ時代に入り大きく変わってきています。
　以前にもこのコラムで Eメールがモバイル端末上の
WeChatといった SNS に取って代わる、というような内
容で書いたこともありますが、実際に仕事だけでなくあ
らゆる情報伝達をスマートフォン経由で行う風潮となっ
てきています。電話での通話よりもSNS のメッセージン
グや無料通話が主流にもなりつつあり、以前は「ケータ
イ」と呼んでいた移動式電話は、今やモバイル情報端末

（スマートデバイス）として日常生活およびビジネスで
欠かせないツールへと進化しました。
　春節休暇を終え、WeChat 経由で紅包（ホンパオ、中
国のお年玉）をもらった、もしくは「送信した」方も多く
いらっしゃるかと思います。会社によっては、給与もモバ
イル決済で払うところがあるそうです。今や、電気・水
道・携帯電話料金・タクシー代、そしてチャリティまで
も全てWeChat などの SNS で支払い可能な時代です。
コンビニや最近できた多くの店舗でもごく一般的にモ
バイル決済が行われています。このまま進むと、スマー
トフォンが完全に財布の代わりになる日も遠くなく、あ
らゆる支払いがある種のポイント（もしくは仮想通貨）
のような感覚で使われる日が来るのではないでしょう
か。現時点ではスマホとクラウドサービスの結合で大き

くIT 活用方法が変わったところですが、今後仮想通貨
が普及してくるとさらに全世界の生活＆仕事スタイル
だけでなくビジネス自体も根本から大きく変化すると
思われます。世の中から財布と通貨と銀行が無くなるか
もしれません。
　余談ですが、旧正月前の団年飯（忘年会）の食事の後
は社内のスタッフ全員でカラオケでした。今回いった店
は最新の機材を導入しており各自のモバイル端末から
選曲できるようになっています。これには正直驚きまし
た。こんなところまで ITとモバイルが融合しているの
か、と。
　話を戻すと、日常生活のあらゆる面でモバイルによる
IT 化が進んでいるということは、当然のごとく仕事の場
でも同様の変化をもたらすということです。勤怠管理、
社内ミーティング、社員食堂の出入室、社内イベントの
告知や出欠管理、業務上のお知らせ、給与支払いから
有給申請など社内的なことに限らず、実際にモノやサー
ビスを提供する場で顧客との接点までもモバイル上で
行う社会が到来するのも時間の問題のように思えます。
物品販売やサービス提供をモバイル上で完結する仕組
みをウリにしている会社も既に多く存在しています。こ
うなってくると仕事とは何だろうと思えてきます。ホワイ
トカラーの職種でいうと、「スマホか PC 画面を一日中
見て操作することが仕事」、ということになりかねま
せん。数年前までは近未来の事と漠然と考えていたよう
な生活＆仕事スタイルが物凄いスピードで現実になっ
ていきます。それって良いことなのかな、と考えに耽っ
た一日でした。
　　　　　　　　　　　　 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

【モバイルの進化が止まらない】

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
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　年々多様化するお客様のニーズに合わせ、より身近
なサービスを提供するべく、尖沙咀（チムサーチョイ）
i SQUARE内にあるショールーム「Canon Image2」をリ
ニューアルしました。最新機器を含めた豊富な製品がラ
インナップされ、どなたでも手に取り、その機能と性能を体
験できるコーナーを設置しています。香港内での顧客サー
ビスに関する受賞歴を持つ「キヤノンカスタマーケアセン
ター」でのアフターメンテナンスや、修理サービスに関する
迅速なサポートの他、移設した「Canon Pro Solution Hub」
では会員向けのサービスを提供しています。例えば、「プロ
フェッショナルスタジオ」をはじめ、機材などのレンタルを
行っています。同スタジオでは、プロ仕様の照明機材やス
タジオ機材が常備され、家族写真や卒業写真の撮影、商
材撮影など、多様な撮影に対応しています。機材のレンタ
ルにおいては、最新機種を含めた「EOS DSLRカメラ」各
種、「Lシリーズ」レンズ（プロ使用）、アクセサリーなど、豊富
な種類から選ぶことが可能です。
　お客様一人ひとりのニーズに合わせたサービスが必要
と考え、キャリア豊かなスタッフと直接カメラの操作やセッ
ティングについて知識を深められる「New 1-to-1 product 
enquiry service」を新設しました。また、「The self Printing 
Corner」はプリントされるコンテンツのプライバシーやセ
キュリティーに配慮した空間にリニューアルしているので、
高画質プリンターでお気に入りの写真をセルフプリントし
て楽しめます。（※別途印刷費用）。写真撮影やビデオ撮影
のスキルを向上させるためのワークショップや国内外のプ

ロフェッショナルを招いたセミナー、各々のレベルに合わ
せた講座も開講してますので、ぜひお気軽にショールーム
にお越しください。

 

