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動画ニュースを見て
エアチケットをもらっちゃおう！
動画ニュースを見て
エアチケットをもらっちゃおう！

Vanilla Air × PPW 
太っ腹企画
実施中！



香港香港

ピカソが描いた
愛し抜いたジャックリン
　スペイン出身の偉大な芸術家「ピカソ」の素晴らしい作品を集めた展
示会「Picasso and Jacqueline」がタイムズスクエアで開催中だ。バルセ
ロナの美術館とタイムズスクエアの協催で行われているこの展示会で
は、ピカソを愛し抜き、ピカソが本当の意味で愛されることを知った相
手である、彼の9番目の愛人で2番目の正妻となったジャックリンの為に
描いた13の作品が展示されている。
　その中でも注目したいのは、ピカソが描いたジャックリンの表情。とて
も穏やかで遠くを見つめるような眼差しはノスタルジーさえも感じさせ
る。ピカソが女性を描いた他の肖像画に比べると全く異なるスタイル

だ。スペイン国外では初公開となる貴重な作品を見ることができるまた
とない機会。お見逃しなく。

スワロフスキーがオフィシャルパートナーとして今年もアート・セントラルに戻ってきた
日本人アーティストによるイベントを主催

Picasso and Jacqueline
住所：Living Room Museum of Times Square, 1 Matheson St., CWB
開催日：～3月21日
入場料：無料

　フェアの正面玄関に飾られる「Sharevari」は機械仕掛けの鍵盤打楽器
（クリスタロフォン）。直径95mmから250mmの16本の真鍮製の機械構
造で、c1からd3までの音域をカバーしており、ブラス・ハンマーがクリス
タル・ガラスをたたくと、振動が伝わり美しく澄んだ音が出る仕組みだ。
開発者のスズキ ユウリ氏は「スワロフスキー・デザイナーズ・オブ・ザ・
フューチャー・アワード2016」を受賞した3人のうちの1人。日本のアート
ユニット、「明和電機」での活動を経て英国王立芸術学院で学び、ロン
ドンを拠点として世界的に活躍するデザイナーでありエレクトロニック・
ミュージシャンでもある。
　同賞受賞後、スワロフスキーの創造性とイノベーションを探るため、
オーストリアにある原点の地、ヴァッテンスを訪れた彼は、旅で受けた刺
激を糧に、スワロフスキーの技術者チームの協力を得て「Sharevari」を
創作。チームは調和振動数を計算することで全体の音域を拡げ、系統
立った綿密な研磨の過程やテストを通してこの楽器を微調整した。その
結果、スズキ氏オリジナルの曲を演奏するだけでなく、聴衆もセンサー

網を通じて自身の手で曲を「指揮」できる、ユニークな楽器の展示が実
現したという。
　スワロフスキーは、3月17日から4月6日にかけてアーティストゥリーで
催される、ロンドンのサーペンタイン・ギャラリーによる『ザハ・ハディド
展』もサポートする予定だ。

Sharevari  by Yuri Suzuki
VIP  プレビュー
3月20日（月） 15：00～17：00 

一般オープン時間
3月21日（火）/22日（水） 12:00～17:00 
3月23日（木） 12:00～21:00 
3月24日（金） 12:00～19:00
3月25日（土） 11:00～19:00

初日夜：
3月20日（月） 17:00～21:00

香港トピックス
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　中環（セントラル）で人気のオシャレなレストランバー「Mercedes Me 
Store Hong Kong」。日本料理、ペルー料理、そしてスペイン料理をモ
ダンにアレンジした料理が自慢の店だ。そんな同店が、「一週間に一度
お肉抜きにすることによって健康にもっと気を使った食生活を心掛け、
環境にも優しい生活を送ろう」という呼びかけのもと始まった「Green 
Monday」にちなんで、新しく栄養たっぷり、おいしくて食べごたえのある
ヘルシーなグリーンメニューを紹介する。前菜にはビートルートのタル
タルにゴートチーズ、マンゴーを添えた「Beetroot Tarter」や、甘酸っぱ
さが魅力のスペイン産トマトとアボカドをバルサミコで味付けした
「Spanish Tomato」を。そしてメインには、白アスパラガスに温泉卵とク

