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今週の香港ピックアップ

ExhibitionExhibition

海外で作る自分年金セミナー
in香港＆深圳開催のお知らせ

2月9日～11日

　今年の日本経済も日銀の異次元緩和政策とアベノミクス景気による株高が続
く可能性が高いが、その背後に隠された副作用と財政リスクに十分気をつける
必要がある。今年4月に任期を迎える日銀の黒田総裁が再選された場合、金融引
き締めへ向けた出口政策をますます急がなくなり、緩和政策継続の副作用が日
本経済を害することになる。
　具体的には、マイナス金利が銀行などの収益を圧迫すると同時に、債券市場は
機能を低下させ、年金基金など機関投資家も運用収入の減少に苦しんでいる。異
次元緩和を継続すれば、より強い副作用で日本経済の屋台骨がぼろぼろになる。
黒田総裁は自分が始めた巨大緩和を自分できっちりと終わらせる責任がある。
　一方、2018年度予算案では歳出の3割超を占める社会保障費は医療費や介
護費が膨張し、5000億円前後増加する。国債費を除いた政策経費を新たな借金
に頼らずどれだけ賄えるかを示す「基礎的財政収支」は引き続き10.4兆円の赤
字となる。
　国家の健全財政の基準は対GDP比100%以内とされているが、日本の国債発
行額は対GDP比246%となっており、対GDP比が200%を越えるのは、主要先進

国の中では有史上例がない。このまま次世代への負担が増え続けていく状況が
続けば、年金や医療等の社会保障制度は制度そのものを維持していくことが難
しくなり、次世代への禍根を残すことになる。1～3割の負担で誰でも治療を受け
られる国民皆保険制度は既に瀕死の状態に陥っている。
　将来世代に禍根を残さないためには、自分の年金は自分で用意しておくこと
で国民年金制度に頼らずに生活できるだけの老後の準備をできるだけ早く始
めておくこと、病院などで必要性の低い医薬品の処方を頼まないといった対応
を一人一人の現役世代が心がけることが益々大切な一年になっていく。

香港がミニサイズに！
　オリンピアン・シティと快樂微型藝術會(Joyful Miniature Association)

の19名の芸術家がコラボして、2月22日までオリンピアン・シティ2でミニ

チュア模型展が開催さ

れる。50個のミニチュ

ア模型が展示され、そ

のうちの10個は未発

表の作品だ。ワーク

ショップも開かれるの

で模型好きは集まれ！

オリンピア・シティ2
ミニチュア模型展

～2月22日

Victoria Park, 1 Hing Fat St., CWB
2月10日～15日 12:00～24:00、2月16日 24:00～6:00
www.fehd.gov.hk

Olympian City 2, 18 Hoi Ting Rd., Mong Kok
12:00～21:00
無料

University Museum and Art Gallery, 
The University of Hong Kong, 1/F., 
Fung Ping Shan Bldg., UMAG., HKU., 
Pok Fu Lam Rd., Pok Fu Lam
9:30～18:00
www.umag.hku.hk

「イフガオ族」の芸術と文化に触れる
　香港大学美術博物館は、フィリピンのコルディリエラ山脈に居住する少

数民族「イフガオ族」の芸術と文化の展示を行う。めったに見られない

フィリピンのルソン島北部のイフガオ

族、ボントク族、カンカナイ族の芸術家

の才能が見られる展示になっている。

香港大学美術博物館主催
「イフガオ族の彫刻」

～2月4日

旧正月イベント
ヴィクトリア公園年宵市場2018

2月10日～16日

香港で一番大きい年宵市場
　今年も一年に一度の年宵市場がヴィクトリア公園で開催される。香港

で一番大きな年宵市場であり、入場数が最も多い。今年は475件の売店が

あり、テーマショップ、乾

物製品、ファストフード

店などが出店する。ま

た、政治家や俳優など

の有名人も訪れる場所

として有名だ。

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締役。格付け会社
勤務経験を生かした金融商品のリスクとリターンの丁寧な説
明に定評がある。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」で
も独自の視点で世界の金融情報を発信中。

