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尖沙咀ハーバーシティーに

7月8日OPEN

場所　Shop OTE 202, Level12, Ocean Terminal, Harbour City, TST    営業時間　12：00～24：00

日本で農業や漁業などの「生産」から、物流・加工の「流通」、及び外食店舗等での「販売」までを培った
6次産業モデル『生販直結』だからこそ出来たオーセンティックな美味しさをここ香港でも
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今週の香港ピックアップ Exhibition映画「ポリーナ」
一人の少女の夢を追いつく物語

上映中

有名なフランス小説に基づいて作られたダンスの映画
　ロシアの少女ポリーナは一流のバレリーナを目指して完璧主義のプロフェッサー、

ボジンスキー氏の下で鍛えられる。有名なボリショイ・バレエ団への入団を目前にした

ある日、彼女はコンテンポラリーダンスと出会う。そのことが原因で、彼女は深刻な状

況に直面することとなった。ポリーナはすべての反対を押し切って、フランスにいる有

名な振付師、リリア・エルサジ氏の下で働き始めた。彼女は大きな決心を抱いて一生

懸命に働くが、突破口が見つからない。そして、彼女は新しい生活と仕事を探しにアン

バーズへ行く。

気分やファッションで変えるイヤホン登場！
　独創的なセンスと斬新なスタイルが際立ったスウェーデン発のイヤ

ホンブランド。「Urbanista」のイヤホンシリーズは地名が商品名になる

ことで知られている。当ブランドのシ

リーズ「San Francisco」は人間工学を

駆使したフラットワイヤーに基づいて

設計されているので使用心地は快適

で、カバンに収容しやすいデザインに

仕上がっている。

サンフランシスコモデル登場
Urbanista

発売中

監督：アレックス・カーツマン

Chantal Miller Gallery, Asia Society Hong Kong Center, 
The Hong Kong Jockey Club Former 
Explosives Magazine, 9 Justice Drive, Admiralty
11:00～18:00、月休、毎月最週木曜日：11:00～20:00
（852）2103-9511
無料
enquiryhk@asiasociety.org

崇光百貨 (CWB店、TST店)、BEAUTY AVENUE、
一田百貨 (沙田)、千色 CITISTORE (荃灣店)
(852)2263-2270
月～金：HKD378/1名、HKD618/2名
土日祝日：HKD398/1名、HKD 638/2名

Log-on、HMV、CSL
(852)3403-2813

大人かわいいメイクで視線を釘づけ！
　コフレドールから2017年夏の新作コスメ全3アイテムが到着。アイブ

ロウペンシル「Wブロウデザイナー」が3色、アイ・チークパレット「シャイ

ニーカラーコレクション＆アイ」（限定品）が全2色、そしてリップスティッ

ク「ピュアリーステイルージュ」が全4色。

カネボウ コフレドール
2017夏新作コスメ登場

発売中

会場内外も一息の空間
　この展覧会では、私たちの周りの景色を一時停止させるような空間を

作り出す11人の香港のアーティストの作品を展示している。彼らの作品

は、ペインティングから彫刻、ビデオ、ミクストメディアインスタレーション

など、さまざまな作品を観ることができる。それぞれが持っている経験、物

事に対しての感覚をあらゆる方法で表現している。この展覧会は2つの

パートで構成され、ギャラリー内には空間的、心理的、社会的、歴史的

パートを2部にわけて表現した作品が展示されている。

香港の現代芸術展
BREATHING SPACE

～8月13日

ザ・マミー 呪われた砂漠の王女
The Mummy

上映中

ユニバーサル・スタジオの映画シリーズ第一弾
　古代エジプトのアマネット王女は史上初めての女性ファラオになれる

はずだが、彼女が闇の力に夢中になり、故郷から遠い砂漠に生き埋めに

された。現代、ネイビー・シールズにいる

主人公ニックはアマネット王女の墓を発

見した途端、彼女は蘇った。長年に渡った

その恨みを抱いた王女は、全人類を滅ぼ

すために、動き始めた…

監督：アンジュラン・プレルジョカージュ、ヴァレリー・ミュラー
出演：アナスタシア・シェフツォワ、ニールス・シュナイダー、
　　  ジェレミー・ベランガール、ジュリエット・ビノシュほか