リームソースを添えた「65C Slow Cooked Egg」や、きのこの香りが食欲
をそそる「Baked Angel Hair Pasta withCaramelized Mushrooms」など。

インターナショナルプレスクール「Tutor Time」
オープンハウスを実施！
　香港の幅広いエリアで展開し、6カ月から6歳までの子供たちが、バイ
リンガルな環境で行き届いたケアと活気あふれる園生活を通して楽し
みながら学べる教育を提供するインターナショナルプレスクール「Tutor 
House」。豊富な経験と資格を持つ純粋なネイティブスピーカーの講師
陣で子供の国際感覚の基礎を育てることができる。
　そんな同校では、これから子供をどのプレスクールに預けようかと考え
ている方、または、同校への入学を検討している方向けに3月18日、九龍
塘（カオルントン）の2校、そして3月25日に北角（ノースポイント）の寶馬山
（ブレーマーヒル）校でオープンハウスを実施する（13：00～17：00）。オー
プンハウスでは、園内の見学をはじめ、講師達によるカリキュラムやアク
ティビティーの説明、質疑応答、そして最後には、子供が実際に体験でき
るアクティビティーも用意している。園内の教育内容や、スクール活動、
雰囲気を知る貴重なチャンス！ 申込みはお早めに。

Mercedes me Store Hong Kong
グリーンマンデーの新メニュー登場！

Mercedes me Store Hong Kong
住所：Shop C and D Entertainment Bldg., 
　　  30 Queen’s Rd. Central
電話：(852)2895-7398
ウェブ：http://www.mercedes.me/hongkong

Tutor Time 
九龍塘Dorset校
住所：No.1 Dorset Crescent, Kowloon Tong
電話：(852)2573-9188

九龍塘Suffolk校
住所：No.9, Suffolk Rd., Kowloon Tong
電話：(852)2529-1188

寶馬山校
住所：G/F. & LG/F., Braemar Hill Shopping Centre, 45 Braemar Hill Rd., North Point
電話：(852)2529-1833

中環校
住所：1/F., Garley Bldg., 45-53 Graham St., Central
電話：(852)2812-6889
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今週の香港ピックアップ REGAL
2017年春夏の新作シューズ

発売中

REGALの新作シューズで春を迎えよう
　ドレスシューズ、カジュアルシューズともに定評のあるシューズブランド「REGAL」から

2017年春夏の新作シューズが登場。中でも注目のドレスシューズは、ビジネススタイル

に普遍的な品格とエレガンスをもたらすだけでなく、休日のカジュアルスタイルをもお

洒落に演出してくれるコストパフォーマンス抜群のデザインだ。世界に誇れるメイド・

イン・ジャパン。履き心地が良く、長く愛用できると幅広い年代から支持を得ている。メン

ズ、レディースともにREGALらしい飽きの来ないベーシックなラインも充実しているの

で、きっと一人ひとりに合ったお気に入りの1足が見つかるはず。春の訪れの前に、ぜひ

足を運んでみよう。

今年はバラで春の訪れを実感
　毎年恒例の「香港フラワーショー2017」が3月10日～19日の10日間に

渡って銅鑼湾（コーズウェイベイ）のビクトリアパークで開催される。今

年のテーマは「溢れる愛」と「バラ」。会場には、種類豊富なバラをはじめ

とする鉢植えやフラワーアレンジメントなども並ぶ。

毎年恒例
香港フラワーショー

3月10日～19日

G/F., Music Zone @ E-Max
19：30～
(852)8100-0138
https://alexandros.jp/contents/49237
HKD680、HKD480

Fringe Club, 
2 Lower Albert Rd., Central
20:00～
(852)2521-7251
www.hkpsco.org
前売り・会員 HKD180、当日 HKD20

Victoria Park, Hong Kong
3月10日、12日～16日、19日 9：00～21：00
3月11日、17日、18日  9：00～22：00
www.lcsd.gov.hk/en/hkfs/2017
HKD14、HKD8

