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香港

香港香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

フランス発アウトドアブランド「AIGLE」
ロリポップレインブーツ40周年記念

伝統ある技術と機能を兼ねそなえたロングセラー
　AIGLEのアイコンともいえるカラフルなレインブーツ。世界中で40年以上愛されてい

る定番商品で、雨の日のお出かけや、水たまりでジャンプする子供たちの必需品として

ロングセラーを続けている。通常4色展開のところ、40周年を記念して全17色を発売中。

上部に入った2本の白いラインが特徴で、暗いところでもよく見えるよう、かかとにリフレ

クターが付いている。主に天然の皮を使い、手作業で作り上げている。ユニセックスなデ

ザインで男女ともに使用可。香港出店20周年の今年、インターネットからの予約サービ

スを開始してさらにお買い物がスムーズに。AIGLEメンバーは20%割引になるお得な

キャンペーンを実施中。これからの雨が増えるシーズンに大活躍間違いなし。ぜひ店頭

で試着してみよう。

運動好きは注目！ スポーツに適切なイヤホン
　毎年、アメリカのボストンでは世界で注目されるマラソン大会が

ある。その名をとった、Bostonシリーズイヤホンは運動が好きな人

向きに設計されている。シリコーン製のイヤーキャップは耳に快適

にフィットすると同時に、運動中で外れることが少ないという。ブ

ルートゥース機能もあるので、激しい運動をしても邪魔にならない

のが特徴だ。

現代人に相応しいイヤホン
Urbanista

発売中

Café 103, Level 103, The Ritz-Carlton Hong Kong, Elements, Kowloon
15:30～
(852)2263-2270
月～金：HKD378/1名, HKD618/2名
土日祝日：HKD398/1名, HKD 638/2名

407 Pedder Building, 
12 Pedder St., Hong Kong

IFC Mall、Times Square、Elements他12店舗
NEW OPEN: Shop F42, 1/F., PopCorn, 9 Tong Yin St., Tseung Kwan O
(852)2319-2908
www.aigle.com.hk

Parklane Shop：Shop G8, Site D, - Parklane Shopper's Blvd, TST
Harbour City Shop：260 Ocean Centre, Harbour City, TST
IFC Mall：Shop 3079-3081, Level 3, IFC II, Central 
Times Square shop ：Shop 706, 7/F., Time Square, CWB

Log-on、HMV、CSL
(852)3403-2813

今年の夏はスタイリッシュに目元を飾ろう！
　ワニのロゴでお馴染みのスポーツブ

ランド「ラコステ」から2017年のアイウェア

コレクションが登場。スポーティーなスタ

イルを保ちながら、トレンド性の高いデザ

イン、洗練されたマテリアル、きめ細かな

ディテール、そして機能性を持ち合わせて

いる。

ラコステ
2017年夏アイウェアコレクション

販売中

香港一高い場所で贅沢なティータイムを満喫
　ICCの103階「リッツカールトンホテル」内にある「Cafe103」では、アー

ルグレイを使った新作のアフタヌーンティが味わえる。紅茶とチョコ

レートが絶妙なバランスで混ざ

り合い、双方の良さを最大限に

引き出している。ハーバーフロン

トのパノラマビューとともに、贅

沢な時間を過ごそう。

アールグレイチョコレート
アフタヌーンティ

～6月30日

Lehmann Maupin
Wangechi Mutu展覧会

～7月8日

自然環境と人間の関係をアートで表現
　アートギャラリー「Lehmann Maupin」では、ケニア出身でニューヨー

ク拠点に活動している女性アーティストWangechi Mutuの香港初とな

る展覧会が開催される。自身の絵と雑

誌の切り抜きの写真をダイナミックに

コラージュした独特の世界観が有名だ

が、今回は更に彫刻や絵画も展示する。

香港ピックアップ
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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。