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
  キャセイ航空が世界ランクで8位から69位に
　先月から今月にかけて、経費削減のため600名の従業員を解雇
したことが話題のキャセイパシフィック航空ですが、AirHelpの世
界航空会社ランキングで世界8位から69位まで一気にランクダ
ウンしていることがわかりました。ランキング上位は1位シンガポー
ル航空、2位エティハド航空、3位カタール航空、4位オーストリア航
空、5位エア・トランザットとなっています。
　ランキングを発表したAirHelp（エアヘルプ）は、2013年にアメリ
カやロンドンなどを拠点に設立された会社で、航空会社の乗客が欠航、遅延、過剰予約に見舞われた
場合に補償を受ける手助けをする法律サービスをおこなっています。
　AirHelpの世界航空会社ランキングは世界の87の航空会社を調査対象とし、「定刻どおりの出発・到
着」、「サービスの質」、「クレーム対応」をそれぞれ10点満点で評価しています。キャセイパシフィック
航空は、「サービスの質」は10点、「クレーム対応」が1点という極端な結果になっており、総合点が昨
年度の8.14点から6.16点までダウンした結果69位となっています。
　一方、同社が発表する世界の空港ランキングでは、1位シンガポール・チャンギ国際空港、2位ミュン
ヘン空港、3位香港国際空港となりました。香港国際空港はフライト遅延やキャンセルの少なさが高く
評価されているようです。
　香港の最大手航空会社であるキャセイパシフィック航空は、これまで多くの世界ランキングで上位
にランクインしていました。現在、大規模なリストラが騒がれている時期であるため、今回のランキン
グ結果をどのように受け止めるかが注目されそうです。
　ランキングは以下リンクから確認できます。
https://www.airhelp.com/en/airhelp-score/airline-ranking/#table-airline-score
※ 日本の航空会社は調査対象外です。

  海水浴客が大ケガ。サメによる被害の可能性
　香港島南に位置する海水浴場「ディープウォーターベイ（深水湾）」で、海水浴客がサメ侵入防止網
の付近で突然何かに襲われ、右足の動脈、神経、靭帯が切れる深刻なケガを負っていたことが分かり
ました。香港では、西貢（サイクン）をはじめ広域でサメが出現するため、今回のケガがサメによる被
害であるか調査が進められています。
　今回のケガの様子はFacebookやニュースサイト（東網）でも写真付きで取り上げられており、傷口
は幅7.5㎝、深さ2.5㎝にもおよび手術による処置が必要となったようです。傷口の写真を分析した香
港の魚類専門家によると、海水浴客を襲ったのは1メートルほどのサメ、もしくはサメの子供の可能性

が高いとのこと。一般的にサメは積極的に人
を襲わないようですが、今回はお腹を空か
せて嚙みついたのではないかと推測をして
いました。
　写真をみたインターネットユーザーの間
では、過去に同じ場所で「海狼（カイロウ）」
と呼ばれる大きなあごと鋭い歯をもった魚
による被害があったことから、今回も海狼で
はないか？とする意見や、アカエイの尻尾が引っかかったのではないとかとの意見も飛び交って
います。
　なお、香港では暖かくなると市民からのサメの目撃情報が多数報告されており、状況によっては
ビーチが一時閉鎖となるなどの措置がとられています。1995年においては2週間の間に3名がサメに
襲われ死亡するということもありました。
1995年6月　坑口の銀線湾でダイビング中の体育教師が下半身を食べられ死亡
1995年6月　クリアウォーターベイで遊泳中の美容師が左脚の一部を食べられ死亡
1995年6月　クリアウォーターベイで遊泳中の45歳女性が腕と脚を食べられ死亡
2012年7月　ラマ島の沖合で体長約10メートルのジンベエザメらしき大魚が目撃され、離島区およ

