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サトコちゃんを探せ
７月28日号まで実施中!!
前回号のサトコちゃんはP24の
編集部だよりにいたよ！

ロール堂島

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載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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Mon cherディレクターの金 春花氏(左)とイメージモデルを務めたCelineちゃん

日本語で資産運用をサポートするNWBが
 1万円から始められる新運用サービスをスタート！

今週のPPWオススメ記事 詳しくは16・17ページをご覧ください

「週刊PPW」は2005年10月創刊以来、
多くの読者や広告主様に支えられながら、
600号を迎えることができました。
今後ともご指導ご鞭撻の程、
よろしくお願い申し上げます。



香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

Kalafina（カラフィナ）
9+ONEライブツアー in 香港

7月29日

大人気アニメソングで最高に盛り上がろう！
　アニメ・ゲーム界で活躍する音楽プロデューサー梶浦由記によって、劇場版「空の境

界」主題歌プロジェクトで2008年にデビューした女性3人組グループ「カラフィナ」。現在

世界的にブームを巻き起こしている大人気アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のタイ

アップ曲「ひかりふる」、「君の銀の庭」など大ヒット曲を連発。息をつく間も与えない程の

圧巻のパフォーマンスを披露する。これまでの9年間の活動を振り返り、新たな“ONE”を

作り出すというタイトルのこのツアーは、香港でツアーファイナルを迎える。デビュー以

降、リリースするアルバムは全てオリコン10位以内。また、CDは世界16ヶ国で発売され

ていて、日本国内のみに留まらず、世界中が注目するヴォーカルユニットだ。3人の異な

る声質で奏でられるコーラスワークを、ぜひ会場へ聞きに行こう。

香港がもっと好きになる！ 写真で見る香港の魅力！
　フランス発のアートフォト専門店「YellowKorner」が香港の魅力を一

同に写真に収めた写真展を開催。東洋と西洋が融合したノスタルジッ

クでありながらも、モダンな高層ビルが立ち並ぶ大都会香港。ビクトリ

ア湾から小さな路地裏まで、まだ見ぬ香港の魅力を写真で楽しもう。

YellowKorner
「アイ・ラブ・香港」写真展

～8月23日

1-3/F., Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai
10:00～
hkbookfair.hktdc.com/en
HKD25（小学生以下HKD10）

Tin Lung Heen, Level 102, The Ritz-Carlton, ICC, 1 Austin Rd. West, Kowloon
月～金：12:00～14:30、18:00～22:30
土日祝：11:30～15:00、18:00～22:30
おまかせコース6品 HKD2,888/1名
+HKD688で3種のワイン付き

S101, Staunton, YELLOWKORNER, 
PMQ, 58Hollywood Rd., Central
11:00～20:00
(852)2578-5888
www.yellowkorner.com
無料

Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, 6/F., Rotunda 3
19:30～21:30
(852)3588-1731
www.hkticketing.com/events/KBKALAF0717
HKD580～HKD1,180

Central: 82 Stanley St., Central
Wanchai: Shop 10, G/F., Rialto Bldg., 2 Landale St., Wanchai
Tsim Sha Tsui: G34-35, G/F., K11 Art Mall, 18 Hanoi Rd., TST
Quarry Bay: G/F., Westland Gardens, 12 Westlands Rd., Quarry Bay
The Secret Kitchen: 16/F. & Rooftop, Shui Ki Industrial Bldg., 
                                       18 Wong Chuk Hang Rd., Wong Chuk Hang
www.thebutchers.club