香港 香港

香港ローカルニュース
  香港が1位！ 世界競争力ランキング2017
　ビジネス環境が整備されている国・地域を決定
する「世界競争力ランキング2017」がスイス国際
経営開発研究所（IMD）により発表され、1位は香
港、2位はスイス、3位はシンガポール、4位はアメ
リカ、5位はオランダとなり、日本は昨年と同様に
26位となりました。この調査は世界63ヶ国・地域
が対象となりました。
　世界競争力ランキングは「経済状況」、「インフ
ラ」、「政府の効率性」、「ビジネスの効率性」の4分野で評価されています。6割以上は雇用や貿易など
の統計データを基に評価しており、残りは約6250人の企業幹部へのアンケート結果を分析して評価
をしているようです。香港は「経済状況」では11位、「インフラ」では20位でしたが、「政府の効率性」と
「ビジネスの効率性」での評価が1位となり、総合評価で1位を獲得しています。
　世界競争力ランキングは世界各国の政府や主要企業が参考としており、経営者や研究者らの関心度
が高いようです。今回、中国が25位から18位に躍進したことも世界で大きな話題となっているようです。
　なお、今回の結果を受けて香港中文大学の研究者テレンス氏は「家賃などビジネスにかかる費用、
政治情勢などを含めた評価となれば、香港の順位はもう少し低めになるであろう。」と辛口のコメント
をしていました。

  香港に豪華観光バスが誕生 ミシュラン料理も楽しめる
　クリスタルが散りばめられた内装で、ミシュラン料理が楽しめる豪華観光バスが3月より運行開始され
ました。バスの収容人数は47名、1日3回のバスツアーが開催されています。
バス内に使われているクリスタルの総額はなんと30万香港ドル（440万円）、デイツアーでミシュラン
料理を提供するのは一つ星を獲得している中華レストラン「一點心（One Dim Sum）」であり、車内で
は飲茶が楽しめます。ナイトツアーでは人気海鮮料理店「勝記海鮮酒家」をはじめとする複数のレスト
ランの食事が選べるようです。プロジェクト出資者であるハン・カーハンさんは、現時点で約1,000万ド
ル（約1億5千万円）を出資しており、これまでにない観光バスプロジェクトを実現させると意気込んで
います。
　日本でも、東京の夜景を見ながら食事を楽しむレストランバスが話題となりましたが、香港のクリス
タルバスでは、料理に加え、豪華なインテリアも楽しめ、一味違った観光となりそうです。
　予約はオフィシャルサイト（https://www.crystalbus.com.hk/tc/）からできます。

クリスタルバスのツアー料金は以下のとおりです。
デイツアーA（ランチタイム）12:15-14:45　九龍～香港
デイツアーB（ティータイム）15:15-17:45　九龍～ランタオ島
1名　380香港ドル（香港在住者は285香港ドル）
ナイトツアー（ディナータイム）18:30-23:30
月～木：8,800香港ドル
金土日・祝：12,800香港ドル
※バス1台分の料金です（47名まで乗車可能）

 特別な日での食事1位は日本料理！
　大切な人との誕生日や記念日での食事。皆さまはどんなジャンルのお店を選択しますか？
　VISAカードが月収2.5万ドル以上（約36万円以上）、804人の香港人を対象として消費者動向調査を
おこなったところ、1位は日本料理、2位は中華料理、3位はイタリアン。レストランを決定する重要なポ
イントについて、1位は味、2位は価格、3位は雰囲気・サービス・場所となりました。
　香港人にとって日本料理は外国料理であ
り、価格も高めに設定されているため、特別
な日に訪れたいレストランと捉えられてい
るのかもしれません。また、レストランのお
代を自分で支払いますか？という質問には
男性74％、女性29％が「はい」と答え、お祝
いごとの代金は一般的に男性が支払ってい
るようです。
　いずれにしても日本人にとっては嬉しい
結果ですね。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

プレゼンツ

ローカルニュース
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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 

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港16K～20K

広告会社より日本語スピーカーの営業募集！
★広告業界に興味があり、フレキシブルな方
日本語・英語必須。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 インテリジェンス

香港16K～

ブックキーピング、請求書・銀行関連・会計監査
の手配。[勤務時間]毎週1日は必ず出社（場合
によって2日に分けることもあり）。その他、必要
に応じて自宅にて作業。

香港/香港島 インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
マスコミ・広告・デザイン 5K（/月）ほど

在宅業務も可の秘書ポジション。各ミーティン
グや出張手配。★英語ビジネスレベル、秘書
経験5年以上。[勤務時間]月～金9：00～
17：30（2017年12月末まで）。