び香港島南部のビーチ12ヶ所が一時閉鎖
2013年4月　西貢（サイクン）で体長1.8メートルのツマジロ（メジロザメ科）が釣り人に撮影される　
2014年8月　ラマ島のビーチで約50cmのトガリアンコウザメが目撃され一時閉鎖
2016年5月　ランタオ島シルバーマインベイビーチの侵入防止網のすぐ横で約2メートルのサメが目

撃される
　香港の海水浴場で遊泳する際には、侵入防止網の外側には出ないことをオススメします。お子様連
れの場合は特にお気を付けください。

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 

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/香港島 インテリジェンス
香港

時給
HKD128

カスタマーサポート（香港医療サービスへの問
い合わせ対応）、カルテ作成、契約書更新作業、
緊急対応サポート。★医療業界経験者。英語
コミュニケーションレベル。看護師免許をお持
ちの方尚歓迎！

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

香港/九龍 インテリジェンス
香港22K～30K

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

香港/香港島 25K～30K

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。

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

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）。店舗からの問い合わせ（備品など）対応。
★営業事務経験者、機転が利く方。

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（機械・電気・電子）

～20K香港/九龍

グローバル物流の企画担当募集！！ 香港拠点
における物流プロセスの改善提案。★物流業界
のフォワーダー、メーカー、商社のサプライ
チェーンマネジメント経験者。

インテリジェンス
香港香港/香港島 50K～65K営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

インテリジェンス
香港16K～香港/香港島

通信業界よりシニアマネジャー募集。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。

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。

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

大手証券会社よりトレーダー募集！！ 機関
投資家・リテール顧客からの株式売買の取引
仲介業務。★大手投資銀行または証券会社で
の関連業務経験者。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 16K～20K

金融系情報ベンダーにてパートタイマー募集！
セミナー開催に伴う、インビテーション送付、
Cold call等。[勤務時間]月～金8:30am～
2:30pm（内昼休憩１h)。★英語上級レベル
で、イベントサポートが出来る方。

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（機械・電気・電子）

30K

大手電子・機械系企業より、中長期の統計を見
ていただくリサーチポジション。★リサーチャー
またはマーケティング経験者。ロジカルに物事
を考えられる方。

インテリジェンス
香港香港/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～22K香港/九龍
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。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
会計・監査・経理 香港/九龍 25K～45K

機器メーカーより営業コーディネータ募集！
フィリピンや華南の工場との連携、顧客からの
問い合わせ対応。★メーカーまたは商社での
2～3年の営業コーディネート経験者は尚可。

香港法人経理業務全般および一部人事・総務
業務・年次監査対応、日本本社への定期報告
など★香港現地法人での会計処理業務（実務・
管理）。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～26K
アパレル業界にて、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）。
★北京語または広東語コミュニケーションレ
ベル。

香港/九龍

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 20K～28K

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。

香港/新界

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（機械・電気・電子）

香港/九龍

金属関連企業にて営業業務（華南・東南アジア）。
出張あり。★最低3年の営業経験（業界不問）。
英語・北京語ビジネスレベル。ビザをお持ちの
方のみ。

15K～25K

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）

香港/九龍 20K～30K



香港
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今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
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Reeracoen
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本 40K～60KIR作成業務。IR作成にあたり、各投資家との折衝
業務。株主総会等の社内で必要な書類の作成。

インテリジェンス
香港20K～25K香港/新界

電子部品商社より営業募集！★営業経験者
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品の経験があればベスト）。
30代で英語または北京語できる方。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 20K～40K
役員秘書（兼総務）募集！★秘書業務経験。英語
ビジネス、広東語コミュニケーションレベル。
ホスピタリティに溢れている方、ビザをお持ち
の方。