香港一高い空間で味わう極上の広東料理とワイン
　ミシュラン2つ星を獲得した同店では、期間

限定でスペシャルコースとヴィンテージワイン

を提供中。広東料理の味はそのままに、フレン

チやイタリアンのようなモダンな盛り付けで魅

了する。眼下に広がる絶景と最高級の食事で、

贅沢な時間を過ごそう。

リッツカールトン香港
天龍軒（Ting Lung Heen）

～9月30日

ハンバーガーと一緒に楽しむ絶品サラダ
　自家製ドライ熟成ビーフを注文後に挽いてくれることで有名なハン

バーガー店「ザ・ブッチャーズ・クラブ・バーガー」では、3種のサラダを提

供している。生野菜の上には、牛肉、鶏

肉、白身魚のフライをそれぞれトッ

ピング。ぜひハンバーガーと一緒に楽

しもう。

熟成肉を使ったハンバーガー店
The Butchers Club Burger

香港ブックフェア2017
本好き必見

7月19日～25日

毎年恒例の人気イベント「香港ブックフェア」
　毎年およそ100万人を超える来場者を誇る香港最大のブックフェアが

7月19日（水）～25日（火）までの7日間に渡って、湾仔のコンベンション＆

エキシビジョンセンターで開催される。今年は「旅行」をテーマに、世界

各地の旅行関連書籍や写真集、体験記などが数多く集まる。

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
  訪日香港人が急増 借金をして旅行する者も
　日本に観光で訪れる香港人が急増しており、5月の訪日香港人は前年同
月比29.7％増（18万1,600人）となり、過去最高を記録したことが日本政府
観光局（JNTO）の発表により分かりました。Yahoo香港には借金をしてま
で日本旅行を楽しむ香港人がいるとして取り上げられています。
　5月の訪日外国人の総数は229万4,700人で、国・地域別に見ると、1位は
韓国（55万8,900人）、2位は中国本土（51万7,100人）、3位は台湾（40万7,500人）、4位は香港（18万
1,600人）、5位はアメリカ（12万4,700人）。訪日香港人の増加に関してJNTOは、「地方路線の増便によ
る座席供給量の増加が訪日需要を取り込み好調に推移」と解説しています。
　Yahoo香港のニュースには、ある香港人夫婦が日本旅行をするために20万香港ドル（約285万円）
の借金をしたことや、会社員の女性が無給休暇を取り、親にお金を借りて2ヵ月に1回のペースで日本
へ行っているとのことなどが話題として取り上げられていました。
　訪日香港人の増加には格安航空会社の香港エクスプレスが提供する、東京、大阪、名古屋、福岡、広
島、石垣島、鹿児島、高松への直行便も大きく影響を与えていそうです。

  北京故宮博物館より清朝宮廷の祝賀品展が開催
　香港歴史博物館にて「萬壽載德 ‒ 清宮帝后誕辰慶典（長寿と徳-
清朝皇帝・皇后誕生祝賀展）」が10月9日まで開催中。今年は香港
の中国返還20周年を記念して、北京故宮博物館のコレクション
から厳選された425点（210組）もの貴重な品々が展示されます。
今回注目を集めている作品は、清朝時代の最盛期、皇帝（乾隆

帝）の母親の還暦を祝う際に献上されたと伝わる「絵巻物（崇慶皇太后萬壽圖の第4巻）」。還暦を祝う
様子が鮮明に描き出されているだけでなく、200年前の作品にもかかわらず保存状態が非常によく、
鮮やかで、芸術作品としても十分楽しめるのだとか。なお、初めての北京以外で展示されるとのことで
も注目が集まっています。
　その他、展示作品で注目を集めているのは、皇帝や皇太后の誕生日のみで使用されたとされる龍
と雲の紋様がデザインされた金メッキの銅製の鐘。皇帝自らが父親のために2年もの月日をかけて書
き上げたという「如來陀羅尼經」など。普段は目にできない清朝宮廷での祝賀に使用された品々を間
近でご覧になってみてはいかがでしょうか。
「萬壽載德 ‒ 清宮帝后誕辰慶典」
開催日：7月2日～10月9日
場所：香港歴史博物館

ウェブ：http://hk.history.museum/en_US/web/mh/exhibition/current.html
入場料：20香港ドル（全日制の学生、高齢者や身体の不自由な方には割引あり）
  　　　30香港ドル（同時開催の展示「八代帝居 ̶ 故宮養心殿文物展」含む）
休館日：毎火曜日（祝祭日は除く）

  コントのような ロレックス盗難事件
　先日、21歳の香港人男性がサッカーのプレイ中に、ベンチに置いて
いたロレックス（約600万円）を何者かに盗まれるという事件が発生。警
察の捜査もあり翌日にはチームメイトが「間違えて時計をつけて帰っ
た」と警察に告白・届け出をしたことで事件解決と思われていましたが、
その後、事件を担当した警察官がロレックスを偽物とすり替えていたこ
とが発覚し、逮捕されるという珍事件が発生しました。

