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香港 香港

香港

　尖沙咀(チムサーチョイ)駅のN3出口徒歩30秒、ショッピングモール
K11のすぐ側に店を構える、アットホームな雰囲気と良心価格で人気の
オーセンティックバー「Buonasera」(ボナセーラ)では、５月より新たに日
本人と香港人それぞれ1名のバーテンダーを迎えた新体制での営業を
開始。これまで豊富なラインナップを揃えながらも、「竹鶴12年ピュアモ
ルト」などウイスキーを中心に提供することが多かったが、今後は新加
入のNick、三宅両氏を中心としてカクテルにも一層力を入れ、本格的な
雰囲気を演出していく。両氏はバーテンダー夫妻ということもあり、二人
三脚で店を切り盛りしていく。
　お馴染みの関西人マスター・森川さんは今後、活動の拠点を日本に移
行していく予定で、6月末まではこれまでの常連客らをもてなすべくカ

ウンターで軽快なトークに精を出す。森川さんの作るお酒と、同店名物
「本場大阪のたこ焼き」を最後に食べたい！という方は、是非この機会
に足を運んでみよう。そして、おしどり夫婦のNick＆三宅両氏の新たなる
門出にも乾杯を！

死者の記憶を覗き見る勇気はあるか？
人気コミックを実写化した映画「秘密 THE TOP SECRET」
　「るろうに剣心」シリーズの大友啓史監督が、生田斗真を主演に清水玲
子の同名ミステリーコミックを映画化。死者の脳に残された過去の記憶
を映像化できるスキャナーを駆使する警察の捜査メンバーが、謎に満ち
た猟奇事件の真相を追う物語だ。
　舞台は西暦2060年、第九こと、科学警察研究所法医第九研究室。そこで
行われるMRI捜査では、死者の脳から記憶を映像として再現することがで
き、解明不能な事件の真相にも有効な捜査手段であった。室長・薪剛の指
揮のもとで、第九に配属されたばかりの青木をはじめとする捜査官たち
が、ある日、家族惨殺事件で死刑となった男の記憶を映像化した。しかし、
男の脳内映像として映し出されたのは、事件発生時から行方不明になっ
ている、彼の娘・絹子が家族に刃物を振り上げる姿だった。事件の真相と
は一体…。

　天才的頭脳でありながら、心にトラウマを抱える第九の室長役を演じる
のは生田斗真、新人捜査官役は岡田将生、監察医・三好雪子役を栗山千
明、映画オリジナルのキャラクターとなる所轄署の刑事・眞鍋駿介役を大
森南朋がそれぞれ演じている。豪華な顔ぶれが揃う俳優陣が繰り出す妙
演からは目が離せない。予測不能のシークレットエンタテインメントをぜ
ひ劇場に見に行こう。

秘密 THE TOP SECRET
公開中
原作：清水玲子「秘密 -トップ・シークレット-」
監督：大友啓史
出演：生田斗真、岡田将生、吉川晃司、松坂桃李、栗山千明

ボナセーラが5月より新体制で営業を開始！
マスター森川さんは6月末で、涙の帰国。

BAR BUONASERA
住所：7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
時間：18:00～2:00 (金曜日のみ3:00まで)
電話：(852) 2111-4444

Japanese Authentic Bar in TST

香港トピックス
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香港 香港

今週の香港ピックアップ Exhibitionモーニング娘。'17コンサートin香港
Morning Musume'17 Live Concert in Hong Kong