インテリジェンス
香港

AOBA専門職/営業兼
プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB２８K

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。北京語ビジネスレベル、英語読み書き
以上。

Reeracoen
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

30K～50K日本
SNS（TwitterやFacebook）の管理、海外の
製品展示会やイベントの出席、ニュースレター
やプレスリリースの管理、自社ウェブサイトの
運営、PR戦略の会議などへの参加。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

25K～30K香港/新界
日系顧客のアウトサイドセールス（営業、海上、
航空、倉庫販売）。★フォワーダー関連業務経験
3年以上、英語ビジネスレベル、北京語できる
方尚可。

香港/新界 30K
物流業界より倉庫管理。顧客訪問、現場及び
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

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫

経営・店舗管理・
現場責任者/建設・建築・
内装・住宅関連

RMB
20K～40K広州

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

インテリジェンス
広州

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
12K～20K 広州

日系製造会社で財務部長として、本社への
月次・年次決算報告、資金繰り表、支払伝票
作成など製造現場での経理・財務全般の業務。
★中国での経理・財務経験のある方歓迎。

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB～25Kその他
華南地域

業務部長。顧客窓口全般(日本人対応)、資材
関連業務、業務部門全体の業務及び管理。
★製造業にて営業、営業管理、日系企業の窓口
業務などの経験者。北京語は初級会話レベル。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
香港15K～18K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。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB20K～

技術部管理職。CNC部門の全般管理（人員教育
及び技術サポート）、新しい製品の投入フォロー
など。★マシニングセンタとNC旋盤の熟練工で
センターレス研磨の経験がある方。機械加工技能士
の資格所有者歓迎。北京語は不問（できれば尚可）。

東莞

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/
医療関連

21K～22K香港/新界
営業事務。お客様とのメール/電話での対応
(得意先：病院、クリニックに商品を卸している
業者)、受注処理など。★語学不問、ビザホル
ダー優遇！ 20代後半～30代の方歓迎。

応相談専門職/
プロジェクトマネージャー

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。英語ビジネスレベル。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。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 20K～35K
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。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営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～50K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、コミッション制でもないため、
安定した働き方が可能。

Reeracoen台湾サービス系/外食・フード 12K～15K
1仕入業務、２調理業務、３接客業務、４売上
げ及び台湾人スタッフ労務管理、５宣伝業務、
６採用業務。

Reeracoen日本
会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～40K
海外全拠点の内部監査業務。IT監査、業務監査、
会計監査の3つを行う。また、Jsoxに基づいた
監査を行う。年に4回海外出張あり。

AOBA香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港

各分野に精通した専門家が在籍しています。
職種様々な環境だが、笑顔が見え堅苦しい感じはなかった。
各役員の方たちに青葉入社・転職への経緯を聞いてみた。

夢と未来　会社紹介　青葉グループは、1989年の設立以来25年以上にわたり、香港・中国に進出されるお客様に対し、会計・税務・法
務・コンサルティングなどの各種専門サービスを提供し、”Bridging You &Success”の理念のもと、お客様の「成功へと導く架け橋」となる
べく尽力し現在では、公認会計士および弁護士そしてその他専門ビジネスコンサルタントの約120名で運営されるまでに至る。

住所：Rm.301 .3/F.,Sun Hong kai Ctr.,30 Harbor Rd.,Wan Chai　　メール：exe@aoba.com.hk　　電話：(852)2850-8990(堀西)　　ウェブ： aoba.com.hk/career/ 詳細はこちらから