事件が発生したのは6月25日（日）の夜のこと、被害者である21歳の香港人男性は長沙湾（ちょうさ
わん）のサッカー場で、携帯電話とロレックス（コスモグラフ・デイトナ50周年記念モデル）を服に包ん
だ状態でベンチの上に置き、友人とサッカーをプレイしていました。ゲーム終了後、被害者はロレック
スが無くなっていることに気づき警察に通報し、捜査が開始されました。
　翌日の朝、一緒にサッカーをしていた友人が「着替える時に間違えてつけて帰り、悪意はなかった」
と警察にロレックスを届け出。被害者は「友人には悪意がなかったことを信じる」として、被害届は取り
下げたようです。
　ところが事件の2日後、この事件を担当していた警察官が、本物を紛失したという理由で偽物のロ
レックスとすり替えていたことを警察署の巡査長が発見し、担当していた警察官が警察官に逮捕され
ました。幸いにも持ち主が引き取りに来るまでに、本物のロレックスが発見され、シリアルナンバーの
照合がおこなわれ無事に引き渡されたそうです。
　サッカー場やレンタルコートなどでスポーツを楽しんでいる最中に、ベンチに置いてある携帯電話
や財布を盗まれるという被害は少なくないそうです。くれぐれもお気をつけください。
　　なお、被害者の名字は鍾（チョン）さん、皮肉にも「鍾」は置き時計という意味となります。

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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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18K～25K

大手監査法人にて会計士を募集。日系、香港
および中国法人の会計監査と決算、財務業務、
海外法人設立支援、M&A交渉アドバイスなどの
業務。公認会計士資格保持者で5年程度の経験
を有する方。中国での税務知識のある方優遇。

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 RGF 香港35K～80K

日系保険ブローカーにて資産運用コンサルタン
トを募集。資産形成コンサルティング及び提案。
香港の日系法人企業のリスクコンサルティング
とフォローアップ。 保険ライセンス保持者優遇。
コミュニケーションスキルの高い方。

香港/香港島 RGF 香港営業・販売系/金融・保険 18K～23K

企業クライアントへの情報通信技術（ICT）
ソリューションの推進。営業リードの開拓と
顧客要求の特定。日本の法人顧客とのと良好
な関係確立。市場シェアと企業収益の向上。
英文文書作成および英会話堪能な方。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K

日系特許事務所にて日本語ネイティブのスタッフ
を募集。日本のお客様の特許取得に関わる書類
の作成、確認。日本のお客様からの電話応対。
コミュニケーション能力が高く、正確な作業が
出来る方。就労可能なビザをお持ちの方。

香港/香港島 RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

18K～20K

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

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結果
英文レポート作成。リリース商品の市場反応の
モニタリング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。英語堪能な方。

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System I（AS / 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。システム開発と
RPGプログラム開発担当のシステムアナリスト
のチームの管理。英語・中国語ビジネスレベル。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 10K

日系会計事務所にて会計コンサルタントのアシ
スタント（パートタイム）を募集。日本語ホット
ラインの対応や庶務および一般事務。1年以上
の経理経験者優遇。ビジネスマナーのある電話
対応ができる方。在宅勤務。

RGF 香港香港/香港島 50K～75K技術系（IT・通信）/
金融・保険

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

RGF 香港30K～40K香港/香港島

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。

海外Eコマース事業のコンサルティングを行う
IT企業にて経理・総務スーパーバイザーの募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。香港
の事業会社にてバックオフィスの就業経験の
ある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

22K～26K

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の募集。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
や出張手配など。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。

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

投資用資産管理会社にて日本人顧客に対する
事業開発マネジャーを募集。日本人顧客のフォ
ローアップ、投資セミナーの実施、クライアント
各社への提案。IIQE paper1,3,5保持者優遇。
北京語、広東語または英語ビジネスレベル。

日系大手電気・プリンターメーカーにてセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～23K RGF 香港香港/九龍

RGF 香港企画・広報・
経営管理系/商社 30K～45K香港/九龍

EMS事業を行う日系商社にて会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査
対応、税制対応、および日本本社への定期報告。
香港もしくは海外法人での会計実務経験者。

香港/新界 20K～28K RGF 香港営業・販売系/商社

日本食材を扱う貿易商社にてスーパーバイザー
の募集。営業チームの管理、既存顧客のフォロー
と新規開拓。業界問わず5年程度の営業経験を
お持ちの方、もしくは飲食業界での営業経験者
歓迎。

香港/新界 25K～35K RGF 香港
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

大手半導体/LED産業向けアセンブリ/包装機サ
プライヤ企業にてオプティクス・コンサルタント
の募集。2D/3Dマシンビジョン用光学・照明シス
テムの研究開発。テレセントリックレンズやTV
レンズなど高精度幾何光学システム設計経験者。