6/F., Home Square, 138 Shatin Rural Committee Rd., Shatin
L4, MegaBox, 38 Wang Chiu Rd., Kowloon Bay
10:30～22：00
(852)8100-0138
www.ikea.com/hk/en/catalog/categories/departments/food

Shop 17D, 6/F., SOGO, 
555 Hennessy Rd., CWB
10:00～22:00、
10:00～22:30 金・土・祝前日
(852)2831-8513 

SOGO CWB店
Shop 2037-38, 2/F., 
Miramar Shopping Centre, 
132 Nathan Rd., TST
11:00～22:00
(852)2116-1552

MIRAMAR SHOPPING CENTRE店

中国伝統楽器の情熱的な音色
　中国の伝統的な弦楽器「琵琶（Pipa）」を使った演奏会が中環の藝穗會

で開かれる。演奏するのは中国伝統楽器のみで構成されたオーケストラ

「Hong Kong Plucked String Chinese 

Orchestra」のメンバーである若手奏

者。心に響く情熱的な音色を聴きに出

かけてみよう。

中国の楽器「琵琶（Pipa）」
コンサート

4月1日

今大注目の日本のロックバンドが来港！
　卓越したセンスと実力を兼ね備えた日本のロックバンドとして大ブレイ

クしており、今アジア各国でも注目を集めている「Alexandros」がアジアツ

アー「We Come In Peace」で来港。九龍湾のE-maxで一夜限りのライブを

行う。攻撃的なロックと甘いメロディーがファンの心を虜にする。

Alexandros
アレキサンドロイス

3月25日

IKEA
サーモンフェア

～3月30日

良質ノルウェーサーモンを味わおう
　沙田と九龍湾のIKEA内にあるレストランカフェでは、3月30日まで
サーモンフェアを開催中。ノルウェーで養殖されたASC認定の良質の

サーモンを使ったメニューを提供す
る。おすすめは、ローストサーモン
フィレ（HKD49）とスモークサーモン
フィレ（HKD36）。

香港ピックアップ
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香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

香港ディズニーランド・リゾート
3つ目の直営ホテルが誕生！

4月30日

ゲストをエキゾチックな冒険の世界へと誘う
　香港ディズニーランド・リゾートは、「香港ディズニーランド・ホテル」「ディズニー・ハリ

ウッド・ホテル」に次ぎ、「ディズニー・エクスプローラーズ・ロッジ」を4月30日にオープン

する。1920年代の「探検」黄金時代をテーマに、客室をはじめとするホテル内や野外に、

探検家（エクスプローラー）達が道中に集めた思い出の品、工芸品の数々を展示。敷地

内には、冒険に思いを巡らせる時間にぴったりなプールや噴水、南アメリカ、アジア、オ

セアニア、アフリカ文化をテーマにした自然豊かな4つのガーデンが広がる。オープン記

念として、オフィシャルサイトで宿泊予約すると、ホテル内の中華レストラン「ドラゴン・

ウィンド」で開催されるキャラクター・ブレックファストのプレゼントや客室を無料アップ

グレードなど、各種特典が付く。

東南アジアの若手バンドが一同に集結！
　インディーズミュージックのプロモーターである「Song for children」の

主催で、香港出身のシューゲイス・ドリームポップバンド「Thud」がライ

ブを開催する。ゲストには、シンガポー

ルを拠点に活躍し、東南アジアで人気

をじわじわ集めている若き5人組バン

ド「Comic Child」、シンガポール出身の

オルタナティブドリームポップバンド

の「Subsonic Eye」を迎える。

Songs For Children presents 
THUD support Cosmic Child x Subsonic Eye

3月24日

A&C Vienna Mansion, 55 Paterson St., Fashion Walk, CWB
12：00～21：30
(852)2503-5308
HKD680、HKD480

MOM Livehouse, B39 7 Seas Shopping Centre, 
113-121 King's Rd., North Point
(852)6348-3034, (852)2578-9077
HKD185

Hebe Haven Yacht Club SLAM Sailing Centre, 10.5 Miles Hiram's
10：00～17：00
(852)2719-0926
www.facebook.com/events/208024909550104
無料