6月25日

ハロープロジェクトファン必見！
　「モーニング娘。」史上2005年以来12年ぶり2回目となる香港でのライブコンサート。

1997年、TVのオーディション番組で落選した5人から始まったモーニング娘。はCDアル

バム最高累計売上枚数200万枚を超える超人気アイドルグループだ。2014年からは毎

年グループ名を改名する計画が始まり、今年は「モーニング娘。'17」として活動している。

今年3月には両A面シングル「BRAND NEW MORNING/ジェラシー ジェラシー」を発表し、

「20周年の今年は世界でも存在をアピールしたい」と語る。今回の会場はなんと3,600人

も収容可能なKITEC-Star Hall。ハロー！ プロジェクトファン必見！

蜷川の遺志とともに海を渡る“伝説の作品”
　蜷川幸雄が手掛けた「NINAGAWA・マクベス」はウィリアム・シェイク

スピアの戯曲「マクベス」をもとに、セリフや人物設定を変えず、時代を

日本の安土桃山時代に移した作品。世界にただひとつの痛いほど美し

いマクベス。彼が魂を込めた最高傑作を見逃すな！

蜷川幸雄一周忌追悼
舞台「NINAGAWA・マクベス」

6月23日～25日

H401, Block B, PMQ, 35 Aberdeen St., Central
11:00～19:00
(852)2857-5338
gds.g-mark.org
無料

Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, Star Hall
17:00開場/18:00～開演
www.hkticketing.com/events/KBMORNI0617
普通席 HKD680、HKD380 / 車椅子ご利用の方 380HKD

スペースを広げて日々の生活を豊かにする
　空間を変えることで、暮らしに新しい体験を作り出す。ソニーがプロ

デュースする「Life Space UX」が提案する日本の新しい居住空間展が

PMQの「GOOD DESIGN STORE」

で開催中。居住空間に調和する

佇まいと技術によって、理想的な

空間作りを実現している。

PMQ GOOD DESIGN STORE
新しい日本の居住空間展

～5月14日

Exhibition

貿易の歴史をヴィクトリアハーバーの景観とともに学ぶ
　海上、陸路貿易に関する展示会が香港海事博物館で開催中。中国や

日本などアジア諸国と西洋を結ぶ大切な中継地点として香港が果たし

てきた役割を、交易、船の発達、航路の歴史などのカテゴリーに分けて

展示している。館内は4階建てで見ごたえ抜群だ。

香港海事博物館
「To See a World in a Grain of Sand」

～6月30日

Central Pier No.8
平日 9:30～17:30、土日祝 10:00～19:00
(852)3713-2500
www.hkmaritimemuseum.org
大人HKD30、60歳以上と18歳以下HKD15

小林武史×Salyu の香港初ライブ
SALYU X TAKESHI KOBAYASHI, LIVE IN HONG KONG

5月22日

歌唱力抜群の日本人歌手が初ライブ！
　圧倒的な音声と高音域な歌声が特徴で独創性と歌唱力の持ち主の
女性アーティストSalyuとミスチルをプロデュースする小林武史による稀
なライブが香港で開催される。彼女は
2001年に公開された岩井俊二監督の
映画「リリイ・シュシュ」で挿入歌を歌っ
ている。

Statue Square Gardens, Chater Rd., Central
19:00～
www.yourmummusic.com/event/salyu
HKD490

香港ピックアップ
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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

アパレル業界よりマーチャンダイザーを募集。
提案から受注、生産、出荷まで全てのフォロー
業務。★3年以上の関連経験者、北京語必須、
英語日常会話レベル。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 インテリジェンス
香港26K

アパレル業界の日系顧客向け営業兼マーチャン
ダイザー業務（生産管理/納期管理等）。★アパ
レル経験者優遇。北京語または広東語要。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～26K

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。★関連経験とビジネスレベルの英語必須。

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/
メーカー（化粧品・医薬品）

20K

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 20K～24K

大手日系銀行より与信管理に関わるミドル
オフィス業務。レポート作成、データ整理、日本
本社との連絡。★2～4年の就労経験（金融
業界以外も検討可）。エクセル、パワーポイント
作成に慣れている方。

証券会社より営業を募集。アジア株（ex香港株）、
日本株セールス。顧客は日系機関投資家メイン。
★関連経験必須（香港での経験者歓迎！）。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
その他サービス 香港 応相談