　「十年一昔」といいますが、自分が香港へやってきたのは既に「ふた昔前」。当
時、会計事務所というものは、会社の業績を数字で明らかにしたり、あるいはその
数字が正しいかどうか保証（監査）業務を行ったり、というルールに基づく基本的
な作業としか考えていませんでした。しかし、ふたを開けてみれば、第1次中国投
資ブームの当初に日本から香港や華南へ投資して会社経営を行なわれていた日
本企業にとって、会計面でのサポートは課題のほんの一部分にしかすぎません
でした。異国の地で経営を行う日本企業にはいろいろなステージで様々な難題
が次から次へと日々生じており、契約相手との折衝、調査、訴訟問題、不正発生時
の対処、不良債権の問題、コンプライアンス違反、時には破たん処理などなど、あ
りとあらゆる種類の相談が寄せられてきたのに驚愕したのを記憶しています。 
　それら専門以外のことだとして決して線引きを行わず、日本企業の様々な難
題をひたすら共有し、顧客の資産そして利益を守るべく何かしら青葉なりのソ
リューションを届けるというプロフェッショナルとしての使命感。これに自分も感
銘を受けて、学ぶ姿勢を強く保ちながらひたすらまい進してきた20年でした。

青葉はそういう意味で、様々なチャレンジと学ぶ機会を会社とともに発掘でき
るファームであると信じています。 
　一部の見方では、ここ香港や中国では「すでに激動の時代は終了した」とされ
ていますが、世の中さらに変化のスピードと競争が加速していると思っていま
す。現に20年前の課題とはまた違った難易度の高いものが出現しています。ま
さに学ぶことを少しでもやめた瞬間に取り残されてしまうのです。日々専門知
識と経験を駆使して新しいニーズと顧客の困っていることを自ら貪欲に探し、そ
してその新たなソリューションを考える。そして最終的には顧客からもらえる
「ありがとう。青葉、そしてあなたのおかげで助かった。」の一言を次への糧に。
またあくなき探求が続くと考えています。
　青葉の成功は、多くの日本人スタッフを採用し、常に新しい事を学び、新しい
解決策を探求し、そして自社のスタッフをトレーニングしてきたからだと思って
います。そうでなければ顧客に解決策を届けることはできません。青葉は顧客
のために一緒に問題を解決してくれる情熱的な若手日本人を求めています。

情熱的な若手日本人を求めています。 河村　潔 総監

　私は、当社が会計事務所という立場から、さまざまな
業種、規模の企業への業務に携わっていることから、幅
広い経験、知識が身につけられると感じ、入社を決意し
ました。最初は専門知識を高めることに必死な傍ら、さ
まざまなクライアントと接することで、各業界、業種のビ
ジネスの仕組みを理解することで精一杯でした。日々の
業務において寄せられるクライアントからの質問や問
題を通して、まさに現場ならではの経験を積ませてもら
いました。入社当時は、専門スタッフでもある周りの同
僚から、真摯に教えてもらったことを今でも覚えていま
す。やる気のある人は、会社全体がサポートしてくれる
そんな会社だと思います。

会社全体が
         サポート 松岡　忠太郎

法人部 　「スタッフは青葉の大切な資産です。今後どんなに会社が大きくなってもこれ
だけは変わりません。」面接の時に当時の取締役が話していたことを今でも覚え
ています。当初、金融について全く知識がないにもかかわらず、この業界での経
験を積みたいという理由で入社した私に、会社は、会計、税務、法務などビジネ
スに必要な知識を丁寧に指導してくれました。これら知識をベースに経験を積
みながら、商習慣の違う香港や中国で日系クライアントのビジネスサポートを
行うためのコミュニケーションスキルも身につけることができました。毎日が
チャレンジですが、クライアントに評価して頂いた時の喜びはかけがえのない
もので、自分自身のモチベーションにも繋がりました。また会社は、日本人女性
である私にも取締役として経営に携わる機会を与えてくれました。約10年間経
営者として、スタッフへのトレーニングを含む管理やオペレーション業務の経験
を積むことで、マネージメントの視点からクライアントにアドバイスを行うこと
ができるようになり、業務の幅が広がりました。スタッフへの教育とバリアのな
い職場環境をキャリアアップを目指す人材に提供できる会社、それが青葉です。

