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今週のNIKKEI記事

日経新聞電子版
購読者を見開き
2ページでご紹介！

タイ      ハン香 情港 漂の緒 う

下町エリア大坑詳しくは6ページをご覧ください

今週の香港散策記事!



香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

熊本の人気キャラクター
くまモンの夏祭り

～8月31日

巨大くまモンに会える！ 期間限定イベント
　世界中で人気を誇る熊本のキャラクター「くまモン」が香港にやってきた！会場は、旺角

（モンコック）「Grand Plaza」、「Gala Place」、黄大仙（ウォンタイシン）「Hollywood Plaza」

の3箇所だ。今回のイベントのテーマは「夏祭り」で、九州屈指の夏の風物詩「山鹿灯篭ま

つり」の浴衣を着たくまモンは、ここでしか見ることができない。その他、くまモングッズ

売り場には、なかなか香港では手に入らないレアなくまモン商品を多数取り揃えてい

る。フードコーナーでは、くまモンランチボックスを販売。焼きチキンパンや豚肉パン、フ

ルーツティーなど、すべて熊本から直送した食材を使用している。くまモンと一緒に暑い

夏を目いっぱい楽しもう！

子どもの考える力を育てる！ 絵本の展覧会
　絵本は子どもの教育において、考える力を養う最も重要なツール。そ

こでPMQでは、夏休み期間を使って絵本のアドベンチャーを開催。世界

中から120冊以上の絵本

を集め、独創的なワーク

ショップや読書会を行う。

子どもと一緒に、絵本の

知らない世界を体験しに

行こう！

絵本のアドベンチャー
PMQで開催

～8月13日

Citywalk, 1 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan
12:00～21:00
www.facebook.com/citywalk.hkHKD5/30分

Courtyard & Marketplace, S710, PMQ
11:00 ～19:00
(852)5135-6250
www.pmq.org.hk/event/picture-book-adventures/?lang=en

Grand Plaza: 625 & 639 Nathan Rd., Mongkok
Gala Place: 56 Dundas St., Mongkok
Hollywood Plaza: 3 Lung Poon St., Diamond Hill