香港/新界 28K～30K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシス
タントマネジャーを募集。既存企業のフォロー
および一部新規開拓。サービスの提案、受発注、
見積書作成。物流会社での業務経験者。英語
ビジネスレベル。北京語できる方歓迎。

香港/新界 18K～25K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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。定期支払業務、請求
書発行の指示。出勤管理・賃金支払業務。経理・
総務業務または物流業界経験者歓迎。

RGF 香港企画・広報・
経営管理系/商社 50K～70K

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 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 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。中国語日常会話レベル以上。

香港/九龍

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系
企業クライアント営業、受発注業務、生産/物流/
納品管理。繊維業界、アパレル業界の経験者歓迎。
東京、華南地区、バングラデシュ、ミャンマーへの
出張有り。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

RGF 香港
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 20K
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香港

香港香港＆深圳

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

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

日本 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つを担当。Jsoxに基づいた監査
を行う。年に4回海外出張あり。

インテリジェンス
香港16K～香港/香港島

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 30K～35K

金融機関の調査部にて、リサーチ業務。担当
セクターの顧客訪問・ヒアリング及びレポート
発信業務。★市場リサーチ経験・アナリスト
経験・財務分析経験者、情報収集能力・プレ
ゼン能力必須。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

20K～25K香港/香港島
証券企業の営業アシスタント。ミドル・バック
業務。スタッフ/アシスタントレベル。顧客との
メール・電話、口座開設、KYCなど。★金融業界
経験者、KYC経験者尚可。資格所持者歓迎。

香港/香港島 時給
HKD128

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。

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

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 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。

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

物流企業より倉庫管理ポジション募集！ 顧客
訪問へ営業と同行,倉庫現場スタッフの管理
や指導。★3年以上の物流業界での倉庫管理
経験。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K香港/九龍
ITコミュニケーション企業よりカスタマー
サービス募集。日本の顧客からの注文を電話
で受け、パソコンで簡単なデータ入力業務。
★基本的なPCの操作やエクセルができる方。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港18K～23K香港/九龍

金融アウトソーシングのカスタマーサービスス
ペシャリスト。顧客からの電話対応、未回収の
請求書に関する対応。★（半数以上欧米系顧客
のため）英語ビジネスレベル。

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

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
機器メーカーより営業コーディネーター募集！
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/九龍

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～22K香港/九龍

ITインフラ企業の営業コーディネーター。エン
ジニアアサイメント作業、ベンダーとの仕入
交渉、見積書・請求書の発行、その他総務業務。
★最低5年の営業コーディネータ経験、ITに詳
しい方。

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。

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香港/新界

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。

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 香港/新界 15K～18K

商品管理部：スタッフ~アシスタントマネー
ジャー募集。商品情報・在庫の管理。★事務の
経験者ベスト、明るい方で、仕事に対して真摯
な人を希望。

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）

18K～20K香港/新界
機械メーカーよりメンテナンス事務募集！内勤
にて見積もり・請求書作成、本社とのやりとり、
仕入れ先との交渉、修理進捗確認等。★事務
経験者、ビザホルダー。

Reeracoen香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

時給
HKD100～
HKD150
(要相談)

長年の経験を持つクリニックで、医療コーディ
ネーターとして勤務。医師の診療補助、医師と
日本人患者の通訳業務が中心となる(尚可：
看護師免許あり)。

Reeracoen香港/新界サービス系/
旅行・レジャー・観光 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の業務。
シフトでの業務となるが、空港で働きたい方、
旅行や空港での業務経験のある方大歓迎。

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

AOBA香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港

　年の瀬も迫る2016年のある日、普段どおり外回り営業を
していると部下から何度か着信があったことに気付いた。
顧客先で好物のラーメンをすすりながら、「食べ終わった
ら折り返すか」と考えていたら再度オフィスから呼び出し
が。ただ事ではないな、とたまらず電話に出ると、その内容

ら固まった。

社員Ａ：「原因不明のコンピューターウイルスで社内デー
タが消えちゃって…」

私：「えっ？！ 具体的にどういう状態なの？」

社員Ａ：「いつも使っているコレとコレとコレが開けま
せん。拡張子が変わっちゃって…」

私：「うそだろ？！ バックアップとかは取ってあるの？」

社員Ａ：「可能な範囲で今やってます！かなり深刻な状況
なので、パソコンやITサポートの『Kato Tech』さん
に電話して、これから来てもらいます」

私：「分かった。これからすぐ戻ります」

　その後、オフィスに戻った私は改めて事態の深刻さに直
面した。社内で保存していた7～8割のデータを損失、「どう
復元するか？」を考えれば考えるほど顔が硬直、頭に色々な
情報が刹那的に駆け巡る。ちょうど私の帰社より10分程前
に現場に入り、作業に取り掛かっていたKato Techの技術
者Kさんも、「うーん、これは復元は難しいですね。サーバー
上で自動バックアップなどはとられてますか？」