　一般消費者向けの製品・サービスの向上だけでなく、こ
れまでも取り組んできたビジネスソリューションサービス
へもより注力していきます。これは当社の持つノウハウを
最大限駆使して、取引先企業様のニーズにお応えしていく
というものです。複合機などのオフィス機材に関連するシ
ステムの導入やソフト開発を行っており、皆さまのお役に
立てるビジネスソリューションサービスの提案を行ってい
ます。
　新規事業分野としては、セキュリティカメラ事業に力を
入れています。例えば、ショッピングセンターなどの小売業
で顧客サービス向上を図る場合、当社のセキュリティカメ

ラを活用することができます。防犯目的の監視だけでなく、
モニタリングを行い分析することで、POSデータ（商品の売
上実績データ）の数字だけではわかりにくい利用者情報を
得ることが可能で
す。それらを活用し
て、タイムセールや
イベント時期決め、
人員配置や店員教
育などが行えます。
店舗の好感度やリ
ピート率の向上を図るといった付加価値を生み出すこと
ができます。暗闇の環境下も撮影可能なモデルや軒下設
置ができる小型モデル、侵入や悲鳴を検知する特殊タイ
プのものまで取り揃えています。

　BtoB事業として業務効率や生産性改善のための様々な
ソリューション提案を行っています。関連製品としては複写
機、業務用プロダクションプリンター、プロジェクター、ネッ
トワークカメラ、スキャナーなどの各種製品を取り揃えてい
ます。お客様が製品を選ばれる際、価格、製品の品質はも
ちろん、アフターサービスにも重点を置かれています。お
客様の業務効率を向上するために、お客様の立場に立つ
ことで、課題を発見し、最適な製品やソリューションを提案
しています。技術力豊かなカスタマーエンジニアにより導
入後もきめ細やかなサポートが可能です。

キヤノン香港　董事長兼行政總裁の守永 俊一氏にインタビュー

リニューアルしたCanon Image2でより身近なサービスと
ビジネスソリューションサービスの事業拡大へ

CANON HONGKONG CO., LTD.
住所：19/F., The Metropolis Tower,10 Metropolis Drive, Hung Hom
電話：(852)2170-2828
ウェブ：www.canon.com.hk

Canon Image2
住所：20/F., iSQUARE, 63 Nathan Rd., TST
時間：月～土11: 00 ～19：00（日・祝定休）
電話：(852)3191-2333

守永 俊一
キヤノン香港 董事長兼行政總裁。カナダ、ヨーロッパ諸国および中国での
海外勤務を経て、2016年4月より現職。香港・マカオの全事業運営を統括。

キヤノン香港は今年で設立45周年を迎え、ここ香港でも歴史のある日系
企業だ。キヤノンの製品といえば、真っ先にカメラを思い浮かべる方も多
いだろう。顧客との接点としてリニューアルされたキヤノンイメージスク
エアと、BtoB事業への取り組みについて、また、今後の展望も合わせて
キヤノン香港 守永 俊一氏に伺った。

キヤノン製品展示ゾーン カスタマーケアセンター

プロフェッショナルスタジオ セルフプリンティングコーナー

セキュリティーカメラ

コンシューマー向け製品ショールームを
全面リニューアルし
発見と好奇心が生まれる場に

顧客ニーズに合わせた製品提案
導入後も経験豊富なキヤノンスタッフによる
安心サポート

セキュリティーカメラへの展開を行い
ビジネスソリューションサービスを拡大

ビジネス（香港・広東共通）
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　中古車輸入や車の修理、メンテナンスなど、自家用
車・社用車を問わず、車に関する幅広いサービスを行っ
ているZAZEN。現在は香港から海外への自動車輸出事
業にも力を入れている。
　香港で車の購入を検討したが希望の車種が無い…。
そんな場合でも、日本から中古車輸入を行っている同
社なら豊富な車種から選ぶことができる。購入した車
のシッピングスケジュールの共有はもちろん、到着後に
埠頭で撮影した写真などで納車状況を知らせてくれる
ので安心だ。さらに、輸入から納車までに必要な複雑
かつ面倒な手続きをワンストップサービスで代行して
くれる。中古車情報はFacebookにアップされるので
時々チェックしてみるのも参考になるだろう。
　また、英語・広東語が堪能な日本人スタッフが常駐し
ているので、万一車にトラブルがあった場合、レッカー
車の手配などにも敏速に対応してくれる。修理はガソ
リン車だけでなく、ディーゼル車、ハイブリッド車、一部
電気自動車など車種を選ばないのも助かる。細部に行
き届いた迅速かつ丁寧なZAZENのサービスは、日本人
のみならず香港在住の外国人利用者（アメリカ、カナ
ダ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリ
ア、オランダ、フィリピン、マレーシア、韓国、台湾、中国
など）からの評判も高く、リピート率は100％だとか。
　香港では車の部品やツールなどを全て輸入に頼って

いるため、必然的に修理代やメンテナンス代が高くつ
くことが多いが、同社では顧客の予算に合わせた修理
やメンテナンスのアドバイスもしてくれるので安心して
相談ができる。まずはWhatsAppかメールで気軽に連
絡してみては。

日本語で安心対応

車のことなら「ZAZEN」へ

ZAZEN
電話：(852)9379-8105 橋本(日・英・広)
メール：shizuka.zazen@gmail.com
ウェブ：zazen.cloud-line.com
フェイスブック：ZAZEN@zazen.hk
（要予約）