香港/香港島 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

16K

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/
小売・流通・通信販売

香港 12K～15K
会計会社へ提出するレポート作成（未経験者
OK）。店舗から問い合わせ（備品などの）対応。
★営業事務経験者、機転が利く方。

経理・総務などの管理スーパーバイザー。★日系
企業でフルセット会計経験者。マルチタスクが
得意で総務や給与計算などの業務にも対応で
きる方。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/
金融・保険・投資顧問 香港 40K～50K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験。

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～22K香港/九龍

伝票起票から月次決算程度までの内容を担当。
会計書類確認、日本本社とのやりとりなど。
★経理経験重視。会計資格お持ちの方尚可。

インテリジェンス
香港香港/香港島 16K～35K

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

IFAのRM業務（日本のビジネスパートナー
または、エンドクライアントのサポート、各種
変更手続き）。★IFA経験者（または興味のある方）
英語ビジネスレベル。

印刷業界よりVicePresident募集。主に日本
本社からのIPO企画サポート。香港やシンガ
ポールの顧客とのやり取り、英文資料のチェッ
クなど。★3年以上の翻訳経験者、語学に長け、
管理能力のある方。

インテリジェンス
香港香港/香港島会計・監査・経理/

その他サービス 25K

大手IT企業の営業。★システムインテグレー
ション、データセンター、ネットワークのどれ
か一つでも経験がある方。営業経験者。

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

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。

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 20K～28K

物流業界より倉庫管理。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。

インテリジェンス
香港香港/新界

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
輸入航空貨物のカスタマーサービス（顧客受注
対応、各種出荷手配、当社内海外支店とのやり
取り、トラブル対応など）。★広東語必須、若手
歓迎！

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/九龍 20K～30K

繊維試験担当。品質チェック、中国の工場へ
行って過程チェックをすることもあり。★経験者
歓迎！ 英語または広東語コミュニケーションレ
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！

深圳 RMB～60K インテリジェンス
深圳

会計・監査・経理/
コンサルタント

公認会計士。税務、法務、監査のいずれかの部門
での業務。★中国大手会計事務所で税務、法務、
監査のいずれかの業務をされていた方。日本
の公認会計士資格保持者。海外駐在勤務経験者
尚可。語学不問。

広州
RMB

20K～40K インテリジェンス
広州

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・
内装・住宅関連

建設工事の現場監督として工事全体の管理
業務。★【歓迎】建築業界での施工管理経験者
で業界経験10年以上お持ちの方。

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） 20K～25K

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/新界

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～18K

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。

香港/新界

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 香港/新界

ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプラ
イヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

30K

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



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

キングスウェイ企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 ～20K

日系旅行代理店のプロモーション、アーケ
ティング主任。観光プロモーションの運営、広告
掲載の手配、企画書および資料作成。広東語、
英語ビジネスレベル歓迎。

Reeracoen25K～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。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/香港島 20K～30K
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、コミッション制でもないため、
安定した働き方が可能。

Reeracoen

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～25K香港/九龍
日系物流会社のカスタマーサービス。日系顧客
対応、日本本社との連絡、メールや書類の翻訳、
顧客訪問など。英語または北京語で業務遂行
可能な方。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

25K～40K香港/香港島
日系証券会社にて、機関投資家向けの営業を
募集。日本や香港での証券業界での経験者の
応募大歓迎。

香港/新界 15K～23K
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。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。

Reeracoen
サービス系/
旅行・レジャー・観光

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

20K～22K香港/九龍 旅行・広告・イベント企画のサポート業務。香港系
旅行会社やり取りあるため広東語必須。

香港WORKS

クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～22K香港/九龍 DTP制作オペレーション&営業補助。 香港WORKS

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

香港WORKS25K～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。

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

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

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。

～30K
営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系部品メーカーの営業担当。中国華南エリア
の顧客訪問(既存顧客対応メイン)、社内各部署
との連携、納期管理、スタッフ教育など。電機系
の営業経験ある方歓迎。英語、北京語ビジネス
レベル必須。

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

香港/香港島 ～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。

キングスウェイ営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン ～20K香港/香港島

広告代理店の顧客対応、広告業務フォロー
アップおよび通訳。日々のやり取りを通して
の信頼関係構築、キャンペーンの企画、顧客
商品の調査など。英語、広東語流暢な方。ビザ
サポート検討可。

