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日本で話題沸騰の和食コースの店

「賛否両論」オーナー・笠原氏が来港



香港香港

　政府が黒字化をめざす2020年度の国と地方の基礎的財政収支は8.3
兆円の赤字を見込んでいる。16年度の税収が円高で落ち込んだことで
想定が狂い、赤字は昨年7月の前回試算より2.8兆円膨らんでいる。高い
成長を想定し、19年10月の消費増税を織り込んでも財政健全化目標の
実現は困難な状況だ。赤字解消には社会保障の抜本改革も含めた追加
策が必要な状況となっている。
　安倍晋三首相は黒字化目標の旗は降ろさない方針だが、道は険しい。
民間エコノミストは「20年度の黒字化は遠のいた。高成長・高インフレを
前提とした財政健全化が困難なことが浮き彫りになった」と指摘している。
　一方、厚生労働省は17年度の年金額を0.1％引き下げると発表した。
マイナスは3年ぶりで、消費者物価指数(CPI)が下落したのを年金額に反
映する形となる。国民年金を満額で受け取っている人は16年度と比べ、
月あたり67円減の6万4941円となる。厚生年金を受け取る標準世帯（夫
が平均的な給与で40年働き、妻が専業主婦）では227円減の22万1277
円となる。
　年金給付を巡っては、年金額を今より抑え、将来の年金額を確保する

ために、21年度からは現役世代の賃金が下がったときに高齢者が受け
取る年金額も減らされることになる。現在の公的年金制度の持続可能性
を高めるためには、他にも年金の受給開始年齢の引き上げや、私的年
金の充実などの大きな改革が避けて通れない状況だ。
　もはや自分の年金は自分で作る時代、将来的な年金削減リスクに備
えて、アジア随一の国際金融センターである香港の金融商品を活用する
メリットについて詳しく知りたい方は、「海外で作る自分年金セミナー」
に参加されてみてはどうだろうか？ 香港・深圳での個別相談会は随時
開催しているので、気軽に問い合わせてみると良い。

今度のキング・コングは次元が違う
誕生の起源を描くアドベンチャー大作
　1933年に製作された特撮映画の古典「キング・コング」を筆頭に、これ
まで数々の映画で描かれてきたモンスターの王者キングコングの起源
を、コングの故郷である髑髏（どくろ）島を舞台に描いたアドベンチャー
アクション大作。
　神話の中だけの存在とされてきた髑髏島が実在することが判明し、未
知の生物の探索を目的とする調査遠征隊が派遣される。島内に足を踏
み入れた隊員たちは、あちこちに散らばる骸骨や、岩壁に残された巨大
な手跡を発見する。やがて彼らの前に、神なる存在である巨大な王コン
グと正体不明の巨大生物たちが現れる。彼らを怒らせてしまった人間た
ちは究極のサバイバルを強いられることに。この島では、人類は虫けら
に過ぎない…、そう悟った時は遅かった。為す術もなく逃げ惑う人間た
ち。やがて知ることになる、島の驚くべき秘密とは…。果たして調査隊は、
島から脱出できるのか!?
　「マイティ・ソー」シリーズのトム・ヒドルストンが調査遠征隊の隊長

コンラッド役で主演を務め、「ルーム」のブリー・ラーソン、サミュエル・L・
ジャクソン、ジョン・C・ライリーらが共演する。監督は31歳の若き新星、
ジョーダン・ボート＝ロバーツが務めた。
　スクリーンからはみ出すようなダイナミックな動き、崩れる大地、水し
ぶき、爆破シーンなど、息もつかせぬ映像が次々と押し寄せる！ 全編が
クライマックス！ ジェットコースターのような怒濤の興奮を、ぜひ劇場
で味わおう。

映画「キングコング: 髑髏島の巨神」
公開中
監督：ジョーダン・ボート＝ロバーツ
出演：トム・ヒドルストン、サミュエル・L・ジャクソン、ジョン・グッドマン、
　　  ブリー・ラーソン、ジン・ティエン