財務・会計マネジャーを募集。連結決算、予算
策定、監査法人対応、税務申告業務など。★関連
経験必須、英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 30K香港/新界

商品管理部：スタッフ、アシスタントマネジャー
募集。商品情報・在庫の管理。★事務経験者、
明るい方、仕事に対して真摯な方を希望。

インテリジェンス
香港香港/香港島 16K～20KIT・技術系/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/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港18K香港/九龍

書類翻訳（日本語→英語）、日本本社との連絡、
書類作成等。★日本語と英語に長けた方で、
翻訳・総務ポジションの経験者は尚歓迎！

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 20K～24K

通信業界よりシニアマネジャーを募集。ソフト
ウェアのローカル版のテストなど。★通信機器
（携帯電話、タブレットなど）に強く、英語ビジ
ネスレベル。

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリー
運営、部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～30K

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

中長期統計のリサーチャー（マーケット状況、
ユーザーニーズなど）を募集。★リサーチ経験者
がベスト。マーケティング経験者も検討可。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～18K

光学設計。鏡筒、レンズ単体の設計。日本から
上がってくる設計をみて仕様に合わせて変更
するなど。★鏡筒の設計、レンズの設計経験4、
5年以上。語学不問（北京語できれば尚可）。
日系出身者Best。

インテリジェンス
香港香港/新界

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

～20K香港/香港島

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 20K～25K

物流業界より倉庫管理者を募集。顧客訪問、
現場・スタッフの管理、指導業務。★最低でも
3年以上の物流業界での倉庫管理経験必須。

電子部品商社より営業募集！★営業経験
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品を扱っていたらベスト）。30代
で英語または北京語できる方。

香港/香港島 ～35K キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

金融経験不問、事務経験ある方歓迎。投資顧問
会社における金融商品の説明、契約後のアフ
ターサポート。営業部門サポートなど。ビジネ
スレベルの英語。ビザサポート検討可。

香港/九龍 ～17K キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

フォワーダー経験者歓迎。日系顧客のインサイ
ドセールス。営業サポート、海上、航空貨物出荷
手配、見積作成など。ビジネスレベルの英語、
ビザサポート可。

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 ～21K香港/香港島

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）/
金融・保険・投資顧問

～23K
日本での就労経験要。日系顧客に対する各種
保険の営業およびコンサルティング。セミナー
講師。コミュニケーションレベルの英語。経験
によりビザサポート可。

香港/香港島

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞

［寿司職人、和食調理経験者］※北京語不問。
マカオ高級ホテル内にある、ミシュラン1つ星獲
寿司店にて、寿司または和食調理全般ができる
方を募集。調理師免許ある方優遇。

RMB～25K

インテリジェンス
広州サービス系/外食・フード マカオ

日本円
25万円～
60万円
（総額）

事務経験最低2年。日系顧客からの問い合わせ
対応、コンサルタントへの引継ぎ、期限管理、
請求書作成その他事務作業。語学不問、就業
可能なビザをお持ちの方。

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。ビジ
ネスレベルの英語。新規ビザサポートあり。
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香港＆広東

香港香港

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営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K～35Kセールス＆マーケティングマネジャー。

キングスウェイ応相談アジア拠点
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。

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/九龍 ～20K
日本人マネジャーの秘書業務。スケジュール
管理、書類作成、電話、来客対応、営業、総務の
サポートなど。英語ビジネスレベル、ビザサ
ポート可。

キングスウェイ

華南WORKSサービス系/外食・フード 広州 RMB
15K～20K大手飲食チェーン店舗スーパーバイザー。

香港WORKS
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～30K香港/新界 セールス＆プロダクトコントロール担当：アパ
レル業界経験必須。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～25K香港/九龍

食品商社のマーチャンダイザー･購買担当。
在庫管理、顧客やサプライヤーとの連絡、交渉。
総経理のアシスタント、新商品･サプライヤー
開拓。ビジネスレベルの英語、ビザサポート
検討可。