Hong Kong Disneyland Resort, Lantau Island
(852)183-0830 
www.HKdisneyland.jp
HKD2,200～

ユニークなデザインの茶陶器が面白い
　今年で10回目を迎える香港の陶芸家の茶陶器の展示会。毎年着実に

参加者数を増やしており、今年は93名、116個の茶陶器が並ぶ。ベーシッ

クなデ ザインからユ

ニークなものまで、色と

りどりの作品が鑑賞でき

る。入場無料なので、ぜ

ひ会場へ足を運んでみ

よう。

香港の陶芸家が作る
茶陶器の展覧会

開催中

「キキララ」を家に持ち帰る
　香港のファッションブランド「Ligar」がサンリオの「キキララ」の愛称で

人気のキャラクター「リトルツインシスター」とコラボ。銅鑼湾店では、限定

デザインの洋服やアクセサ

リーなどを販売中。ロマン

チックな花園をイメージし

た店内もとてもキュート。

Little Twin Stars Floral Garden 
Liger

販売中

Hebe Haven SLAM Sailing Centre
2017年オープンデー

3月19日

今年こそマリンスポーツにチャレンジ！
　西貢にある「The Hebe Haven SLAM Sailing Centre」では、もっと多く
の人にセーリングやマリンスポーツを体験してもらいその楽しさを知っ

てほしいと、3月19日にオー
プンデーを実施。当日は、
インストラクターによるデモ
やスタンド・アップペダル、
カヤック、などの無料トライ
アルレッスンもある。

※予約方法、受付時間、対象滞在日など、
各特典ごとに諸条件あり。詳細はオフィ
シャルサイトにて確認を。

Flagstaff House Museum of Tea Ware, 
10 Cotton Tree Drive, Central (inside Hong Kong Park)
10:00～18:00
(852)2869-0690, (852)2869-6690 (The K.S. Lo Gallery)
無料
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香港＆広東 香港

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

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 インテリジェンス
香港20K～30K

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。

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

香港/九龍 インテリジェンス
香港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。

香港/新界 インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 20K～

①営業アシスタント全般②ローカルオペレー
ションチームと営業チームの掛け橋業務。
★フォワーダーでの営業もしくはアシスタント
経験がある方。英語・北京語ビジネスレベル。

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 25K～40K

提携先銀行の戦略マネジャー。★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。
ビザ有る方優先。

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 25K～30K
経済系出版のプロジェクトコーディネータ。本社
からのIPOプロジェクトの補佐。★3年以上の
コーディネータor翻訳経験。経済系の専攻出身
尚可。ビザ有る方。

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/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

応相談香港/新界
1年の契約社員。データ入力、日本本社のサ
ポートや翻訳業務。★英語または北京語でコ
ミュニケーション可能な方。ビザサポートなし。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港18K～23K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。
★英語日常会話レベル。CSの経験者は尚可。

マーケティング・
企画・リサーチ/
マスコミ・広告・デザイン

25K～30K
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/
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。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

香港/九龍 20K～23K
繊維・縫製の品質チェック。顧客は日系アパレル
企業等。まれに工場へ過程のチェックに出張も。
★業界経験者歓迎。英語または広東語ビジネ
スレベル。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

EMSの営業担当。日系、非日系の顧客有。まず
は1社既存顧客の対応を担当し、その後新規
顧客も担当。★営業経験者。北京語日常会話
レベル。転勤可能な方（国外転勤、中国国内の
転勤の可能性有）。

インテリジェンス
深圳東莞

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K香港/九龍

大手日系企業にてAccounting Assistant。 
内部監査・会計業務全般を担当。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。

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）など。★広東語または北京語ビジ
ネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
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。

香港/九龍 15K
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

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

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/九龍

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 18K～20K

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/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。★中国語（北京語）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有る方。

RMB20K

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍

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。

16K～23K
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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