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

～20K香港/香港島

金融コンサルティング会社での口座開設、出入
金および事務作業。顧客とのやり取り(メール
中心)、データ抽出、レポート作成、総経理の
サポート業務など。未経験可。コミュニケー
ションレベルの英語。

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
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。

キングスウェイ香港/九龍
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

～18K
薬品､サプリメント取り扱い商社の商品管理。
商品データ入力、社内各部署とのやり取り、上司
への報告、簡単な倉庫内作業など。語学不問。
イラストレーター、フォトショップ使える方歓迎。

キングスウェイ香港/九龍営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～20K

日本食品専門商社の営業担当。既存顧客対応と
新規開拓、納品管理、営業チームのトレーニン
グ、プロモーション活動への参加。英語コミュニ
ケーションレベル。ビザサポート応相談。

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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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/商社 香港/九龍 RGF 香港35K～40K

日系電子部品商社にて総経理を募集。人事労務、
会計などの管理部門のチームの統括や営業
部門の管理。日本及びアジア地域へのプリン
ター部品の輸出管理。10年以上のメーカー
または商社での営業経験者。

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港50K

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。

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

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。

香港/新界 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 50K～70K

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

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 30K～40K

外資系ヘッジファンド運用会社にてエグゼクティブアシスタントを
募集。社内役員および投資家などのCレベルコミュニケーション
業務。会議等のマネジメント。出張のスケジューリングと手配。
レポート、メール対応、ピッチブック作成やその他総務。3年以上の
法務・金融業界のエグゼクティブレベルの秘書業務経験者。

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
担当者を募集。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。

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/
その他サービス

香港/香港島 24K～25K

日系貿易関連企業にてスーパーバイザーを募集。
各種資料の作成や帳票の整理など経理関連業務
およ物品の調達など一般的総務業務。日本本部と
の連絡・調整。経理業務経験者。明るく、誠実で正
確に業務を遂行でき、長期就業が可能な方。

RGF 香港香港/香港島 40K～50K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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

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 香港香港/香港島営業・販売系/金融・保険 35K～45K

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
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

香港/香港島 20K～23K

日系アパレル系商社にて出荷マネジャーを募集。
貿易部門の管理。日本及び米地域への生活関連
用品等の輸出管理、船積み手配、コスト交渉など。
10年程度商社に勤めていた方。SAP経験者優遇。
北京語、英語ビジネスレベル。日本への出張有り。

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。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～25K RGF 香港香港/新界

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

45K～60K日本

大手テレコム企業にて日本勤務の経理マネジャーを募集。
予算の管理。銀行決済日の請求書一覧の準備。日本の規制
当局が要求する法定報告書などの文書の準備・作成など。5年
以上の実務経験と会計または財務の経験者。IFRSの知識と
日本の公認会計士の資格を有する方。英語ビジネスレベル。

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
締結など。工業製品の営業経験者歓迎。北京語
ビジネスレベル。

その他の
中国地域 35K～40K RGF 香港生産管理・品質管理/

メーカー（機械・電気・電子）

非日系電子部品メーカーにてQAマネジャーを募集。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。

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。

その他アジア 25K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系精密部品会社にて工場長を募集。40名規模の工場管理
業務。コンサルティング業務全般、生産日程管理、数値計画、経費
計画、問題点の改善。採用、教育、労務管理など工場の人事
全般。日本、中国、マレーシアへの出張有り。コミュニケーション
能力が高く、チームをまとめられる方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 USD
1.5K～2K

日系物流会社にてミャンマー（ヤンゴン）勤務の営業を募集。
既存顧客のフォローと新規顧客開拓。営業戦略の企画、
立案、報告書・企画書の作成。業界を問わず、5～6年以上の
社会人経験または営業経験のある方。コミュニケーション
能力が高く、タフで誠実に働ける方。英語ビジネスレベル。

その他アジア

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

JPY
250K～
350K

SNS ＆ ITソリューションサービス企業にて日本・福岡で
採用担当者を募集。Q次・年次採用計画の立案、採用
指針・目標の設定。採用プロセス改善ATS・各種承認フ
ロー・ツールなどのて効率化の実施。チームで仕事をする
ことが好きな方。人事・採用実務経験などの経験者歓迎。