1 Castle Peak Rd., Gold Coast
(852)2452-8833
www.sino-hotels.com/hk/gold-coast
1泊HKD1,488（追加HKD500でミスターメンリトルミスの部屋に宿泊可）

好きな場所で自転車が利用できる新サービス
　香港では初となる自転車のシェアリングサービス「Gobee.bike」。自転

車の設置場所は、大埔（タイポー）、沙田（サーティン）、馬鞍山（マーオン

サン）の新界エリア。合計1000台が使用可能。アプリを使ってQRコード

をスキャンして、ロックを解除する仕組みだ。観光や運動不足の解消に、

ぜひこのサービスを活用してみよう！

Gobee.bike
自転車レンタル

ミスターメン・リトルミスに会いに行こう！
　南国リゾート気分を味わえるゴールドコーストホテルでは、夏限定の

ミスターメン・リトルミスをテーマにしたイベントを開催中。キャラク

ターグッズ作りやア

ニメの観賞会など、

子供と一緒に楽しめ

る内容が盛りだく

さん！夏休みの思い

出作りにぜひ訪れて

みよう。

ミスターメン・リトルミス
夏のウォーターパーティー

～9月3日

タカラトミー
CITYWALK×プラレール展

～8月6日

鉄道ファン必見！ 大型鉄道模型展示会！
　CITYWALKとタカラトミー社のプラレールが大型鉄道模型展示会「大

型鉄道の城」を開催中。巨大なジオラマにはたくさんの列車が行き交

い、時間を忘れて楽し

むことができる。その

他、プラレールで自由

に遊べる体験スペース

や、販売も行っている。

香港ピックアップ
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香港広東

香港ローカルニュース
  絶滅危惧種のピンクイルカの死骸がラマ島で発見
　7月2日（日）、香港のラマ島のビーチで妊娠中のピンクイルカ（体
長2.45メートル）の死骸が発見されました。その後、お腹の中から取
り出された体長1.02メートルのピンクイルカの胎児の死亡も確認さ
れるというショックな出来事がありました。
　絶滅危惧種であるピンクイルカは、香港のランタオ島周辺で見る
ことができ、1997年には香港で200頭以上の生存が確認されていま
したが、2016年4月～2017年3月の調査では前年度より27％減少し、過去最低である47頭の生存しか
確認されておりません。
　WWF（世界自然保護基金）は、ランタオ島周辺の埋立地の建設や船舶交通量の増加がピンクイル
カの減少に関係していると指摘しており、今後、香港国際空港の第3滑走路の建設が始まると埋立地
がさらに増え、ピンクイルカの生態にさらに影響を与える恐れがあると懸念しています。また、その他
の環境団体においては、ランタオ島周辺でおこなわれている香港マカオ間の橋の建設が原因となり、
海の汚染・生態系の破壊が進んでいると指摘しています。
　ピンクイルカが出産できるのは3年に1度であり、子育てには3年かかるそうです。環境保護が進み、
希少な動物の絶滅が防げることを願います。

  インフルエンザが大流行 1週間で死亡者18名
　現在、香港内でインフルエンザが大流行しています。香港衛生署
の発表によると6月29日～7月4日の約1週間でインフルエンザによ
る死亡者が18名。香港医院管理局は、インフルエンザ流行期の今
年3月のと患者数が同水準に達していると発表しました。
　香港でインフルエンザが流行するのは、通常1～3月及び7～8月
ですが、今年は5月頃からインフルエンザが流行しており、ここ2ヵ
月の間ですでに118名が死亡しています。今週は、11校の学校及び

9ヵ所の老人ホームなどで大流行しているとも報道されており、まだ収まる様子は見られていません。
　インフルエンザ患者数が増加している理由として「6月は例年より雨が多く、ウィルスが空気中にと
どまれる時間が長くなったため」と香港の医師は解説しています。先月6月の雨量が非常に多かったと
の報道もありましたが、雨の多い日が続いているため引き続き注意が必要です。
　現在流行しているのはインフルエンザは、感染力が強いA型で潜伏期間は1～2日とされています。
高熱に伴う悪寒や関節痛が発生した場合、インフルエンザの可能性が高いため、すぐに病院に行か
れることをお勧めします。

  香港の「大帽山」で撮影した写真が世界トップ賞
　アメリカの環境団体 ザ・ネイチャー・コンサーヴァンシーが
主催する自然をテーマとした「2017年 フォトコンテスト」で、参
加者32,700人の中から20代の香港人女性ジェシカさんが撮影
した香港最高峰の山「大帽山（たいもうさん）」が「自然と人々」
部門でトップ賞を受賞。香港内にある大自然が世界中から注
目されています。
　ジェシカさんの作品のタイトルは「This Night, A Dream Has Come True（この夜、夢が叶った）」。登山
服を着た女性が雲に包まれた山頂付近でライトをかざしている作品となり、ジェシカさんは「香港のせ
わしい都会の中にも、世界に誇れる自然の絶景がある」と写真に込めた思いを説明していました。
　賞を獲得した各写真家の大きな写真画像はこちらからご覧いただけます。
https://www.nature.org/photos-and-video/photography/photo-contest/2017-photo-contest.xml
　また、主催団体のアジア太平洋地区代表は、「彼女の写真は自然と人々の共存を表現しており、自然
の大切さを人々に再認識させると共に、自然保護についても考えさせられる作品となっている」とコ
メントをしており、さらにコンテストのテーマに完璧に合った作品であったと評価しました。
　旅行者にとって香港は、高層ビルが立ち並ぶ華やかな街というイメージが強いようですが、多くの
自然と触れ合うこともできる地域です。大帽山以外にも、自然と触れ合うことができる場所がいくつか
ありますので注目してみてください。
1．ドラゴンズバック（龍背）：石澳（シェックオー）、大浪湾（タイロンワン）などを見渡せる絶景を堪能で
きるハイキングコース
2．大欖涌水塘：屯門の大欖郊野公園（タイラムカントリーパーク）にある巨大な湖
3．西貢東郊野公園（サイクンイーストカントリーパーク）の六角石柱群
　上記のスポットは、以下リンクのCNN travelの記事「Hong Kong’s most beautiful places」で写真を
確認することができます。
http://edition.cnn.com/travel/article/hong-kong-most-beautiful-places/index.html?gallery

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

04 Pocket Page Weekly 21 July 2017 No. 601
B



香港 香港

香港

香港

05Pocket Page Weekly 21 July 2017 No. 601
B



1

2

3

4
5

銅鑼
湾道

Sch
ool 
St.

Firs
t Ln
.

書 館
街

Kin
g S
t.