スタッフは青葉の大切な資産 中野綾子
法人部

　中国、とりわけ香港で国際税務を担いうる日本人の重要性はます
ます高まることが予想されます。そして、複雑な税務・会計を理解し、
実務経験を積むにあたって最も重要なのが社内の教育環境と言え
ます。青葉監査法人では人材育成に重点を置く企業理念から、社員
のトレーニング及び包括的なキャリア構築をサポートいたします。
私自身、他業種からコンサルタントになることを目指して転職した
新人です。自由に質問の出来る社風に、キャリアアップへの期待を
込めた選択でした。結果、日々成長を実感しており、お客様から信頼
のお言葉を頂くことも増えてきました。日本人であることを強みとし
つつ、国際性と専門性の習得を目指す。弊社は、そんな情熱を全力
で支援いたします。

情熱を全力で支援いたします 新井　茂

　青葉の広州オフィスでの三年間の雇用契約期間が満了したあと、一旦別
のコンサルティング会社を経て、またこの四月から今度は香港の青葉オ
フィスで勤務することを選びました。広州での契約期間が満了した時、会社
は再契約を勧めてくれていましたが、違った経験も積んでみたいとそれを
断ったものの、結果はまた戻る選択をしました。理由は、青葉の香港、中国
での長年（約30年間）の業務実績は自分の仕事にとって役立つものである
こと、国籍も専門も異なる100名以上の専門家が在籍しており、自分の専門
以外の分野の業務を垣間見たり知見を得たりできて、自分の心掛けしだい
で多くの学びを得られること、そして、一旦飛び出しても復職の希望をすん
なりと認めてくれたように、おおらかにチャンスをくれる青葉の社風が自分
には魅力的だったからです。青葉はそんな会社です。

チャンスをくれる青葉 堀西　健夫

青葉エグゼキュティブリクルートメント

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

　6月16日（金）、JETRO（日本貿易振興機構）が主催する「日本
産食材サポーター店認定制度」の認定証の授与式が日本料理
店「安半」にて行われた。同店は今年5月1日に認定店として加
盟、香港では第1号店となる。

　授与式の会見で「安半」のオーナー兼料理長の安部隆孝氏
は「（認定第1号店）は大変光栄なことで嬉しく思います。約40年
前に比べて香港は食材流通の面で飛躍的な発展を遂げまし
た。前日夜に注文をすれば翌日夜には納品される。日本食材
の魅力は何と言っても安心と安全。当店でも全体（野菜、魚、
米、肉、酒）の7、8割は日本産食材を使用している。その中でも
（安部氏の故郷である）北海道産は約3割にのぼる」と述べた。
同氏は香港における日本食材・文化の普及に貢献した功績が
評価され、2013年11月に農林水産大臣より「日本食海外普及
功労者表彰（※）」を授与されている。
　JETRO香港事務所所長の伊藤亮一氏は「これからも安心と
安全を世界へ発信していってほしい。是非、この機会に香港人
にも日本食材を使用している日本料理店の存在価値がさらに
高まっていくことを期待している。今後もサポーター認定店を
増やしていく活動を積極的に行っていきたい」と述べた。
　今年4月より開始した同制度には5月17日時点で香港内の
加盟店は22店舗、サポーター認定店として手続き中の店舗が
75店舗ある。これらの店舗がすべて認定されれば、全世界で
は加盟店第1位のタイと肩を並べることになる。JETRO香港は
来年3月末までに200店舗を目指している。

　一定の要件を満たされたレスト
ラン・バーや小売店は「日本産食材
サポーター店」として認定され、認
定ロゴマークを使い、認定店であ
ることをPRできます。

JETRO香港が主催する
日本産食材サポーター第１号店に「安半」が認定

日本産食材サポーター店認定制度とは？
日本産の食材・酒類を積極的に使用し、そ
の魅力を多くの人々に伝えてくれる海外の
レストラン・小売店を「日本産食材サポー
ター店」として認定する制度