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「混迷する日本の社会保障改革」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
3月25日（土）香港10:00～12:00もしくは14:00～16:00
3月26日（日）深圳10:00～12:00もしくは14:00～16:00
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
HP：www.kenshin.com.hk 
Email:kitsu@kenshin.com.hk 
香港携帯：（852）9062-0532

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

Exhibition日系トータルビューティーサロン
Carte Blanche  （カルトブランシュ）

春に向けて、なりたい自分を手に入れる！　
　香港でも日本の最先端の美容を楽しむことができる日系トータルビューティーサロン

「Carte Blanche（カルトブランシュ）」。ヘアスタイリスト、ネイリスト、アイリストともに日

本人スタッフが常駐しており、表参道、銀座、ニューヨーク、ロンドン、上海で経験を積ん

だプロフェッショナルが集う実力派サロンだ。シャンプーやラッシュ、グルーなど、施術に

使用する商材は全て技術者たちによって厳選しており、シャンプーで使用する水も肌に

優しい日本の天然水品質で、肌が弱い方や薬剤によるかゆみやかぶれなどの心配があ

る方にも安心だ。今月から「新規限定！ 春の大型キャンペーン」もスタート。思い切って

イメージチェンジしたい方、春のお洒落を楽しみたい方、ワンランク上の美を同店で手

に入れよう！ キャンペーンの詳細は下記アメブロを要チェック！

大人可愛いスイーツはまさに芸術品！
　尖沙咀の5つ星ホテル「The Langham」のロビーラウンジの「Palm 

Court」では、3月のアート月間にちなんで女心をくすぐる、ジャスミン、ス

ミレ、バラ、マリゴールド、

デイジーの5種の花をテー

マにしたアフタヌーン

ティーセット「Blooming 

Afternoon Tea Set」を楽し

める。

The Langham Hong Kong
New Afternoon Tea Set

～3月26日

Shop B104 - Shop 305, The Pulse, No. 28 Beach Rd., Repulse Bay
12:00～20:00
www.facebook.com/events/169283306888099
無料

8 Peking Rd., TST
月～金 15:30～17:30、土日祝 14:15～16:15、16:30～18:30

（852）2378-9988
www.langhamhotels.com/en/the-langham/hong-kong/dining/
afternoon-tea-with-wedgwood
一人用HKD348 、二人用HKD598

ArtisTree, Taikoo Place, 979 King's Rd., Quarry Bay
www.serpentinegalleries.org/exhibitions-events/
zaha-hadid-there-should-be-no-end-experimentation 　
無料

Hall 10, AsiaWorld-Expo, 1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
20:00～22:00
アリーナ席(立見)  HKD1,190、スタンド席(着席)  HKD890、 HKD690

www.carteblanche-hk.com
フェイスブック：CarteBlancheHK
インスタグラム：carteblanche.hk
アメブロ：carteblanche-hk

1/F. & 2/F. Mody House, 30 Mody Rd., TST
10:30～20:00
1/F ヘア：(852)2739-1960
2/F ネイル&ラッシュ：(852)2739-1966

亡くなった建築家ザハ・ハディドの展覧会
　デザインが奇抜すぎ「アンビルト（実現しない建築）の女王」と呼ばれ

た、現代建築における脱構築主義を代表する亡き建築家ザハ・ハディド

の展覧会がTaikoo Placeで開催されてい

る。彼女が残した建築設計図、手稿やスケッ

チなどを集め、香港では初披露となる。

ザハ・ハディド展
There Should Be No End To Experimentation

～4月6日

世界で活躍する日本人アーティスト
　ニューヨーク在住の日本人アーティスト松山智一の香港初個展がレパ

ルスベイで開催される。「デジタル時代における東洋と西洋をつなぐ」を

コンセプトに、色鮮やかな

絵画、彫刻、空間展示など

50以上の作品を展示する。

松山智一個展
Oh Magic night

3月19日～4月9日

Fifth Harmony
"The 7/27 World Tour" 

3月31日

アメリカの最強ガールズグループが初来港！
　アメリカ出身、平均年齢20歳の5人組グループ＝フィフス・ハーモニー
が香港にやってくる。ツアータイトルにもあるアルバム「7/27」は世界