「車は欲しいが手続きが煩雑そう」、「万一の場合やメンテナンス
が心配」などの理由で、香港での自動車所有に二の足を踏んで
いる人は少なくない。そんな不安や悩みを解決してくれるのが自
動車所有に関する様々なサービスを行っている「ZAZEN」だ。
「せっかくの国際ライセンスが眠ったままになっている」という方
は要チェック。香港でもカーライフを楽しもう！

〈所有検討者向け〉
　●日本からの中古車輸入　●自動車保険加入手続き

〈現所有者向け〉
　●車検　●修理　●メンテナンス　●板金塗装
　●タイヤ・ホイール交換　●内装クリーニング
　●洗車・ワックス・ポリッシュ　●カーシート・内装の張替え
　●コーディング　●車載カメラ取り付け
　●バックモニター取り付け　●アクセサリー販売・取り付け
　●スペアキー作成　●レッカー車手配

〈処分検討者向け〉
　●中古車売却（検査・査定）　●廃車

〈その他〉
　●ドライバー手配　●各種手続き

ZAZENが提供する主なサービス

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

ゼロからスタート 第76回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

　　今回は香港に人気の余暇の一つであるバーベキュー

「燒烤siu1 haau1/燒嘢食siu1 ye5 sik6/BBQ」に

ついてご紹介します。

　　香港のバーベキューは通常参加者が一つのバーベ

キューコンロ「燒烤爐siu1 haau1 lou4」を囲み、各自

が串に好きな食べ物を刺して焼きながら、家族や友人と

のおしゃべりや食事を楽しみます。

　　香港政府は、香港島の石澳やスタンレー、新界の西貢など

の香港自然公園やビーチに無料の公共バーベキュー場を設置し

ており、市民はバーベキュー用品や食べ物を持参するだけで利用できます。公共バーベキュー場の

コンロは通常コンクリート、石、レンガでできており、コンロを囲むように石の椅子が配置されていま

す。また、その付近には食物を置くための木のテーブルも置かれています。これらの公共バーベ

キューコンロは無料のほか予約の必要もなく、先着順に利用できるようになっています。

バーベキュー食材名:

　　バーベキュー肉は、にんにく「蒜茸süｎ3 yung4」、黒胡椒「黑椒haak1 zhiu1」、カレー「咖喱

ga3 lei1」、サテー「沙爹sa3 de1」などで味付けされています。以前は各自が前日に仕込むのが主

流でしたが、手間がかかるということから、お店が販売するバーベキュー用味付け肉の詰め合わせ

「燒烤包siu1 haau1 baau1」が徐々に人気になりました。しかし今日の香港では、バーベキューの

食べ放題を出すお店が登場し、そういったお店ではお客がバーベキューの準備する必要は一切なく

なりました。入場券を購入するだけで楽しめるのでとても便利だともっぱら評判です。

広東語・発音・日本語

廚師腸

chü4 si1 chöng2

シェフブランドソーセージ

芝士腸

zhi1 si2 chöng2

チーズソーセージ

牛丸

nagu4 yün2

ビーフボール

墨魚丸

mak6 yü4 yün2

イカボール

魷魚

yau4 yü2

スルメイカ

麵包

min6 baau1

パン

多春魚

do1 chön1 yü2

ししゃも

棉花糖

min6 fa1 tong2

マシュマロ

牛扒

ngau4 pa2

ビーフステーキ

豬扒

zhü1 pa2

ポークチョップ

雞扒

gai1 pa2

チキンステーキ

雞翼

gai1 yik6
手羽先

会話練習

小林先生，今個星期日我地會去燒嘢食，你去唔去呀?

Siu2 lam4 sin1 saang1, gam1 go3 sing1 kei4 yat6 ngo5 dei6 höü3 siu1 ye5 sik6, 
nei5 höü3 m4 höü3 a3?

小林さん、私たちは今週日曜日バーベキューに行くんですが、一緒に行きませんか？

好呀，咁，我要準備啲乜嘢呀?

Hou2 a3, gam2, ngo5 yiu3 zhön2 bei6 di1 mat1 ye5 a3?

いいですね。私は何を準備したらいいでしょうか？

唔使呀，我哋去「ABC燒烤」，比入場費就可以，咩都唔駛帶。

M4 sai2 la3, ngo5 dei6 höü3「ABC siu1 haau1」,
bei2 yap6 chöng4 fai3 zhau6 ho2 yi5 , me1 dou1 m4 sai2 daai3.

何もいらないですよ。私たちは「ABC燒烤」に行きます。
ここは入場料を支払うだけでOKです。

好方便喎，咁到時見啦。

Hou2 fong1 bin6 wo3, gam2 dou3 shi4 gin3 la1.

それは便利ですね。ではそのときに会いましょう！

 

何小姐
Ho4 siu2 zhe2

何さん 

小林
Siu2 lam4 

小林

何小姐
Ho4 siu2 zhe2

何さん 

小林
Siu2 lam4 

小林
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