She
phe
rd S
t.

京 街

施 弼
街

新 村
街

Sun
 Ch
un 
St.

第 一
巷

W
un Sha St.Tu

ng
 Lo
 W
an
 Rd
.

浣 

紗 

街

天后MTR

住所：Shop 1 and 2, G/F., Wing Hing Court, 
  　　110-114 Tung Lo Wan Rd.
電話：(852)2398-8000 
時間：12:00～14:30（ランチ）、18:00～22:30（ディナー）

　寿司好きの人達が通う隠
れた名店。優れた腕を持つ寿
司職人が握る絶品寿司が食べられる。日本から仕入れる
鮮魚はどれも新鮮！店内の席数は限られていていつも満
席なので、早めの予約をオススメ！

鮨辰1

　本格石窯焼ピザが自慢のお店！当店オススメのローマ風薄焼きピザを求め
てくる人も多いほどの人気店。オーダーが入ってから1枚1枚焼くピザは、薄焼きク
リスピーでとても香ばしい。トマト、パンチェッタ、イタリア産卵を使ったピザ
『パンチェッタ』は絶品！テイクアウトも可。

Piccolo Pizzeria Bar3

　厳選された各国のワインやフレッシュにこだわったチーズマス
ターオススメのフランス産チーズ、スペイン産の生ハムを豊富に取

も手に入れることができる。テイクアウトまたは当店でチーズやハ
ムを軽くつまみながら仕事後にバール感覚でチョイ飲み出来るの
もうれしい。

Fresh Gourmet4
　どら屋のオーナーが2011年11月にオープンした新鮮な魚貝類を
メインとした海鮮バーベキュー専門店。市場の中で食べるような感
覚で気の合う友人や家族と肩肘張らず気軽に利用できる。目の前で
焼いてくれるので見ているだけでも楽しめる。日本語メニューもあ
るので安心。人気店なので事前予約が望ましい。

浜焼大将5

　上環や中環にも店舗を構える、アットホー
ムで気軽に利用できる人気のカフェ。ディ
ナーメニューも豊富で選りすぐりのチーズや
ワインも多数取り扱っている。ブレックファー
ストメニューは終日あるので、週末ブランチ
にも最適。オススメは『エッグベネディクト』！！

Classified 2

住所：G/F., 28 Shepherd St.
電話：(852)2808-0840
時間：15:00～24:00（火～木）、13:00～26:00（金）
　　  10:00～26:00（土）、10:00～24:00（日）

住所：G/F., 8 King St.
電話：(852)2895-5000
時間：18:00～23:00（月～木）
　　  17:00～23:30（金～日及び祝日）※ラストオーダーは23：00

住所：G/F., 1 Wun Sha St.
電話：(852)2824-3001
時間：12:00～15:00（ランチ）、18:00～22:30（ディナー）

住所：G/F., China Tower, 1-9 Lin Fa Kung St. West
電話：(852)2857-3454
時間：8:00～24:00

MTR天后駅を下車後、香港中央図書館の裏手をぐるっと囲む銅羅湾道（Tung Lo Wan Road）から
高級住宅地へと繋がる大坑道（Tai Hang Road）周辺に位置する「大坑（タイハン）」にはローカル屋台
からスイーツ、個性的なレストランやお洒落なカフェが多く集まる隠れ家的スポット。レトロな建物が
建ち並ぶ「大坑」には週末や夜になると若者が集まってきて、外国人にも人気スポットの一つ。香港で
も3本の指に入る程のパワースポット「大坑蓮花宮」を参拝しながら、グルメ巡りをしてみてはいかが？

維多利亞公園
Victoria Park

蓮花宮
Lin Fa Kung
Temple

香

情
港

漂
の
緒

う

を大坑タイ
ハン
散策

下町エリア
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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/香港島 RGF 香港20K～25K

【急募】独立系ITシステム企業にてカスタマーサ
ポート＆システムオペレーターの募集。取引シ
ステムのカスタマーサポート業務全般、日本人
顧客の出入金管理・トレーディングサポート。
英語日常会話レベル。即入社可能の方歓迎。

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/九龍 RGF 香港25K～35K

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。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

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/九龍 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 30K～45K

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

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
の英文レポート作成。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
のチーム管理。英語・北京語ビジネスレベル。

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

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。

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。

営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K RGF 香港香港/九龍

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

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/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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