55ヶ国で1位を獲得。圧倒的な歌唱力とパ
ワフルなダンスで会場を沸かせるパフォー
マンスは必見だ！

香港ピックアップ
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香港＆広東 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

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 インテリジェンス
香港20K～23K

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。

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

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/九龍 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

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 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し、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。★北京語できる方尚歓迎！

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/
物流・倉庫

20K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 16K～35K

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/
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25K～30K香港/香港島

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。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～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/

金融・保険・投資顧問 25K～40K

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

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

繊維・縫製の品質チェック。顧客は日系アパレル
企業等。まれに工場へ製造過程のチェックに
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。

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

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
香港香港/新界

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

20K～30K香港/香港島
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。日本にも
オフィスがあり、日本オフィスで引き受けた、
日本の労務業務を香港で行う。

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

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/
物流・倉庫 香港/新界 20K～

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 40K～60K 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

日系金融企業にて、日本人向けの金融商品の
営業。現在急拡大中の企業で、増員採用。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 23K～30K

日系の電子部品商社にて営業。華南地区・東南
アジア地区担当として、既存顧客フォロー・新規
開拓営業。

香港/九龍

Reeracoenサービス系/外食・フード 23K～30K

日系大手飲食企業にて、商品開発。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、
味や見た目が再現出来ているかの管理。

香港/九龍

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） 東莞

［商品開発マネジャー］★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をお持ちの方。

RMB～25K

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
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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

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

会計経理・経営管理/
医療関連 香港/九龍 16K～23K

大手日系企業にてAccounting Assistant を
募集しており内部監査・会計業務全般を担当
する。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。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 20K～25K香港/香港島 顧客窓口＆セールス。

Reeracoen25K～30K香港/九龍

一部上場の香港法人にて、香港や中国大陸に
おけるビジネス開発者を募集。日本では様々な
分野でNo.1クラスのビジネス規模を誇るが、
中華圏では現在拡大中の為経験豊富な方希望。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/香港島 20K～25K 香港WORKSSushiバーレストランでの店長補佐。

香港WORKS30K～35K香港/香港島 高級串揚げ専門店での料理長。

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K

大手日系電子部品メーカーにて営業を募集。
既存フォロー、新規開拓の両方を担当する。中国
大陸への営業活動も強化していく方針のため、
北京話のできる経験豊富な方を希望。

香港/九龍

サービス系/外食・フード

サービス系/外食・フード

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

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

香港WORKS

クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

30K香港/九龍 アパレルデザイナー。 香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

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

香港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。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社

企画・宣伝・広報/
メーカー（機械・電気・電子）

25K～30K香港/九龍
日系大手専門商社にて、営業マネジャーを募集。
既存フォローが中心で、日本、中国などへの
出張有。アジア各国のクライアントと英語での
やり取りも。

18K～20K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

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

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
経験必須。英語ビジネスレベル必須。

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）

東莞 RMB
30K～35K

品質管理部長。

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

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

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）

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）。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

香港/香港島営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

15K～18K+
コミッション

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
ネスレベルおよび北京語日常会話レベル必須。

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
一貫して担当する。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

ビジネス（香港・広東共通）
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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

営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港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。

営業・販売系/商社 香港/香港島 RGF 香港20K～25K
日系大手総合商社の電子部品関連の営業担当者
を募集。既存顧客のフォローと新規顧客開拓、
発送管理などの業務。3年程度の営業経験の
ある方。英語または北京語必須。

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

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。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/香港島 40K～50K

大手物流企業にて経理・財務の責任者を募集。
香港法人および各子会社の連結決算業務。月次・
年次決算報告書と収支計画作成および監査対応。
会計・監査法人出身または大規模な物流会社で
の経理財務経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

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 20K～25K

日系フィンテック企業にて営業サポートスタッフの
募集。見積書/契約書の作成と管理、請求書発行と
金額管理。メールや電話による顧客フォローアップ。
営業資料作成サポートと営業事務と契約管理の
オペレーション構築など。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 30K～35K香港/九龍