私：「いやぁ～、全て会計総務スタッフに任せっきりで、
聞いてみないと分からないですね。〇〇さん、これ
分かる？」

会計総務スタッフＡ：「I don’t know because I just started 
working in this company.」

私：「だよなぁ~…、ちょっと諸々確認しますので、少々お待
ちを」

　それから約2時間が経過して、何とかサーバーへアクセ

スするURLとパスワードらしきものを見つけたものの、悪
戦苦闘。以前にサーバーの設定をローカル業者に委託し
ていた関係で、連絡は取ったものの、「パスワード？それ
は前におたくの会計総務に教えたよ。私は分からないな」
と、冷たくあしらわれ撃沈。Kato TechのKさんも結局はそこ
が分からないと何もできず、緊急のウイルス駆除ソフトを
各パソコンにインストールする応急処置を施していただ
き、その日の作業は終了した。

次号に続く（後編は7月21日号に掲載します）

）編前（ ！事惨大TIの末年るあと

Kato-Information Technology Co., Ltd. (Kato-tech)
TST ,.dR ydoM 76 ,.rtC alusnineP ,rewoL nO ,.F/G ,28L tinU： 所住

電話：(852)2368-4673  メール : info@kato-tech.com.hk
ウェブ : www.kato-tech.com.hk翻訳 画像処理ソフト開発 パソコン修理販売 Web制作 レンタルサーバー レンタルWifi

自社セキュリティの脆弱性を狙われて社内すべてのパソコンが
ウィルスに感染してしまう

08 Pocket Page Weekly 14 July 2017 No. 600
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港香港

香港

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

暗号通貨（仮想通貨）活況の中、キモに銘じておきたいこと

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。

　暗号通貨あるいは仮想通貨の周辺が喧しい。
　ブロックチェーンという極めて改ざん困難なネットワーク上
の取引記録生成を可能にした技術を実装したはじめての暗号
通貨「ビットコイン（BTC）」
　改ざん困難なブロックチェーン技術に契約内容（例：商品の
引き渡しがあったら約束の金額を支払う）を書き込みその通り
に執行する機能であるスマートコントラクトを備えた「イーサ
リアム（ETH）」
　発行体のないビットコインとは違い、送金の迅速化、簡素化
を目的にリップル社が発行しているドル、円など世界中の法定
通貨だけでなくビットコインやイーサリアムなどの暗号通貨と
交換可能な「リップル（XRP）」
　ビットコイン（BTC）が最初にモノと交換されたのは2010年
のことでそのときの取引が10,000BTCでピザ2枚を買ったとい
うもの。さすがにこのときはジョークのノリだったらしいが今
から1年ほど前に1BTC=50,000円台だったビットコインは今は
1BTC=300,000円前後（※2017年6月時点）で推移している。新
技術の実験からはじまりネットや実店舗でモノが買えるまで
になりその価値もうなぎ登りのビットコインの成功により、雨
後のたけのこのように実に様々な暗号通貨が生まれている。
2017年中盤の時点で暗号通貨・仮想通貨は世界で700種類ほ
どあるという。
　こうした様々な暗号通貨はネットワーク上に作られた「取引
所」と呼ばれる場所で法定通貨と交換されている。ビットコ
イン以外のほとんどの暗号通貨は現時点では法定通貨と交換