15K～20K

大手日系航空会社にて日本語スタッフの募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。グラ
ンド業務のチェックなど。3～5年以上の航空
業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/新界

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。

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 35K～40K

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港＆広東

香港＆広東

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 25K～30Kセールス経験。英語でコミュニケーション出来

る方。電子企業経験者優遇。

インテリジェンス
香港30K～35K香港/香港島

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。

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港
時給ＨＫＤ
50～70

（経験により
応相談）

食品・飲料業界よりパートタイムの商品開発
募集！新商品のメニュー開発や、商品に関す
る棚卸し（在庫確認など含む）。★週３日勤務
9：00～18：00⇒応相談可能！

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。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB
25K～40K深圳 1:成型技術者2:購買3:営業。

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

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード

50K香港/香港島
投資運用企業よりIR担当募集。Global(アメ
リカ・ヨーロッパ・HK・Singapore)のお客様
対応。ヘッジファンドの運用・説明。★投資関連
のご経験、英語ビジネスレベル。

香港/香港島 20K～22K
日系企業に対して紙媒体や情報サイトの営業。
出張なし、休日出勤なし、残業ほぼなしでプライ
ベートとの両立を図りやすい仕事。★ビザ取得
基準を満たす方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

営業・コンサルタント/
その他サービス 20K～30K香港/新界

音響・イベント系企業より営業募集!! コンサート
の音響やコーディネーションの仕事。音楽
関係先（アーティスト事務所など）への営業
業務全般。★英語・広東語コミュニケーション
レベル以上。

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、営業同行,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

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 25K香港/新界

物流業界より営業募集！！基本的にはインサ
イドセールス業務全般。主に既存顧客のフォ
ロー。見積もり作成や新たな物流に関する提案
業務。★関連経験（物流業界1～2年、海外
未経験者は5年ほど）のある方。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港20K～26K香港/九龍

アパレル業界より営業兼マーチャンダイザー
募集！お客様の問い合わせ対応、折衝、工場へ
の縫製方法の指示、生産管理など。★縫製知識
がある方。就労ビザをお持ちの方。

営業・コンサルタント/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

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/
旅行・レジャー・観光

16K
フレンドリーな雰囲気で愛される4つ星ホテル
での、日本人のお客様専任のゲストリレー
ション職。ビザサポートあり。★接客業経験、
英語コミュニケーションレベル以上。

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/
メーカー（機械・電気・電子）

～20K香港/九龍

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2～
3年の営業コーディネート経験者は尚可。

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
の提案・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/
金融・保険・投資顧問 20K～23K香港/香港島

香港にある日系企業へ各種保険の提案。年金、
会社の任意保険、従業員向けの医療保険など
の商品提案。

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(尚可：看護師
免許あり)。

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

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。

香港WORKS香港/九龍
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～30K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。

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
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香港

香港＆深圳香港

【前回のあらすじ】
　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、大事件が発生した。社内で
保存していた7～8割のデータを損失、ローカル業者へ委託
していた自社サーバーもパスワードが分からず、応急処置で
「Kato Tech」に依頼、緊急でウィルス駆除ソフトをすべての
パソコンにインストールする対策を行った。

　その後、パスワードを見つけ出し何とかアクセスするも、
どこがどうなっているのかをIT素人が理解できるわけもな
く、以前にサーバー機器の設定を依頼したローカル業者に
話を持ち込むことに。時刻は午後10時を回っていた。もし、
自動のバックアップ設定がされている場合、更新頻度（毎

日、毎週、毎月など）によってデータが書き換えられていく（IT
サポートKato TechのKさん曰く）とのことなので、設定をデ
イリーにしている場合、前日にバックアップされている正常
データはすべてウイルス感染したデータに書き換えらえて
しまうらしい。

　「最後の望みである正常データまで感染されてしまっ
たら…」と考えるだけでも怖く、タクシーに駆け込んで無我
夢中に走った。10分ほどで到着すると、見覚えのある技術者
Pさんが出迎えてくれた。内心「これで何とかなる」とホッとし
ていた。サーバー機器を確認すること3、4分。廣東語なので
何を言っているか瞬時に理解はできなかったが、諦めにも
似た「どうしようもできない感」だけは肌感覚で察知した。