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～30K

営業経験必須。既存顧客のフォロー、新規開拓。
見積作成、技術者との打合せ。英語、北京語ビジ
ネスレベル。経験によりビザサポート検討可。

Reeracoen

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

香港/香港島 20K～30K
外資系、会計/労務コンサルティング企業にて、
主に日本向けの労務系実務を担当。日本オフィス
で受注した労務業務を香港で遂行。

キングスウェイ

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

～24K香港/香港島
夜間シフト勤務可能な方。電話・メールによる
カスタマーサポート業務。書類整理、会議通訳
など。英語ビジネスレベル。就労可能なビザホ
ルダーの方。

Reeracoen23K～30K香港/九龍
日系大手飲食企業にて、商品開発業務。メニュー
考案だけでなく、開発した商品の原価管理・
計算や、各店舗でイメージ通り調理されているか、
味や見た目が再現できているか等の管理。

サービス系/外食・フード

香港/香港島 ～20K キングスウェイ
営業事務経験者。金融セミナー開催の段取り、
翻訳・通訳。既存客および取引先とのコーディ
ネート、サポート。マネジャーのサポート全般。
英語ビジネスレベル。

キングスウェイ～20K香港/香港島
テレビ、雑誌、商品パッケージ等の広告コピー
制作業務全般。取材、ライター業務。広告代理店
やPR会社で勤務経験必須。経験によりビザサ
ポート検討可。英語ビジネスレベル。

Reeracoen

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・投資顧問

40K～60K日系金融企業にて、日本人向け金融商品の営
業担当。現在急拡大中の為増員採用。香港/九龍

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン

香港/九龍 20K～30K
大手日系メーカーにて、マーケティングや各種
調査を行うリサーチャー。香港国内だけでなく、
中国や東南アジアへの出張有。

Reeracoen企画・宣伝・広報/
メーカー（機械・電気・電子）

～21K香港/香港島
購買業務。主に既存顧客対応の営業。オフィス
での納期調整業務、仕入先との連絡業務。出張
対応可能な方。英語ビジネスレベル。新規ビザ
サポートあり。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 キングスウェイ

サービス系/外食・フード ～30K香港/香港島
5年以上の串かつ等の調理経験必須。串カツ
を中心とする調理、スタッフ管理、新メニュー
の開発。英語、広東語、北京語のいずれかがで
きる方尚可。経験によりビザサポート検討可。

キングスウェイ キングスウェイ

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

アジア拠点 応相談
日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系既存
顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士との
調整など。希望により香港以外（東南アジア各国）
の配属も考慮。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 ～35K香港/九龍

食品部にて部署の管理。業務オペレージョンの
遂行、モニター、納品管理等。各拠点との調整、
出張など。食品輸出入貿易経験必須。英語ビジ
ネスレベル。新規ビザサポート可。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 23K～30K香港/九龍

日系の電子部品商社の営業業務。華南地区・
東南アジア地区担当として、既存顧客フォロー
ならびに新規開拓。

応相談企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売

自社webサイトの活用および開発・運用。宣伝
効果分析および広告掲載プランニング。日本
本社、ローカルスタッフとの連携およびスタッフ
管理。英語ビジネスレベル。新規ビザサポート
あり。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 ～20K
個人消費財の通信販売商社にて個人顧客等
対応窓口業務。問合せ対応、納品期日管理、
着金管理、返品処理、在庫管理。経験によりビザ
スポンサーチェンジ可。

キングスウェイクリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 ～30K

コミュニケーション戦略の立案、新規顧客開拓。
既存顧客の課題を発掘、新しいサービスの
提案。経験によりビザサポート検討可。英語ビ
ジネスレベル。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～35K香港/香港島

特殊原材料の営業。中国華南地区の代理店顧
客窓口業務全般。中国マーケットの営業、資材
関連の営業経験尚可。北京語コミュニケーショ
ンレベル。新規ビザサポート可。

キングスウェイ
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

～35K香港/香港島
WEBサイトの管理、コンテンツ管理、アクセス
解析、および分析に基づくプランニング。プロ
ジェクト管理、各種企画立案。英語ビジネスレ
ベル。新規ビザサポート検討可。