日本

大手テレコム企業にて日本勤務の営業担当者を募集。
新規事業開拓と市場での認知度の向上。サービス状況の
精査、契約更新交渉、プロセス改善などのアフターサポート
など。5年以上のテレコム市場および法人/卸売業/通信
事業の業界での営業経験者。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 日本 45K～52K
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香港

日経新聞をお読みになる「きっかけ」を、時期、その理
由も含めてお教えください。
　日本で保険会社に勤務しておりました際に、日経新聞の紙面
版を購読しておりました。当時は会社の取り扱う保険商品の中
に、株式や債券などのマーケットと連動するタイプのものがあ
り、仕事の関係上必ず目を通しておかなければならないメディ
アでした。当時と言いますか、今もだと思いますが、金融業界の
中では、日経新聞に毎朝目を通すということは一つの常識のよ
うに教育されてきました。中国に滞在し、仕事をするようになっ
てからは、一時期勤務先が定期購読する日経 国際版を読んで
おりましたが、ある時期から購読をしておりませんでした。昨年
自身で会社を立ち上げてから、新たに電子版の購読をスタート
した次第です。やはりビジネス関連の情報をワンストップで取
得できるという点においては、非常に信頼のおけるメディアで
あるということと、中国やアジア関連の情報も充実しています
ので、ビジネスでの必要性から購読を再開いたしました。

日経新聞 電子版はどのような読み方をされていますか。
　毎朝出勤途中に日経新聞より送られてくる「日経ニュース
メール」の主要ニュースの見出しを一通り目を通します。重要

なニュースなどのタイトルに目を通すだけ
でも重要な情報を取得できますので、非常
に助かっています。その後、会社に到着し
てから、パソコンを開き、トップページを上
から下まで目を通した後、画面右サイドの
株価や為替などのマーケット情報、並びに
アクセスランキングを必ず目を通すように
しています。その過程で気になったニュー
スは、別タグで開いておき、一気にまとめて
読むようにしています。時間がない時は、
最低でもアクセスランキングは必ず目を通
すようにしています。

よく読む記事、コーナー、連載等をお教えください。
　連載記事ですと、「アジアひと未来」を非常に興味深く読ませ
ていただいております。アジアのビジネスや政治、社会でご活
躍されている「ひと」にフォーカスをした記事ですが、その方の
歩んでこられた軌跡や思考を理解することができ、大変興味深
く読ませていただいております。

過去に印象、記憶に残る記事があればお教えください。
　ポジティブな記事でなく、また古い記事で恐縮ですが、
1997年のかつての四代証券の一角であった山一証券の倒

産の記事でしょうか。当時は保険会
社に勤務しておりまして、護送船団
方式で守られている金融機関が倒
産するわけがないと信じられている
時代でしたので、日経新聞のトップ
記事で見た時には非常にインパク
トがございました。これからの業界
の行く末に不安な気持ちを持ちな
がら記事を読んだことをよく覚えて
おります。その後、ご多分にもれず、
私自身の所属していた会社も外資
系金融グループに買収されることに
なり、自社が買収されたことを知っ
たのは、当時の出向先で手にした日経新聞のトップ記事で
した。将来への不安と、日経新聞のトップ記事になったのだ
からまあ仕方がないかという妙にすがすがしい気分が入り
混じった複雑な感情をよく覚えております。

内山さんからご覧になって、日経新聞の「良い点」は何ですか。
　やはりビジネスに関する幅広い有益な情報をワンストッ
プで得られるという点だと思います。一時期購読をしていな
い時期には、WEBのポータルサイト上のニュースの拾い読
みをしておりましたが、やはり情報を得る上での漏れはあり
ますし、あまり関係のないエンタメ系の情報につい目がいっ
てしまい、無駄に時間を浪費してしまうというような問題点も
ありました。情報過多の時代にあって、必要な情報をより効
率的に得るという点においては、日経新聞は非常に優れて
いると思います。また、WEB版のレイアウトや動線は非常に
洗練されていると感じることがございます。大量の情報を収
めているにもかかわらず、シンプルかつ読みやすいと思いま
す。個人的なお話で恐縮ですが、最近老眼が進行しておりま
して、小さい字の紙媒体を読むことに苦労をするようになっ
てきました。WEB版はその都度パソコンやスマートフォン上
で字の拡大ができますので、ストレスなく読み進めることが
でき、大変助かっております。