「アベノミクス景気の副作用」

＜セミナー日時・場所（参加費無料・定員各5名）＞
2月9日（金）香港10:00～12:00
2月10日（土）香港15:00～17:00
2月11日（日）深セン15:00～17:00
※以下HPの「セミナー申込」もしくはQRコードをスキャン
(852)9062-0532　　            　   www.kenshin.com.hk　　
kitsu@kenshin.com.hk　　 　 WeChat：hidekitsu1
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  飛行機の定時運航率ランク　アジア一位は香港航空
　英国のOAGが「航空会社の定時運航ランキング2017」を発表し、アジア1位の航空会社は香港航
空、2位はカンタス航空、3位は日本航空（JAL）となりました。
　アジアの航空会社の定時運航率トップ10は以下のとおりであり、定時運航の定義は定刻より14分
59秒以内に発着したもの、フライトのキャンセルは定時運航されなかったものとしてカウントされて
います。
1位 ： 香港航空　88.83％
2位 ： カンタス航空　86.18％
3位 ： 日本航空（JAL）　85.27％
4位 ： ジェットスター・アジア航空　85.08％
5位 ： スカイマーク　85.00％
6位 ： シンガポール航空　84.07％
7位 ： 全日本空輸（ANA）　83.81％
8位 ： ニュージーランド航空　81.33％
9位 ： インディゴ　81.22％
10位 ： ヴァージン・オーストラリア　81.06％

　OAG（OAG Aviation Worldwide Limited）は世界の航空データを収集・分析する英国の調査会社で
あり、アジアだけでなく世界250の航空会社を対象に各ランキングを作成しています。
　全てのランキングは以下OAGのレポートから確認ができます。世界全体の1位はラトビアのエア・バ
ルティック、2位が香港航空、3位がハワイアン航空となりました。

https://www.oag.com/hubfs/Free_Reports/Punctuality_League/2018/PunctualityReport2018.p
df?hsCtaTracking=355de328-d17a-4f61-9f5b-137270b39310%7Cf2bdd8b5-dbe9-49fd-9563-aa2
56d348cfa

  香港、大気汚染レベルが深刻
　香港の大気汚染指数が非常に高くなっています。香港では大気汚染指数を「1～10＋」で表します
が、現在、銅鑼湾（コーズウェイベイ）ではレベル10、中環（セントラル）と旺角（モンコック）ではレベル

9、香港郊外でもレベル6～8と健康被害が及ぶ数値
レベルとなっています。
　香港環境保護署は、大気汚染レベルが8～10にな
ると心臓病や呼吸器系に問題がある方はもちろん
のこと、一般市民も外出を控えるようにと呼び掛け
ており、交通量の多い所へは近づかない、外出時間
をなるべく減らすようにと注意を促しています。マス
クを着用することで、ある程度の予防はできるような
ので、外出時はマスク着用をお願いします。
　また、香港環境保護署は2017年の大気中光化学
オゾン濃度が、過去18年間で一番高かったことを発表しました。光化学オゾンは健康被害を引き起こ
す大気汚染物質であり、自動車や工場から排出される揮発性有機化合物や窒素酸化物及び炭化水素
類が、太陽光線を受けて光化学反応を起こし発生します。2017年の香港は気温が高く雨が少なかっ
たため光化学オゾンが発生しやすく、偏西北風により珠江口の光化学オゾンが香港に流れ込んでき
たことも原因となり濃度が高かったと香港環境保護署が説明しています。

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
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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

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

日系大手メーカーが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 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/香港島 35K～45K

外資系海運企業が経理・財務の担当者を募集。
香港法人および各子会社の決算業務。月次・
年次決算、収支報告書作成。来期予算計画作
成および監査対応。海外子会社を含む連結
決算業務経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 30K～60K

個人向け金融サービスを提供する金融機関が
リレーションシップマネージャーを募集。投資
信託・債権の営業推進全般、営業推進事務
サポート。金融機関（銀行、証券会社、投信会社
等）で5～10年程度の勤務経験がある方。

日系電子部品製造企業がセールスエグゼク
ティブを募集。自動車部品メーカーに対する
ディスプレイ製品の品質管理・開発営業。日本
工場との連絡、中国工場および香港顧客フォ
ローアップ。北京語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

資産管理サービス会社がカスタマーサポート
を募集。お客様及び代理店からのお問い合わせ
対応。セールスマネージャー及びセミナー開催
時のアシスト。日本語を母国語とし英語もしく
は北京語がビジネスレベルの方。

RGF 香港香港/九龍 18K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系保険会社がアカウントマネージャーを
募集。日系企業を中心にした既存顧客のフォ
ローアップ業務。日系保険ブローカーの窓口
担当。3年以上の金融業界での経験もしくはBtoB
営業経験をお持ちの方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～32K営業・販売系/金融・保険

日系保険ブローカーが資産運用コンサルタント
を募集。香港在住日本人への資産形成コンサル
ティング及び提案、金融商品選びのサポート
など。個人向け営業、資産運用コンサルティング
経験のある方。保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/金融・保険

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う
企業がリレーションシップマネージャーを募集。
契約更新を含む既存顧客のフォローアップと
管理。マーケティング部と編集部と連携し、顧客
向けの市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/金融・保険