※日本食海外普及功労者表彰とは？
日本産農林水産物・食品の輸出の一層の拡
大に向けて、海外に在住し日本食・食文化な
どの普及に多大な貢献をしてきた者に対し、
農林水産大臣賞を授与するもの

日本産の良質で、安心・安全な食材を販売、
活用していることを訴求・PRできる。 

日本産食材の流通ネットワークと交流、
情報交換により、良質な食材を確保できる。 

農林水産省のWebサイト”Taste of Japan”
および”Jetro Website”で店舗紹介など、
自社のPRに活用できる。

1

2

3

日本産食材サポーター認定店になることのメリット

認定証

「海外における日本産食材サポーター店認定制度」についての
詳細はこちらをご参照ください。 
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/syokubun/suppo.html

日本産食材サポーター認定店の問い合わせ先
ジェトロ香港
電話：(852)2501-7224、(852)2501-7225　担当：田中、Nao

認定証の授与式にて：日本料理店「安半」の安部氏（写真左）とJETRO香港の伊藤氏

伊藤氏より説明を受ける安部氏（写真左）

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

　創業400年を誇る山形県の老舗、「高木酒造」のお酒で
幻の高級プレミア日本酒と言われる「十四代」。日本酒好
きや日本酒マニアからも注目を集める。今回、「十四代」は
「Jobsen Fine Wine」と提携、海外市場をターゲットにした
“ブラックレーベル”のリリースを発表した。「Jobsen Fine 
Wine」は初めて公式に海外パートナーに選ばれた。これ
を記念しては7月6日、ザ・ランガム香港のミシュラン三ツ
星レストラン「唐閣」にて「十四代・日本酒ディナー」を開催
する。ゲストには元サッカー選手であり、自ら日本酒をプ
ロデュースする中田英寿氏を迎えて、“ブラックレーベル”
を含む3種類の「十四代」、そして中田英寿がプロデュース
する日本酒「N」を紹介する。香港で貴重な日本酒を味わえ
る貴重なチャンス。座席数が限られているのでご予約は
お早めに。

日本酒リスト
「中田英寿」プロデュースの日本酒「N」
十四代 超特撰 純米大吟醸
十四代 純米吟醸 愛山
十四代 ブラックレーベル

十四代・日本酒ディナー
開催日：7月6日（火）
場所：唐閣 ザ・ランガム香港 3階
時間：カクテル19:00 ディナー19:30
参加費：HKD3,800（サービス手数料10％）

十四代・日本酒ディナー

念
記
売
発
外
海

　尖沙咀（チムサーチョイ）といえば香港でも注目を集めるグルメ
スポットの一つ。数多くのレストランが軒を連ねる。その中でも、レ
ストランやバーが集まるエリアの片隅に隠れ家的な存在で今年初
めにオープンしたスペインレストラン「「Alzina Spanish Asador」
がある。同店は、荔枝角（ライチーコック）の商業ビル「D2 Place」に
店を構えるスペインレストラン「Rustic」の姉妹店で、スペイン出身
のシェフが腕を振るうグリル料理をメインとした伝統的なスペ
イン料理をモダンな空間で味わえるお店。
　そんな同店が新たに週末ブランチをスタート。お店自慢のグリ
ル料理やパエーヤなど8種からメインが選べるセミビュッフェで、
HKD298(大人)、HKD118(子供)。HKD128追加でシャングリア、カ
ヴァ、ワイン（赤白）が飲み放題。HKD68追加でソフトドリンクが飲
み放題とお得にスペイン料理を楽しむ事ができる。さっそくブラン
チメニュー料理をいくつか紹介しよう。
　まずは、ビュッフェコーナーの冷菜からスペインを代表するハム
の「Iberico Cebo Ham」、「Serrano Ham」や「Iberico Chorizo」。こ
れを食べずにスペイン料理は語れない。