Pさん：「そもそもバックアップ設定がされてないよ…僕が
設定した後に誰かが解除したんじゃないの？」

私：「………（サーバー関連の知識に詳しいスタッフもいな
く、そもそも今回みたいな緊急事態でなければアクセ
スする心当たりもなく）………、お前設定してないや
ろーーー！！！」とは言わなかったが、突発的で不慣れな
作業に加えて深刻な状況に対して疲れと怒りが心の中
で大噴火。とぼとぼとオフィスまでのタクシーに乗り、

「どうしたらいいのか」と先に起こる不安に苛まれつつ、

「心頭滅却すれば火もまた涼し」とはこういうときに用い
るんだなぁ、と思考が遥かかなたに飛んでいったことを今
でも鮮明に覚えている。

　結果、私の知る限りで過去7年分の会計およびメイン
データの8割を失い、辛うじて残っていたメールベースの
最新データなどをかき集めて、それを基にデータ復元作業
を開始した。受けたダメージを修復するのに約3カ月を費
やす、会社を揺るがす年末の大惨事となった。

　これを機に当社では、サーバーの切り替えおよび管理
サポートの委託、各スタッフのパソコンの定期メンテナン
ス、これまで社内の会計総務に依存していたメールのアカ
ウント設定やパスワードの管理なども全てKato Techに切
り替えて一元管理で平穏な日々を過ごしている。

とある年末のIT大惨事！ （後編）

Kato-Information Technology Co., Ltd. (Kato-tech)
住所 ：Unit L82, G/F., On Lower, Peninsula Ctr., 67 Mody Rd., TST
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

変更前の旧サーバー

変更後の新サーバー
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香港

香港

MWM Wine School by Debra Meiburg MW
住所：Unit 1524, 15/F., 41 Heung Yip Rd., Wong Chuk Hang, Wong Chuk Hang
電話：(852)3612-2624
ウェブ：http://mwminternational.com/mwm-wine-school

　香港在住で業界に強い影響力
を持つワインマスター、デブラ・
メイバーグMW氏はこのたび、世
界的に有名なWine＆Sp i r i t 
Education グロプ）TESW（tsurT
ラムを提供するワインスクール
「MWM Wine School by Debra 
Meiburg MW」を開校した。
　WSETは2016年だけで世界で
72,171人が学び、世界的なワイン
教育と資格のスタンダードとして
認定されており、カジュアルなワ
イン愛好家から経験豊かな専門
家まで対応している。
　当スクールは香港の新興アー
トとライフスタイルの拠点である
黄竹坑(ウォンチョクハン)に位置
し、近代的な教育施設と活気に
満ちた魅力的なカリキュラム、優
秀な講師陣と、強力な同窓生
ネットワークを備えている。
　デブラ氏は、「真のワイン愛好
家は人生の"生徒"だと私は思い
ます。なので私達は、コース修了
後も生徒同士で交流できる、専

門家と消費者をマッチングさせ
るワイン愛好家のためのコミュ
ニティを作りました。コース修了
後もイベントなどを通してワイン
を味わって語らい、楽しむことが
でき、当スクールが提供するライ
フスタイル経験の一部となるの
です。」 と述べた。
　ワイン教育の世界的注目エリ
アである香港で、貴方も奥深いワ
インの世界を学んでみては？

　「新本格派ミステリ」といえば
知る人ぞ知る『十角館の殺人』
（綾辻行人、1987年）。この話の
中に、筆跡を隠すためにワープ
ロを使って書いた脅迫状、とい
うのが出てきます。当時のワー
プロの普及状況は作中にも書
かれている通り、大学の研究室
になら１台ずつぐらいはある、
という程度ですが、このわずか

十数年後に、誰もがキーボードで日本語を書くという時代が
訪れます。戦後一貫して下がり続けていた漢字使用率はワー
プロの出現と進歩によって一転、増加に向かうことになりま
す。ワープロの直前の時代は、あまり普及しなかった和文タイ
プライター。グリコ・森永事件（1984～85年）の犯人「かい人
21面相」の文書「どくいり きけん たべたら しぬで」などでもわ
かるように漢字を打つということは非常に手間だったので
す。更に前の時代はというと、脅迫状の筆跡隠しは新聞や雑
誌から活字を拾った切り貼りと相場が決まってました。横溝
正史『女王蜂』などなど。
　藝→芸、體→体、龍→竜、のような略字の採用には、書く負
担の軽減という利点があったのですが、ワープロ以降の時
代、漢字の画数の多さは問題ではなくなります。書くのが超人
的に速くて作品数が驚異的に多い赤川次郎は、主要キャラの
名前を画数の少ない字にするなど秘訣（？）があったようです
が、今の時代なら『君の名は。』の主人公「瀧」のような画数の
多い名前でも執筆の速度に影響を与えません。常用漢字表
の平成22年の改定で新たに加えられた字に「籠」（かご、ろう）
がありますが、かつてJIS漢字コードが先走って定めた略字の
「篭」ではなく、旧字体の「龍」のほうを使った「籠」です。龍→