日経新聞 電子版をどの様に活用されていますか。
　仕事面に関しては、電子版ならではの使い方・メリットだと思
いますが、記事の検索をよく利用しております。ある業界や企業
の動向などについて調べたい際に、スムースに過去記事が検
索できますので、非常に便利だと感じております。私生活面で
は、こちらでビジネスや生活をする上で欠かせない為替関連の
情報やニュースなども充実しておりますので重宝しています。

内山さんにとっての日経新聞とは？
　やはりビジネスメディアの中で圧倒的に信頼のおけるメ
ディアであり、読むとビジネスに対してモチベーションの上が
るビタミン剤のような存在でしょうか。

最後に貴社の業務について、読者、業界関係者に
も分かりやすくお教えください。
　弊社は、中国・アジアの日系海外現地法人を対象とし、デザ
イン制作、ロゴ制作、ホームページ制作、バナー制作、翻訳、
データ入力等の仕事を依頼できるクラウドソーシングサイト
「ABCrowd」（エイビークラウド）を2017年4月にリリースいた
しました。
　中国・アジアの日系海外現地法人による海外マーケットの
攻略には、積極的なWEBやSNSの活用などが必要不可欠と
なってきており、それに伴うニーズも増加してきております。
中国やアジアにおいて人件費や各種コストが高騰している
という流れにおいて、日系海外現地法人の人的リソースに限
りがある中、うまく外部リソースを活用し、コストを抑えた運
用をしていく必要がございます。「ABCrowd」（エイビークラ
ウド）では、日系海外現地法人のクラウドソーシング導入をサ
ポートし、中国・アジアでのマーケティング展開に貢献したい
という想いのもと本サイトを運営しております。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

情報過多の時代にあって、
必要な情報をより効率的に得られる

電子版の検索機能で業界や企業の動向を、
すばやくチェック

日本経済新聞 国際版・電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

香港・華南地区だけではなく、中国全土や海外で活躍する日本人の方たちに
不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞 電子版」。

今回は、今年4月、中国・アジアの日系海外現地法人を対象とし、デザイン制作やホームページ制作などの仕事を
依頼できるクラウドソーシングサイト「ABCrowd」（エイビークラウド）を

リリースした内山賢一さんに電子版の読み方のポイントを伺った。

ABCrowd
CEO
内山　賢一さん
駒澤大学経営学部経営学科卒。クレディ・スイス生命保険株
式会社（現アクサ生命保険株式会社）にて、直販営業、日本
信販株式会社（現三菱UFJニコス株式会社）への出向、本社
マーケティング部門を経験し、2001年2月、北京の対外経済
貿易大学に留学。留学後の2002年10月、中国上海のメディ
アMANBUグループ(メディア出版・広告業)入社。営業部長、
副総経理(パートナー)として経営に参画。その後、日系WEB
制作会社の事業総監を経て起業。2016年6月、ABCrowd（エ
イビークラウド）設立。代表取締役CEOに就任。

ABCrowd（エイビークラウド）
悠傑（上海）網絡科技有限公司

住所：上海市古北南路1838号創新園区3号楼4F
電話: （86）21-6760-1861
メール: uchiyama@abcrowd.com.cn
ネット: www.abcrowd.com.cn

ビジネス（香港・広東共通）
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「ミストコレクタ」について簡単に教えてください。
　ミストコレクタの捕集方式には①フィルター式②慣性集塵式
③電気集塵式の３種類が一般的で、メーカー各社が独自の技
術を駆使して製品化しています。様々なオイルミストに対応でき
るフィルタ式が多く採用されていますが、最近はメンテナンスが
必要なフィルタ式から「メンテナンスフリー」や「フィルタレス」など
メンテナンス時間を削減するタイプがユーザーの関心を引いお
り、フィルタ以外の独自のメカニズムでオイルミストを捕集するタイ
プも市場に登場してきています。

「ミストコレクタ」の現状と貴社ので取り組みは？
　実際にお客様を訪問しメンテナンスの状況を確認すると、フィ
ルタのメンテナンスについての理解が不十分で、処理風量が低
下し吸引力不足のまま使用されているケースが多くみられまし
た。弊社では過去のミストレーサの納入先へ訪問し状況確認を
するとともにメンテナンスの必要性を説明したり、製品の納入時に
設置のアドバイスやメンテナンスの説明を確認する事で、最適な