キングスウェイ香港/九龍営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～25K

要5年程度の営業経験。既存顧客対応中心。
若干の新規開拓あり。見積作成、営業予測、報告
業務。経験によりビザサポート検討可。英語、
北京語ビジネスレベル。

キングスウェイ香港/九龍営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～25K

要5年程度の営業経験。食品経験者歓迎。既存
顧客のフォローアップ、新規顧客開拓。商品プ
ロモーション企画、在庫管理。英語ビジネスレ
ベル。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

グローバリズムとナショナリズムのせめぎあい

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　グローバリズム(英: globalism)
　地球上を一つの共同体とみなし、世界の一体化を進める思
想である。
　ナショナリズム（英：Nationalism、民族主義、国家主義、国民
主義）
　文脈により多様に使い分けられておりその一義的な定義は
困難であるが主要な論者のひとりであるアーネスト・ゲルナー
は「政治的な単位と文化的あるいは民族的な単位を一致させ
ようとする思想や運動」と定義しており、十全とは言えないもの
の、この定義が議論の出発点としてある程度のコンセンサス
(意見の一致)を得ている。
　辞書を引くと小難しいが平たく言えばグローバリズムは国境
や人種・民族の概念が薄くなってゆくことで、ナショナリズムは
国境の内側は自分たちの縄張りで、外側は自分たち以外の人の
縄張りという概念がはっきりしていることではないかと思う。
　ナショナリズムでは内側の利益を優先するが故に外側とは
対立する構図が生まれやすくなる。どちらが先にできたかとい
うとそれはナショナリズムである。自分により近い者の利益を
守りたいというのは人間の本性だろう。まずは自分の利益が
最優先でその次に家族、その次に友人・仲間、、という順番でよ
り利益を得てもらいたい、幸せになってもらいたいと感じるは
ずだ。そう感じる範囲内の人を便宜上「内側の人間」とする。逆
を言えば、自分から関係の遠い人になればなるほどどうでも

良くなってゆく。そうして自分から近い存在を広げてゆくとだ
いたい同じ民族とか同じ国民とかまでが「内側の人間」に入る
はずだ。
　人間社会の大規模な利益の相反、例えば政治的対立や経済
的対立はだいたいこの単位で発生する。皆が幸福になれれば
良いがそれは困難。どちらかしか満足な利益を得れない場合、
内側の人は協力して外側の人と争うのである。内側の人の利
益の優先、それがナショナリズムの原型だろう。ではグローバ
リズムが優先しているのは何かというとそれは人間社会全体
の利益とか効率ではないかと思う。
　グローバリズムの例として企業の生産拠点の海外移転とい
う事象がある。従来国内で同胞の労働者を雇用して報酬を支
払いすばらしい商品を作っていたA国の企業が、自国より人件
費の安いB国に工場を移転して生産をはじめるというようなこ
とである。そうしたおかげでB国の人たちが新たに仕事を得ら
れるようになり、商品の生産コストが下がって世界中のより多
くの人がそのすばらしい商品を入手できるようになり、企業の
売上や利益も拡大した。
　ところがこれによって本来A国で働いていた人は失業して不
利益を被った。社会全体のプラスマイナスで見るとプラスが大
きいが失業したA国の労働者は決してそれを望まないはず
だ。安い賃金でも喜んで働く移民が自国へ流入して本来そこ
に住んでいた本国生まれの人が仕事を奪われた、あるいは所

得が下がったというのもグローバル化の側面だ。そうしたグ
ローバル化の不利益を被った人たちの意思の反映が昨年の
ブレグジットであり、アメリカのトランプ政権誕生ということに
なる。今年相次いで大きな選挙が行なわれる欧州でもナショ
ナリズムを標榜する極右政党の台頭が目立ってきている。
　今後グローバリズムとナショナリズムはどちらが主流になっ
てゆくのか?
　あくまで個人的な考えだが、やはり世界は徐々にグローバリ
ズムが広がる方向に傾いてゆくのではないかと思う。昨年か
ら相次いで起こっていることはここ20年ほど急速に広がってき
たグローバリズムに対する強烈な揺り戻しではないかと考え
ている。だが科学技術や交通網が発達し、地球の主要な地域
へはどこへでも数時間から10数時間で到達することができる
ようになり、インターネットによってあらゆる情報が手に入り、
それが自分が解する言語に瞬時に翻訳される。技術革新はあ
らゆることの効率を高める方向に動き、そうした進化を人類は
止めることはできまい。それについて行けない企業や個人は
やはりこの先厳しい立場に立たされるはずだ。
　ナショナリズムの台頭によりグローバル化の進捗が多少な
りとも停滞するなら、それはそれで今出遅れている人にとって
キャッチアップの好機といえるのではないだろうか?