竜、瀧→滝、との足並みの乱れ、整合性の問題は無視された
形ですが、「襲」という、「龍」を略さない常用漢字もちゃんとあ
ります。（なお、赤川次郎は現在も一途に手書きを続けている
とのこと。）
　先駆けのワープロの時代のJIS漢字には現在もなにかと足
を取られることがあります。賣→売、讀→読、にならった「冒
瀆」の「涜」や、區→区、毆→殴、にならった「森鷗外」の「鴎」な
どなど。旧文部省から漢字政策を受け継いだ文化庁の「（常
用漢字表の）表外字は略さない」という方針決定が後手に
回ったため、かつては「瀆」「鷗」と打とうにも字がなく、「冒涜」
「鴎外」は広く世間に出回ってしまっていて、現在も字の選択
にあたって人々を大いに迷わせているのです。「壺」と「壷」な
どもそう。「発酵」「醗酵」「醱酵」のように３種の形を持つもの
もあります。
　機械化が漢字に与える影響は中華圏でも同じ。「綫」を普通
に使っていた香港、現在は「線」がはびこっています。なぜ
「線」が増えたのかというと、繁体字のコンピュータ用文字
コード「Big5」（漢語名「大五碼」または「五大碼」）を作ったの
が台湾のコンピュータ会社だったので、「綫」がなかったから
です。今年50周年を迎える香港の老舗テレビ局「無綫電視」
（TVB）は「綫」ですが、1993年成立の「香港有線電視」（CABLE 
TV）は「線」。香港ではこの「綫」と「線」の混線（？）は特に問題
にはなってないようで、というより、気付いてない人も多いよ
うに思われます。漢字と仲良く共存していくには細かいことは
気にしないほうがいいのかもしれませんね。現在は香港政府
の作った拡張文字セット「香港増補字符集」（HKSCS）という
のがあるので、「綫」はもちろん、「衞」（衛）、「滙」（匯）、「峯」
（峰）、「邨」（村）など香港で使われているほとんどの字が打て
るようになっています。「綫」と似た境遇の字に「栢」（柏）が
あって、女優の張栢芝（セシリア・チャン）が「張柏芝」となって

いることがあるのはこのため。先月香港を襲った台風の名前
「苗柏」を星島日報など一部のメディアは「苗栢」としていまし
た。これはいわゆる「過剰修正」でしょうか。混線はつづくよ、
いつまでも。
　日本の漢字は必ずしも「略字」すなわち画数が少ないとは
限りません。例えば「昇」。香港では「升」です。升級、升格、升
降。「昇」は人名や固有名詞のほかは化学用語の「昇華」ぐら
いなもの。歴史的にも「昇」のほうが新しく、「日が昇る」ことを
表したおめでたい字です。「湾（灣）曲」は、香港では「彎曲」。
日本では当用漢字のころ漢字の数を減らすため、使用頻度の
低い「彎」は廃止、海の「湾」と統合して、「彎曲」は「湾曲」と書
きかえたのです。かつて「弯」という略字があったのは「涜」
「鴎」「醗」などと同じ理由。表外字は略さないことになったの
で、「湾曲」のような書き方をしたくない人は「弯曲」ではなく
「彎曲」と書きましょう、ということ。
　日本の漢字の「歩」には、点がひとつ多くあります。日本人は
「步」を「歩」と書く。このことはなんと康煕字典（1716年）にも
記されています。中国の古典に「歩」という形もあるにはあり
ますが、もともとは「步」。これは略字ではありません。止＋少、
ではないのです。右足＋左足、の象形。香港の教育者は、「歩」
と書くな、と結構厳しく教えますが、古い印刷物や手書きの看
板などでごくまれに目にします。台湾では「江戸川乱歩」（亂
步）が「乱歩」のまま書かれることもあるので、そういう本が香
港の書店や図書館にも並んでいます。
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