香港 応相談

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
提案・実行。英語ビジネス。会計税務法務業務
経験者、日本国公認会計士、又は税理士免許
保持者歓迎。

AOBA専門職/
プロジェクトマネージャー

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～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業務。日本では様々な分野
にてNo.1クラスのビジネス規模を誇るが、中華圏
では事業拡大中の為経験豊富な方を募集。
小売・飲食の経験豊富な方大歓迎。

Reeracoen

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～45K香港/九龍

日系電子部品商社で、営業スーパーバイザー
業務。クライアントは日系企業となり、電子
部品の納期管理、既存顧客のフォローが中心。

Reeracoen

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～30K香港/香港島

日系金融企業にて、法人向け保険商品の営業。
ノルマがなく、コミッション制もないため、安定
した働き方が可能。

Reeracoen

Reeracoen18K～22K香港/香港島
大手日系商社で、営業担当を募集。ルート営業
がメインで、週に1～2回程度中国広東地区
の仕入先に日帰り出張あり。未経験者でも可。
福利厚生充実。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 20K～30K日系商社にて、経理業務および2～3名程度の

マネジメント業務。事業会社での経理経験必須。香港/香港島

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー RMB２８K広州または

北京

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネス、英語読み書き以上。

RMB
25K～30K

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

QC（品質管理）マネジャー。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 20K～25KSushiバーレストランでのホールスタッフ。

香港WORKS

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

25K～30K+
コミッション香港/香港島 投資顧問会社での顧客開発マネジャーを募集。

英語ビジネスレベル。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 20K～35K香港/新界
日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
担当。クライアントの依頼に合わせた、日々の
入出荷のオーダー管理や在庫管理、納期管理
など。

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K香港/新界

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応業務。
シフト制となる。空港で働きたい方、旅行や空港
での業務経験のある方歓迎。

香港WORKS香港/香港島サービス系/外食・フード 30K～45K寿司板前。

香港WORKS香港/九龍
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

30Kアパレルデザイナー。

華南WORKS深圳

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

サービス系/外食・フード 香港/香港島 RGF 香港22K～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。

営業・販売系/
その他・教育・公的機関など 香港/香港島 RGF 香港18K～25K

日系大手物流会社にて秘書業務担当者の募集。
日本人重役秘書業務。スケジュール管理、文書
事務、電話、来客者応対。総務部のサポート業務。
英語ビジネスレベル必須。北京語・広東語出来る
方歓迎。

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

19K～20K

マタニティとランジェリーウェアのショップお
よびオンライン販売を行う企業にてデザイ
ナーを募集。マタニティ・育児向けの機能的な
既製服コレクションの考案とデザイン。婦人服
に関するデザインや製品開発の経験のある方。

香港/九龍 RGF 香港
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～25K

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/香港島 RGF 香港営業・販売系/小売・流通 22K～28K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 18K～24K

大手日系銀行にて企画総務シニアオフィサーの
募集。部門内の内部統制の構築、運用状況の
監査、与信管理に関連する報告書の作成など。
金融機関等で主に内部監査業務、リスク管理
業務、融資管理業務の経験をお持ちの方。

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。

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/金融・保険 香港/香港島 35K～45K

証券会社にて、貸株ビジネス（Securities 
Lending Services）のジュニアトレーダー
担当者の募集。現地顧客、投資家への営業活動、
商品説明や受発注管理、東京本社への取り次ぎ
業務など。英語ビジネス上級必須。

RGF 香港香港/香港島 25K～35K営業・販売系/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

RGF 香港20K～23K香港/香港島

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証とその結果
の英文レポート作成。リリース商品の市場反応
の監視や複数のソーシャルメディア内での
フィードバックを収集。英語流暢に話せる方。

RGF 香港香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

40K～50K

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（夜勤務/16：30～/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
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～21K

フランス資本企業の高級寿司店にて接客業務
担当者を募集。顧客は欧米人や香港人富裕層。
丁寧な接客が出来る方。飲食やホテル業界での
接客経験がある方歓迎。英語日常会話レベル。