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳

広東

深圳

6割以上の男性が、不動産会社の営業スタッフへの信頼度
が低いと回答
　不動産会社の営業スタッフの印象について、「信頼でき
そう」「やや信頼できそう」「あまり信頼できなさそう」「信
頼できなさそう」「わからない」の5つの選択肢で質問した
ところ、「信頼できなさそう」「あまり信頼できなさそう」と
回答した人が61.6％にのぼり、不動産会社の営業スタッ
フに対する信頼度が低いことがわかった。

 
他業界と比較しても、不動産会社の営業スタッフへの信頼
度は低い

　不動産会社と同じく資産を取り扱う「保険」「銀行」「証
券」について同様の質問をしたところ、「信頼できなさそ
う」「あまり信頼できなさそう」という回答は、銀行の営業
スタッフ（39.6％）が最も少なく、証券会社の営業スタッフ

（58.2％）、保険外交員（60.4％）と続き、他業界と比較して
も不動産会社の営業スタッフ（61.6％）は信頼度が低い結
果に。
 
結婚後に、不動産会社の営業スタッフに対する印象が悪
化する
　次に、不動産は、結婚後にはじめて考える人が多いこと
から、男性を未婚と既婚に分類して比較したところ、既婚
男性の方が不動産会社の営業スタッフを信頼していない
ことがわかった。
　未婚男性のうち不動産会社の営業スタッフに対して

「信頼できなさそう」「あまり信頼できなさそう」と答えた
人が53.5％だったのに対して、既婚男性は68.7％と、既婚
の方のネガティブな回答が増加した。
　他の業界と比べても、未婚・既婚で大きな変化が見ら
れたのは不動産会社の営業スタッフのみ。
　未婚か既婚かによる印象が変化する背景には様々な
要因が考えられたが、結婚後に初めて不動産や住宅
ローン、保険、証券といった金融資産について考える人も
多く、接触機会の有無が影響しているとも推察できる。
　この変化が実際に営業スタッフに接触してみたかどう
かによるものだと仮定すると、実際に接触していない段
階でも半数以上の男性は不動産会社に対してネガティブ
なイメージを抱いており、さらに、実際に営業スタッフと

接したことで、不動産会社の営業スタッフに対する印象
が一層悪化していると言える。
このことから考察すると、消費者が当初想定していた又は
望んでいたサービスを、不動産会社は提供できていない
可能性がある。
 

 

　今回の調査によって、不動産会社の営業スタッフに対
する信頼度が低いこと、および実際に不動産会社の営業
スタッフと接することでより一層信頼度が下がることが判
明した。
今後も、不動産業界全体のサービスレベルが向上し、消
費者が最高の住生活を送れる社会の実現を目指して、
サービスの開発・運営を行なうことが必要だ。

信頼できる不動産会社とユーザを繋ぐ『いえーるコンシェル』を運営するiYell株式会社は、日本の不動産会社の営業スタッ
フに対する男性消費者の印象を調査した。その結果、不動産会社の営業スタッフについて「信頼できなさそう」「あまり信頼
できなさそう」と答えた人が61.6％にのぼることがわかった。

日本人の６割以上の男性が、
不動産会社の営業スタッフへの信頼度が低いと回答

■調査方法
iYell株式会社調べ
サンプル数：全国の男性555人
年齢：25～60歳
調査方法：Webアンケート
調査期間：2017年2月20～22日

〜
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ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