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K～23K

日系大手物流会社の空輸事業部がセールス
コーディネーター（内勤）を募集。営業担当者の
サポート業務、見積書作成補助、スケジュール
調整。営業経験者、もしくは営業事務、貿易事務
などの経験者。英語ビジネスレベル。

香港/新界

RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～25K

日系ITシステム会社がウェブマーケターを
募集。ウェブイベントおよび広告の管理。売上
管理。3年以上のマーケティング関連の経験が
ある方。少人数の職場で働ける方。即入社可能
な方歓迎。

香港/九龍

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

60K～70K

日系建設関連企業が香港・東南アジア統括拠点
の副総経理を募集。建設用資材の受注販売を
行う海外営業活動全般。香港/東南アジア統括
拠点および生産工場の管理。建材、施工等の建設
関連業界で15年以上のキャリアを持つ方。

香港/新界

日系電子部品製造企業がセールスエグゼクティブ
を募集。日本顧客のフォローアップ。中国工場との
調整業務。受発注・納品・各種対応、トラブルシュー
ティング。EMSまたはOEM/ODMの営業経験の
ある方。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（機械・電気・電子） 香港/新界 25K～27K

大手監査法人が会計士を募集。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。

RGF 香港香港/香港島 35K～80K
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

【急募】業務拡大につき食品商社が営業職を
3名募集。日本食の飲食店への生鮮食品の販売、
取引条件の交渉、受発注、資料作成など。日本語
ネイティブレベル。深夜勤務あり（シフト制）。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 25K～35K

欧米系の国際金融情報提供サービスを行うグ
ローバル企業がアカウントマネージャーを募集。
新規顧客の開拓、自社商品の販売、契約更新に
関する業務など。Ｍ＆Ａ業界に関心のある方。
金融業界出身者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 40K
営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

ファッション関連のWebサイトの翻訳・デジタル
マーケティング企業がデジタルマーケティングス
ペシャリストを募集。Webコンテンツの管理、マー
ケティング活動の実施と分析。デジタルマーケ
ティングの経験がある方。英語ビジネスレベル。

日系証券会社が会長秘書を募集。会長のスケ
ジュール管理、電話対応、会議のアレンジ・資料
の作成、日本本社との連絡など。3年以上の
秘書・アシスタント業務の経験をお持ちの方。
英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系会計事務所が会計オフィサーを募集。香港
日系企業の会計・税務サポート。香港及び日本
オフィスと連携し、会計処理関連の問題に対処、
アドバイス。その他会計関連のアドミン業務。会計
事務所/監査法人などのファームでの経験者歓迎。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K
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

日系電子部品製造企業が営業シニアマネー
ジャーを募集。規顧客開拓、既存顧客のフォロー
アップ、および各種電子部品の営業。各工場および
サプライヤーとの調整業務。10年以上の電子
分野での営業経験または管理職の経験がある方。

香港/新界 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

日本食材を扱う貿易商社がスーパーバイザー
を募集。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 RGF 香港営業・販売系/商社 20K～28K



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/香港島 25K～40K Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港にある日系証券会社が機関投資家や個人
投資家向けの新規開拓営業担当を募集。主に
日本株や投資信託の販売が中心。

香港/香港島 18K～23K Reeracoen営業・販売系/
小売・流通・通信販売

大手日系商社が営業担当を募集。中国にある
クライアントから商材を仕入れ、社内の海外
グループ企業に引き渡すルート営業がメイン。
商材は車載のプリント基板。

香港/香港島 20K～25K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系F&Bが店舗ホール兼キッチンスタッフを
募集。お客様へお料理の提供、調理をはじめ、
ローカルスタッフと共に、店舗運営の実務業務
を担当。

Reeracoen
企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～35K

成長中の会社で会社の管理に携わる業務。
各店舗の売上げ、収支状況の確認、数字分析、
原価計算。（原価計算には、輸入関税、空港
使用料、為替、エア便、船便など色々なものが
関わってきます。）

香港/新界

サービス系/外食・フード 20K～22K香港/新界
香港国内日本食レストラン３店舗の店舗チーフ
を担当。３店舗全てのオペレーション管理から、
既存の店舗香港人スタッフの教育がメイン業務。