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。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。

営業・販売系/
その他サービス 20K～25K 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/
建設・建築・内装・住宅関連

25K～30K香港/九龍

日系建設会社にて秘書兼通訳・翻訳担当者を
募集。日本人幹部の秘書業務を含むサポート
全般と英/日、日/英の翻訳、会議通訳など。3年
程度の翻訳、通訳または秘書業務経験のある
方優遇。英語ビジネスレベル。

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。

日本 20K～25K RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

大手ITベンチャー企業が日本・福岡にてモバ
イル広告アプリのプランナーを募集。企業用集
客アプリのプランナーとして利用促進、イベン
ト・セミナー企画運営。アプリケーション使用
方法やプロモーションの企画・提案。

香港/新界 24K～30K RGF 香港技術系（IT・通信）/商社

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてデジタ
ルマーケティング担当者を募集。日本と香港
マーケットでのSEO対策、Webサイトの更新、
その他。デジタルマーケティングに興味ある方、
経験者優遇。

その他の
中国地域 20K～25K RGF 香港営業・販売系/商社

日系EMS事業・物流企業にて、営業担当者を
募集。中国国内の製造メーカー顧客の開拓や
図面、仕様書に基づいた顧客折衝、契約書の
締結。工業製品の営業経験者歓迎。北京語
ビジネスレベル。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～40K

非日系電子部品メーカーにてQAマネジャーの募集。QA
および環境システムを設計、実装、管理。QMSとEMSの
定期的監査。QMS ISO9001/EMS ISO14001、
RoHS指令とREACH規則、製品安全基準に関する知識
を有する方。英語・北京語ビジネスレベル。

その他の
中国地域

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

日系電子部品・化成品商社にて、駐在員・総経理
クラスの営業マネジャーを募集。香港現地法人
のマネジメントおよび営業業務。現地企業の
ニーズ発掘、上海・タイ法人との連携。10年以上
の製造業の営業もしくは購買調達経験者。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/新界 50K～70K
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香港＆深圳 広東

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。最近、各種メディアで「IoT」という単
語が一般的に出てきます。これは「モノのインターネッ
ト」、英語で「Internet of Things」の略です。身の回りで
日常的に使うあらゆるモノが何等かの電子デバイスと
して機能し、取得されたデータはインターネットを介し
て様々な機器と相互に繋がり、各種情報端末からの管
理を可能にします。これぞ本格的な情報化社会到来で
すね。10 年前まではケータイと呼ばれていた携帯電
話端末も現在ではスマートフォンに様変わりしました。
つまりIoTとは、スマート○○○と呼ばれるモノの普
及および相互接続という解釈で大方間違っていないと
思います。スマートウォッチ、スマート家電は一例に過
ぎません。
　実際に IoTで何ができるようになるのでしょうか。簡
単な例を挙げると、外出先から自宅のエアコンを
On/Off 操作するだけでなく、家でお留守番のペットの
状態を知ることもできるようになりますし、冷蔵庫にあ
とどれくらい卵や牛乳が残っているかを買い物先から
調べるなど、遠隔地のありとあらゆるモノの状態検知や
操作が可能になります。但し、それだけではありません。
IoTで単に生活が便利になるとかそういった次元の話
ではないのです。身の回りのモノだけでなく、実際に身
に着けているモノまでもネットに接続されるようにな
り、自分自身の行動や習慣までもデータとして保存さ
れ、いつでもトラッキングされるリスクもあるということ
を忘れてはいけません。
　ビジネスでの応用も無限大の可能性を秘めていま