日系プラスチック原材料商社にてセールスマネ
ジャーを募集。新規顧客開拓とフォローアップ。
セミナーの開催とプレゼンテーション資料の
準備。出張有。3～5年の営業経験者優遇。英語
または北京語化日常会話レベル。

RGF 香港香港/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。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

サービス系/外食・フード RGF 香港25K～30K香港/香港島
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。

サービス系/外食・フード 40K～45K

フランス資本企業の高級寿司店にて、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。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 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。

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

17K～20K
ファイリング、データ入力、電子メールなど、日本
の役員に秘書業務や管理業務全般。会議や必要
関連資料の準備、議事録作成、その他の業務
サポートなど。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～21K香港/九龍
日系物流会社にてカスタマーサービスを募集。
日系企業からの問い合わせや各物流会社への
対応など。業界未経験者OK。北京語または英語
日常会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～30K

主にアミューズメント機器に部品を提供する日系
メーカーにて電子基板の営業担当者を募集。
生産管理業務全般と顧客からの問い合わせ対応。
中国工場への出張あり。営業もしくは購買調達
の経験者優遇。北京語日常会話レベル以上。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

香港/九龍 20K～30K

日系産業用部品商社にて営業事務を募集。営業
事務/サポート全般。見積もり、請求書作成、在庫、
納期確認、購買、サンプル手配、不良品のチェッ
クなど。必要に応じて中国出張あり。営業事務
経験3年以上。英語ビジネスレベル。

香港/新界 30K～35K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

日系大手物流企業にて営業担当者を募集。
新規顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。
５年程度のフォワーディング業務または輸出
入業務経験のある方。ビジネスレベルの英語
もしくは北京語、広東語必須。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～23K

日系大手物流会社にてカスタマーサービスを
募集。香港日本人顧客への対応や本社との連絡
をなど。日常会話レベルの英語、北京語もしくは
広東語。物流関係または、カスタマーサービス
の経験者歓迎。

香港/九龍

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 香港営業・販売系/
その他サービス 香港/九龍

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。

20K～25K

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）

香港/九龍

日系大手メーカーでプロダクトマーケティング
担当者を募集。業界情報の収集と報告や本社
との連絡のアシスタント業務。中国やアジア諸国
への出張有り。英語または北京語ビジネスレ
ベル必須。

35K～40K
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女性活躍推進のメリット：男性の約7割が「優秀な人材獲得」
　女性を登用するメリットについての質問（複数回答）には、68%が「優秀な人材
獲得につながる」と回答。続いて57％が「女性が加わることにより、製品開発やプ
ロセスなどにおいてイノベーションが促進される」と回答した。追って、54%が
「高齢化による労働人口減少に対応できる」と答えており、女性活躍推進におけ
るメリットを男性側が感じている事が浮き彫りとなった。

男性の4割以上が「能力が伴わない登用」に不公平感、仕事を任せづらいとの声も
　一方で、男性の41%が「女性だからというだけで登用され能力が伴っていな
い」ことを課題としてあげており、不公平感を感じている事がわかった。また、約3
割の男性が結婚や育児で仕事を離脱するリスクや時間的な制約がある事で女
性に重要な仕事を任せづらいと感じている事が明らかになった。

自由回答の部分では、「女性は感情的なので公平な判断ができる人は少ない」、
「上に立つのは男という固定観念が強い」といった本音の意見が寄せられた。
　また、「職場ではなく学校や家庭から女性の活躍推進の取り組みを始めるべき
ではないか」「女性進出以前に日本企業のあり方が男性社会なので、女性が事務
系以外の職種に就きにくい。ここが改善されないことには本当に女性が企業内
で活躍するのは難しい。」など現状の取り組みを改善するための意見も多く寄せ
られた。
　ヘイズのマネージング・ディレクター、マーク・ブラジ氏は「日本で女性活躍推
進法が施行されて間もなく一年が経とうとしています。そうした中、今回の調査で
は、男性側が感じているストレスや不安が浮き彫りとなりました。企業は数合わ
せの為に女性を登用するだけではなく、女性管理職・候補人材の育成を徹底す
るとともに、女性が働きやすい環境を作る上で欠かせない同僚や上司など、まわ
りの人間の不安を解消する努力をする必要があるでしょう。」とコメントしている。
　ヘイズでは世界33カ国で女性活躍推進を啓発しており、個々の従業員に与え
られた任務に対する成果のみで人材を評価する評価制度の導入とそれに伴う
「同一労働同一賃金」の徹底が女性活躍推進成功の鍵であると提言している。