　その他、種類豊富なサラダ、
温菜には2種類のスペインオム
レツやエッグベネディクト、ス
ペインの朝食で定番の卵メ
ニュー「Huevos Rotos」、「Garlic 
Chilli Prawn」、「Choriso」など。
前菜だけでも十分お腹がいっ

ぱいになる。でもせっかくだからメインもしっかりいただきたい。8
種から選べるメインには、お店自慢のグリルメニューやパエーヤ
も含まれる。オススメは、王道メニューだけど必ずオーダーしたい
「Suckling Pig」と「Seafood Paella」。その他、グリルド イベリコ豚
のポークリブ「Grilled Iberico Pork Ribs」や「New Zealand Lamb 
Rack」などの人気メニュー。
　お腹いっぱいでも別腹で
食べたいデザートには、ス
ペインのデザート盛り合わ
せ。チュロス、クリーミーな
キャラメルプディング、スペ
イン風チーズケーキ、マン
ゴアイスクリームと、魅力的なデザートが揃っている。
　週末はリラックスした空間で週末ブランチを楽しんでみてはい
かが？
　食事のお伴には暑さも吹っ飛ばしてくれる爽やかでフルー
ティーなシャングリアを。週末だからこそできるお昼飲みを美味し
い料理と一緒にぜひ楽しんでみては。

Alzina Spanish Asador
住所：G/F., 29-31, Chatham Rd ., South (or Hart Avenue), TST 
時間：ランチ（平日）12:00～14:30、(週末)12:00～15:00、18:00～23:00

Alzina Spanish Asador
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イベリコ豚の「Grilled Pork Lib」

お店自慢のパエーヤの数々

エグゼクティブシェフのJuanjo Carrilloさん

人気メニューの「Grilled Octopus with Chumichuri Sauce」

生ハム、チーズ、サラダの冷菜コーナー
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　パークアイランドの人気レストラン、Cafe Romaではキッ
ズが喜ぶ、おいしくてヘルシーな新キッズメニューを提供し
ている。
　子を持つ親として、シェフのJaakko Sorsa氏は子供達に栄
養価の高い食べ物を摂らせることの重要性を理解してお
り、彼らに料理は楽しくて美味しいものだということを彼ら
に伝えたいという。
　前菜にはカラフルで栄養満点、味と食感両方を楽しめる
ローストチキンと南瓜、トマト、モッツァレラチーズとクスク
スのサラダ（HKD68）や食事のスタートにシンプルなグ
リーンサラダ（HKD68)などがお勧め。どちらも素材の良さ
を活かした味が光る。ポルチーニ茸のリゾットやケールの

ソテーを添えたGrilled Sea Bass Fillet(HKD68)は、オメガ-3
脂肪酸が豊富で理想的なメイン料理だ。またCafe Roma特
製メニューもキッズバージョンが提供されており、パルメ
ザンチーズたっぷりのSpaghetti Bolognese(HKD68)や
Margherita Pizza 11”(HKD68)は子供たちを満足させること
間違いなし。食後、お腹に余裕があれば、親子一緒にデザー
トのThe Banana Split(HKD68)を楽しむのもいいだろう。
　料理を待つ間、子供たちはMa Wan Tung Wanビーチで
遊ぶことができ、またレストラン内にもゲームや塗り絵など
のアクティビティが用意されている。親子そろって楽しい時
間を過ごせること間違い無しのCafe Romaをぜひ訪れてみ
てほしい。

Margherita Pizza 11The Banana Split

Roasted Chicken, Pumpkin,
Tomato & Couscous Salad

Cafe Roma
住所：L1, Shop 7&8, Beach Commercial Complex, Park Island
電話：(852)3446-1226
時間：火～木 13:00～23:00、金 13:00～24:00

パークアイランドのCafe Romaに
新キッズメニューが登場
パークアイランドのCafe Romaに
新キッズメニューが登場
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