Reeracoen

Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 東莞 15K～20K

日系大手商社系企業で中国の東莞にある契約
工場にて日系企業や社内レポートなどに関わる
事務全般。一般的な報告書だけでなく、購買、
物流、在庫管理など幅広く担当。

Reeracoen18K～22K香港/九龍
大手日系サービス企業が企画担当者を募集。
ローカルの個人のお客様向けに、日本行き
パッケージツアーの企画。

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光

Reeracoen会計経理・経営管理/
医療関連 香港/九龍 25K～40K

本社と連携を取りながら主に財務・総務・人事
と健全な企業運営の為に管理面の整備及び
運用を管理職としてマネジメントしつつ、現在
責任者が自ら行っている各種実務をフォロー。

Reeracoen

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 20K～45K
日系監査会計企業が会計士を募集。アジア
マーケットの受注が増えている為、中国・アジア
市場に興味があり、スタッフと柔軟なコミュニ
ケーションが取れる方を募集。

Reeracoen

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 18K～25K
日本にある法人向けサービスのコンサルタン
トメンバーとして主にペイロール(給与計算な
ど)の業務を担当。日本の給与計算は控除など
が複雑なため、その実務などを担当。

Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

日系企業がアジア・オセアニアを飛び回るケー
ブル・ハーネスの法人営業を募集。3年以上の
営業経験・英語ビジネスレベル必須。電気分野
での経験歓迎。

香港/新界

Pasona Asia

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～30K

香港法人設立及び法人委託代行サービスの
提供を行なっている総合コンサルティング会社
が新規開拓営業職を募集。3年以上の同業界
での経験者優遇。交渉力・コミュニケーション力
のある方。会話レベルの英語力。

Pasona Asia
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
医療関連

香港/九龍 14K～18K

医療機関がメディカルコーディネーターを募集。
同業界での経験もしくはカスタマーサービス
の経験者優遇。英語もしくは広東語必須。医療
業界に興味のある方で安定して長期勤務可能
な方好む。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 17K～20K
不動産仲介業者がアドミンアシスタントを募集。
日本営業チームのアドミンサポート業務。オフィ
スワーク２年以上、英語コミュニケーションレ
ベル、時間厳守で仕事を遂行できる方。

Pasona Asia

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 17K～20K

外資系企業で日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサービスを担当。電話・メール・
チャットでお客様からの問い合わせに対応。翻訳
業務あり。英語ビジネスレベル。マルチナショナル
なベンチャー気質の環境を楽しめる方。

Pasona Asia

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
18K～28K 
（資格・経験に
より応相談）

会計税務を中心としたコンサルタント、コーディ
ネーター職。経理に関する実務経験や知識、
資格のある方、会計事務所勤務経験者優遇。
英語、広東語、北京語のいずれかビジネスレベル。

Pasona Asia
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～35K

サーバー等のシステムインテグレーション、
ネットワーク・データセンタの顧客維持や拡販
活動、オフィス移転に関するアウトソーシング
サービスの営業担当。英語または広東語必須。
ICT業界経験2年以上。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K～30K
ビジネスコンサルティング会社が秘書業務を
募集。4年以上の秘書経験及びビジネス英語
必須。対人能力に優れた方。ファイナンス・会計
学位保持者優遇。

Pasona Asia

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 28K～30K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲームの
アフィリエイトマーケティング部門でプロジェクト
マネージャー補佐を募集。新規企画の現場との
すり合わせを担当。英語ビジネスレベル。マルチナ
ショナルなベンチャー気質の環境を楽しめる方。

Pasona Asia

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～25K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサポート部門でサポート役を募集。
提携アフィリエイトへの支払い等を担当。英語
ビジネスレベル。マルチナショナルなベンチャー
気質の環境を楽しめる方。
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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

パーソル香港営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 応相談

外資系金融情報サービス会社から２ポジション
募集！　①リレーションシップマネージャー。
②リージョナルアカウントマネージャー。★日系
法人顧客向け営業活動、プレゼンなど。M&Aや
経済分野の時事ニュースに興味関心のある方。

パーソル香港営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/九龍 ～40K

日系法律会計事務所が営業マネージャーを
募集！在香港日系企業や日系社会に対して
人脈を広げてビジネスチャンスを開拓する、
オフィスの管理業務など。★法人営業経験者、
北京語のできる方、歓迎。

パーソル香港営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍

応相談
（経験や能力に
より応交渉）

外資系ビジネスコンサル企業が営業・マーケ
ティングを募集！　顧客の要望を正確に把握し、
サービスの改善及びマーケティング、市場調査、
分析結果の報告書作成など。★3年以上の営業/
マーケティング経験者。

パーソル香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 28K～30K
資産運用企業がJapanese　Business 
Executiveを募集！　ビジネス対応の翻訳・顧
客からの問い合わせ処理（Eメール/電話、会
議通訳など。★日英の書類作成スキル必須。