す。IoT 導入と一言でいっても、単にモノとインター
ネットが繋がることでモノから情報を得るだけでなく、
それを元にどのようにフィードバックするか、つまり「ど
ういった社会的問題を解決できるのか、誰のニーズを
どのように満たすのか」が重要になります。IoT 社会の
まだ入り口に立ったばかりという現在では、実際に IoT
を駆使している会社も全体的には多くありません。生
産現場での IoT 導入により生産効率が格段に上がる
といわれていますし、サービス業でも関連するあらゆ
るモノを介しカスタマーのちょっとした動きまで事細
かくデータ取り＆フィードバックを得られるようになり
ます。同時に AI（人工知能）も駆使されるようになり、
あらゆるデータの分析までも人を介することなく回答
を得られる世の中へと変わりつつあります。言うまでも
ありませんが、ビジネスへの応用に重視されるのは利
便性やコスト削減です。従来では人的および経済的コ
ストが多大に発生していた作業を IoT 導入により自動
化や省力化を実現できる可能性もあり、今後多くの企
業でも IoT への取り組みが進むと思われます。究極の
IT 化ともいえるでしょう。
　このように、IoT 化が進むにつれて企業の IT 管理も
様変わりすることが予想されますが、何より人々の仕事
や生活が根底から変わるのが楽しみでもあり恐怖でも
あるこの頃です。20 世紀後半から今世紀初めにイメー
ジされたSFの世界が今まさに実現しようとしています。

　　　　　　　　　　　　 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

【IoT化は既に始まっています】

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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香港 香港

　「Phillips in Association with Bacs & 
Russo」は、5月30日にマンダリンオリ
エンタル香港にて「The Hong Kong Watch 
Auction: FOUR」を開催する。
　350あまりの出品作品にはオークションで一度
も出品されていない歴史的な傑作なども含まれ、最
高のヴィンテージと現代的な傑作が揃っており、売却総
額は1億香港ドルを超える見通しだという。
　国際腕時計・アジア副議長のサム・ハインズ氏は、「ジュネーブから始まった空前の
シーズンの今年、スペシャルで多様な時計達で構成された先駆的なイベントを開催で
きることを嬉しく思います。」と語る。
　今回のオークションではPatek Philippeから、非常に希少価値の高いステンレス製
のクロノグラフウォッチ、「reference 530」が15年ぶりにコレクターの手を離れて再登
場するのに加え、発売当初ごく限られた顧客にのみ所有することを許され、現代のす
べての腕時計の中でも最も入手しにくいと言われるものの1つ、「reference 3670 
chronograph wristwatch」もオークションに初登場。同社製最初のオートマティック・
パーペチュアル腕時計、「Reference 3448」や、 Suzanne Rohrのペイントが入ったエナ
メル・ミニチュアのオープンフェイス、「reference 866/30」などにも注目が集まる。
　その他にもロレックスからは初登場のオマーンのスルタンから要請を受けて作成し
たモデルや「SeaDwellers」、カルティエの「Tutti Frutti bracelet watch」、F. P. Journe、
Richard Mille、MB＆Fなどの著名な独立系時計メーカーによる人気の高い作品のセ
レクションも、今回のハイライトの1つといえよう。また、Laurent Picciotto Collection 

of Contemporary Watchesからは43の時計の出品が予定されており、
Richard Mille, Urwerk, De Bethune, MB&F, Girard-Perregaux, 
Audemars Piguet, Hublot and HYT等錚々たるブランドが揃い、

各時計には、ギター、スピーカー、トラベルバッグ、ティー
シャツ、ウインドブレーカー、フライトジャケット、書籍、ブ
ランドの記念品など、多様なアクセサリーが付くという。
　今シーズン、香港で最もコレクタブルなウォッチオー
クションになること間違い無しのこの機会をお見逃し
なく。

The Hong Kong Watch Auction: Four
住所: Mandarin Oriental Hong Kong, 5 Connaught Rd., Central
オークション日時：5月30日 13:00～18:00 
ウェブ：www.phillips.com

Phillips

Phillipsがプレミアムな
時計のオークションを開催
Phillipsがプレミアムな
時計のオークションを開催
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 ショッピング（香港・広東共通）
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