作業環境づくりができるように提案をさせていた
だいています。

新型ミストレーサについてご説明ください。
　新型の「ミストレーサCRM」シリーズは、弊社
のミストレーサ発売以来11万5千台を越える納
入先の現場作業者の要望を取り込んで「形」
にした製品で、モーターについては自社製トッ
プランナーモータを採用しています。
　多くの納入先への訪問から①風量②捕集
効率③メンテナンス性④ランニングコストの要

求や、工作機械の種類や使用する切削油の種類など、お客様
毎に異なるさまざまな使用条件をリサーチ・分析しました。これを
基に弊社では、お客様それぞれの作業環境の改善に最適な
機種を選ぶことができるよう、CRMシリーズでは60通りの機種・
仕様の組合せを用意しています。

メンテナンスに関してはいかがでしょう？
　オイルミストの捕集・吸引では、室内に飛散した切削くずや切
削粉などが同時に吸い込まれますので長期間使用するとミスト
コレクタ内部やフィルタ、デミスタなどに溜まってきます。前述のよ
うに多くの現場ではメンテナンスが不十分なまま使い続け、知ら
ない間に吸引力が大きく低下している場合が見受けられます
が、フィルタやデミスタの洗浄などのメンテナンスは、メーカーの
推奨期間で実施することで吸引力を低下させることなく職場環
境の改善維持につながると同時に、消耗品の寿命を延ばすこ
とにもなり、結果的にはコストダウンにつながります。また、お客様
にとってはメンテナンスの時間削減も課題となっていますので、
現在のミストコレクタは簡単にメンテナンスができる構造になって
います。
　せっかく環境改善のために購入いただいたミストコレクタが、
メンテナンスの不備によって効果を発揮できない、ということがな
いよう、多くのお客様にメンテナンスの重要性を理解をしていた
だき、大切な設備を長く使っていただきたいと考えています。

貴社の今後の取り組みについてお聞かせください。
　ミストレーサは発売開始時からご使用のお客様の声を聴き、
ご要望に近づけるために製品の改良・改善を進めてきましたし、
今後もこの姿勢は続けてまいります。弊社では今回のCRMシ

リーズの発売に続いて、「大風量タイプ」「研削盤専用タイプ」
「油性ヒューム対応タイプ」などお客様のご要望に応えた製品
の開発を予定しております。今後も「環境改善のトップメーカー」
として様 な々ご提案をしてまいります。

ありがとうございました。

　昭和電機株式会社は、60年以上にわたって自社製モーターを製造
している送風機、ミストコレクタ、集塵機のトップメーカー。2015年の
トップランナーモータ規制では、規制開始の2年前の2013年にはすで
に規制対応トップランナーモータを搭載している。同社が提案・提供
する、自社製モーター製造技術を活かした環境改善製品の今後に期
待したい。

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
へ
の
理
解
と
実
践
が
重
要

　製造業等の現場で工作機械から発生する「オイルミスト」。
　オイルミストとは機械などに使われる潤滑油が、機械が高速で稼働する際に空気
中に飛散する微粒子化した油のこと。人体に悪影響を与え、転倒などの二次的事故

の原因となり作業効率の低下を招く。また、野外への排出では直接的な環境への破壊の原因となるだけでな
く、エネルギーロス、コスト増大の遠因ともなるオイルミストの捕集対策は企業にとって不可避かつ早急に対
処すべき問題だ。
　しかし現状では捕集装置である「ミストコレクタ」の設置、搭載率は15～20％とまだまだ充分とは言えない。
作業環境改善への提案を、東大阪市に本社を置くミストコレクタのトップメーカー、昭和電機㈱の営業担当、
高郁涵氏に伺った

昭和電機㈱
住所：〒574-0052 大阪府大東市新田北町1-25
電話：(81)72-871-1511
ファクス：(81)72-870-7243
ウェブ：www.showadenki.co.jp
メール：: web-info@showadenki.co.jp

製造業の現場に不可欠
オイルミスト対策
昭和電機㈱ ミストレーサCRMシリーズ

高郁涵氏

ビジネス（香港・広東共通）
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