先日、次男三男と、インターナショナルスクールの見学
に行ってきました。
海外生活がもう6年の彼ら。
ずっと日本人学校で中国語も英語もできません。
何度か、教室にも通いましたが、全くやる気がないし、
伸びないので長期のお休み中です笑

中国語や英語は必要に迫られるか、強い興味をもつこ
と、
試すチャンスがなければ習っても成果が出ないと考え
ています。

長男は3歳のときに1年だけインターナショナルスクール
に通いましたが、内気な彼に幼稚園の雰囲気が合わな
かったことと、近くに日本人幼稚園ができたこともあり、
転園しました。

中にアフリカ人のヤンチャな男の子がいて、いつもおも
ちゃを取られたり、
ブランコから落とされたり、、
毎日のように「trouble report」をいただいてました笑

それ以来、長男は外国人を
全員「英語人」と呼び、敵視し
てましたし、
「英語に関わる職業にはつか
ない！！」と豪語してましたの
で、英語は思い切って「お休
み」していました。

一番避けたいのは「嫌いになること」だったからです。

すると、中学になってイギリスのロックバンドを好きに
なり、
自分から「英語を習いたい」と言い出しました。

この春大学生の長男、英語はいつもクラスでトップです。

次男、三男のインター見学も英語のみに重点を置いて
いるわけではなく、
海外の選択制授業、体験型授業が特に次男に合ってい
ると考え
彼らの選択肢を増やすために行って来ました。

オーケストラ、クッキング、サイエンスの授業を見学させ
ていただきました。
どの授業も少人数で先生に積極的に質問します。
生徒1人1人が興味のある授業を選択しているから、そ
こに自分の意志が生まれ、積極的に学ぶ。そんな印象
です。

結果、2人とも日本人学校に進学することに決めました。
予想通りです笑
理由は、
「仲良くしてきた友人と同じ学校に進みたい」
「英語は手段だと思うので生活自体をアメリカ式に変え
ることはないと思う」
「日本の文化や風習、考え方が好き」

大切なのは自分で決めること。
ただ、選択は自分の中にある経験からしか生まれない。
まずは経験をストックしてあげる。
いろんな世界を見せてあげる。
経験値がたくさんインプットされた子供は、より自分ら
しい、自分に合った選択ができるようになる。
それはもしかしたら今ではないのかもしれない。
親にできるのは、子供よりも豊富な経験の中から子供
に合った世界をより多く見せてあげること。 
それだけだと思います。

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

」
リ
プ
サ
ま
ま
「

」
リ
プ
サ
ま
ま
「
で
け
だ
む
読

に
顔
笑
が
マ
マ

連載 第19回 経験をストックする

11Pocket Page Weekly 10 March 2017 No. 582
B

ライフ（香港・広東共通）

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。
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港岛银座

阳光海滨花园

深圳

太古城

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
(86)136-3285-3590(代表 本間)

深圳市福田区金田路3037号
金中環国際商務大厦B1129室

(86)755-2398-5391

（所在地） 老街駅

（間取り） １LDK/52㎡

（室　内） 新内装、バスタブ付き

（環　境） ホテル式管理、交通の便が良く、買い物に便利

（月　額） 9,000元　管理費、税金込み

（所在地）　湾夏駅の近く

（間取り） ３LDK/88㎡

（室　内） メゾネットタイプ式、新内装、

 全家具・家電新品

（環　境） イミグレーションに近く、

 深圳南山の新築物件エリア

（月　額） 21,000元　管理費、税金込み　

（所在地） 海月駅の近く

（間取り） ２LDK/62㎡

（室　内） 全室フローリング、シンプルな内装

（環　境） ショッピングモールと地下鉄の上

（月　額） 9,500元　管理費、税金込み　　
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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5002号地王大厦主楼40-10単元
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）

12 Pocket Page Weekly 10 March 2017 No. 582
B


	P01 Cover 582
	P02 Topics HK_582
	P03 Topics HK_582L
	P04 Pick up_582
	P05 Pick up_582
	P06 Job Search_582
	P07 Job Search_582R
	P08 Business_Borderless_582
	P09 AD_582
	P10 Business 582
	P11 Life_MaMa19_582
	P12 Property ABLE_582