外資系人材紹介会社ヘイズ・スペシャリスト・リクルートメント・ジャパン株式会社は国際女性デーに際し、
女性活躍推進についてのメリットとデメリットについて男性250名を対象に意識調査を実施した。

女性活躍推進、男性の約7 割がメリットと認識するも
半数近くが「能力が伴わない登用」に不公平感

■調査方法
調査期間：2017年1月
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：男性250人

女
性
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ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港 香港

　中国華南地区にて長年 IT サービスの仕事に携わっ
ている著者です。先日お客様の会社を訪問した際に、
「昔のOS は今でも業務に使えるのか」という質問を受
けましたので今回のコラムで紹介します。
　結論から述べると、多少の制限はありますが現在で
も2世代前くらいまでのOSを使用することは可能です。
OS の基本的な役割やユーザーインターフェイス、操作
方法や使用目的に関しては昔も今も大きく変化したわ
けではありません。最新版の OSでは様々な機能追加
が成されセキュリティも向上しましたが、最新版でない
と仕事にならないというわけではないと思います。一点
留意すべきなのは、メーカーの OS サポート期限が切
れてしまうと、どうしてもセキュリティ的に脆弱な部分が
出てくるだけでなく問題発生時の復旧が困難になる
ケースに陥りがちです。この点だけにフォーカスするの
であれば、OS はサポート期限内のバージョンを使い、
常にアップデートをかけて最新版の状態で使うのがベ
スト、という選択肢は無難です。但し、特殊なソフトウェ
アを使用している場合等、旧世代OSのみに対応してい
るケースも多々あり、その際はサポート期限が失効して
いても継続利用することになります。
　現在の殆どの企業における業務用 PC はWindows 
7 もしくは Windows 10 が主流となっていますが、既に
マイクロソフトのサポート期限の切れたWindows XP 
を継続利用しているところも多くあります。旧世代のOS
を使い続ける利点はソフト面、ハード面共に最新版を
導入する費用を節約できることや、旧世代OS上のみに
対応しているソフトウェアの継続利用が可能であること
です。通常のオフィス業務に限って言えば、旧世代のOS

でも難なく業務はできますし、必ずしもインターネット
アクセスが必要というわけではない環境下では「オフラ
イン」での作業に限定することでセキュリティ上のリス
クはかなり軽減されます。その際も、USBメモリなど外
部メディアによるデータの共有は極力限られた機材間
に限定し、ネット上の外界から基本的に接続できない
状況を保てるのであれば旧OSでも特に問題はありま
せん。
　モノづくりの設計段階から実際の製造段階で機械に
データを移す際など、10 年前と変わらぬ方法で行って
いる会社も多数ありますが、特に問題が多いという話
は聞きません。これらの会社は製品の設計時の端末を
完全にオフライン（ネットに接続されていない状態）で
使用しており、所定のデータを所定の機械に所定の
フォーマットで移しているだけの限定利用というマニュ
アル通りの使用法で運用しているので問題が起きない
わけです。
　個人的に使っているノートPC 等の端末は常に最新
版にしておいた方が気分が良い、という方も多くいらっ
しゃいますのでそれはそれでOK。企業利用の PC 端末
で最新版に更新することに何らかの制約がある場合は
いかにうまく安全に旧世代のOS（もしくは旧世代の PC
端末）を使い続けるかを考える必要があります。
　上記からわかるのは、どの世代の OSを使うかでは
なく、OSをどのように利用し仕事に役立てていくかとい
うアプローチの方がはるかに重要であるということで
すね。

　　　　　　　　　　　　 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

【旧世代OSの活用】

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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深圳香港＆広東

香港 香港深圳

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

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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