（売買）できるだけで、それ自体を使って商品を買うことはまだ

できないにもかかわらず多くの暗号通貨が盛んに買われその
価値がどんどん上昇している状態だ。バブルの様相を呈して
いると思う。最近では新たに開発した暗号通貨を取引所に上
場させる「ICO（Initial Coin Offering）」という言葉も出てきてい
る。これは証券取引所に株式を上場するIPO（Initial Public 
Offering）を暗号通貨に置き換えたものだろう。
　もちろん国家のレギュレーションに沿って運営されている証
券取引所のIPOと国の法規制外（というよりむしろ国の規定が
追いついていない）ところで運営されている個別の民間取引
所で行なわれるICOを同列に扱うことはできない。しかし実際
に取引所での暗号通貨の売買で損益が確定する状態になっ
ているのでそこには間違いなく投資（投機）機会はある。バブ
ルは弾けたときに多くの人を奈落の底に突き落とすが、逆に
うまく立ち回った人の人生を一瞬にして好転させるものでも
あるのでそこをしっかり理解したうえで暗号通貨の取引に参
入するならそれも良いと思う。
　個人的に暗号通貨についてキモに銘じておきたい点が3点
ある。
　ひとつ目はバブルの狂瀾と崩壊。2000年前後にあったITバ
ブルの時期にはIT関連の会社の株であればなんでもかんでも
上がったがその中にはビジネスモデルや収益構造的にしょぼ
い企業も多く含まれておりバブル崩壊とともにメッキが剥が
れて暴落した。そうでない企業はもちろん今でも大いに活躍し
ている。仮に暗号通貨が今バブルの状態でそれが崩壊すると
したらやはり優良な通貨とそうでもない通貨が分かれるだろ
う。ダメな通貨に投資して持ち続ければ大きな損失を抱える

可能性がある。
　ふたつ目は政府の新たな規制でマーケット以外の原因によ
り暗号通貨の価値が変動してしまうことだ。アイスランドでは
ビットコインの売買を違法としているし、中国やロシアなど複
数カ国では全面的ではないもののその流通に関して厳しい規
制を設けている。後づけで国家がその使用を法規制すれば
我々が抗える術（すべ）はない。マネーロンダリングの温床に
なる云々の理由もあるだろうが、何より通貨の発行権は国家の
既得権益であり暗号通貨はそれを脅かす要素があることは意
識しておく必要があるだろう。
　最後は計画の頓挫や詐欺により投資資金を溶かしてしまう
ことだ。市場が熱く盛り上がっているときには必ずまがい物も
現れる。
　「画期的なコインを開発した。発表前にあなたにだけ特別
価格でオファーします」
　「数年前にピザ2枚分のBTC10,000は今30億円の価値があ
るって知ってますか?」
　「このコインに投資して、◯人に紹介すればその◯%があな
たに支払われ・・」
　などと、甘い言葉に乗って購入した暗号通貨がICOを通じて
取引所で扱われることもなく放置される。真面目に運営しよう
としたのに失敗するにせよ、最初から仕組まれていたにせよ
聞いたこともない「コイン」が再び法定通貨に変えることもで
きず自分の「口座」に鎮座している。。それは暗号通貨活況の
影で必ず発生するだろう。その意識は常に保ちながら暗号通
貨に向き合いたいと思うのである。

ビジネス（香港・広東共通）
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広州 深圳
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（所在地） 広州天河区珠江新城興盛路
（間取り） 1LDK　81㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅・APM花城大道駅徒歩10分圏内、
 AEONほかショッピングモール傍、
 日本料理やアイリッシュバーなど飲食店多数、
 自転車乗り入れ禁止の公園も近く、散歩・ジョギングが可能
（室　内） 家具・家電一式付き、窓大きく天井高い、バスタブ有り
（備　考） プール有り、24時間セキュリティ万全
（月　額） 9,500元

W 公 寓

（所在地） 広州天河区珠江新城華利路
（間取り） 1LDK　86㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅徒歩5分圏内、
 AEONほかショッピングモール傍、
 日本料理店多数、建物敷地内に緑、
 近場クリニックや輸入食材コンビニが有り便利
（備　考） プール・ジム有り、24時間セキュリティ万全、
 建物管理会社の日本語対応有り
（室　内） 家具・家電一式付き、落ち着きのある欧風内装、
 キッチン広い、バスタブ有り
（月　額） 8,500元

嘉 裕 公 館

エ ジ ン バ ラ（ 愛 丁 堡 ）

（所在地） 広州天河区珠江新城花城大道
（間取り） 3LDK　152㎡
（環　境） 地下鉄珠江新城駅・猎德駅・APM花城大道駅徒歩10分圏内、
 管理区内に緑地、建物一階大通り沿いに日本人経営ベーカリー、
 百貨店有り買い物便利
（備　考） プール有り、24時間セキュリティ万全
（室　内） 家具・家電一式付き、建物新しく内装綺麗、バスタブ有り
（月　額） 16,000元

ライフパートナーライフパートナーライフパートナー 広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014
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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）
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