パーソル香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（化粧品・医薬品）

応相談

大手製薬会社が２ポジション募集！　①総務
マネージャー。★財務基礎知識、管理部門の
マネージャー経験要。②マーケティング担当。
★ブランド（主にスキンケア）育成（販売促進、
広告制作）。

香港/九龍

パーソル香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

17K～20K
インテリア業界がパーソナルアシスタントを募集！
総務（会議資料作成・オフィス備品管理）、秘書
（ディレクターのアシスタント・通訳翻訳）など。
★英語力を活かして、出張可能な方。

香港/九龍

パーソル香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

23K～28K
（経験や能力
により応交渉）

日系商社が人事総務ポジションを募集！　駐在
員のサポート業務全般（日本本社への報告書
の作成、数字の取りまとめ、基本的な経理業務
の補佐など）★3年以上の総務・秘書・営業事
務等の経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
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）

15.5K～

電子・電気機器業界がマーチャンダイザーアシ
スタントを募集！ベンダーにPOを発行し、部品
の納期を管理、それに伴う事務処理、香港人
スタッフとの連携など。★同様の職種経験の
ある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港
マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

応相談

スキンケア化粧品会社がウェブマーケティングポジ
ションを募集！　香港におけるWeb広告・マーケティング
の企画実行、本社マーケティングチームとの協業・
企画立案など。★Web広告・マーケティングに精通
している方、コミュニケーションレベルの英語力。

香港/新界

パーソル香港営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 25K～30K

金融系アフィリエイト企業がセールスマネー
ジャーを募集！　ブログ・YouTube・メールマ
ガジンなどの更新と電話営業・応対、メール等
の顧客対応全般。

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 ～28K

ローカル金融企業がプログラマーを募集。自社
システムおよびウェブサイトの管理、セキュ
リティを担当。Linux、PHP、Java他を使用。
ビジネルレベルの英語、ビザサポート検討可。

香港/九龍

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 30K～

購買部のマネジメント、スタッフの指導。各種
商品の海外からの購買。値引き交渉や、配送
計画のフォロー。ビジネスレベルの英語。経験
により新規ビザサポートあり。

香港/九龍

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

RMB～25K上海
顧客からの会計･税務に関する問い合わせ対応、
グループ内部の監査法人、会計士、スタッフと
の調整、監査スケジュール他、調整業務。ビジ
ネスレベルの北京語要、ビザサポート可。

キングスウェイ

キングスウェイ応相談香港/九龍

メディカルアシスタンス、医療保険、健康診断
プランの提案営業。既存顧客のフォロー中心、
新規開拓もあり。法人営業経験あれば尚可。
経験によりビザサポートあり。将来的にアジア
各拠点へ転勤可能な方。

営業・販売系/
その他サービス

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～35K

大手日系半導体商社の営業主任。営業管理
業務全般、スタッフ教育、日本からのシフトビ
ジネスの対応、納期調整他。半導体業界経験
およびビジネスレベルの北京語必須。ビザサ
ポート検討可。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 17K～21K
日本人スタッフチーム１:CS担当２:セールス
アシスタント:香港で就労可能なビザ所持者
（無い方は応相談）。日本語でのビジネス文書
がしっかり書ける方。ビジネス英語力。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～60K懐石料理シェフ。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～35K高級焼肉レストラン（新規オープン予定）/焼肉
ヘッドシェフ・焼肉経験2～4年以上。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K会計財務マネージャー、日本語ネイティブ。香港/新界

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日本語ネイティブで英語などが堪能な方。10年
以上の営業経験（電子分野での経験者歓迎）。
香港での管理職経験。

香港/新界
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香港 香港

 「デザインとマーケティングと香港の話をします」

第一回：広告は死んだ？
1998年より香港で広告とマーケティングのコンサルティングを
しているTYAの植木（うえき）です。6回に渡って

「デザインとマーケティングと香港の話をします」

というコラムを連載させていただきます。

　本業なのに広告は死んだなんて言っていいの？　と思われる
かもしれません。実際には世の中から広告が無くなる訳ではあ
りません。PPWでも魅力的な広告が多数掲載されています。私
達は日々、広告に接しています。ただ、コミュニケーションの形が
大きく変わった今日、広告という概念は徐々に新鮮さを失ってい
るのかもしれません。また、何をもって広告と呼ぶのか、という定
義もぼやけてきています。広告をめぐる環境を紹介しつつ、第1
回目のコラムでは「広告は死んだ」という問題提起をします。

 　２つの視点からお話したいと思います。
１つ目の視点は消費者が情報を受け取る場所が変わったという
ものです。

 　その立役者がインターネットであり、スマートフォンです。

　ニールセン香港の調査では2015年に1人当たり1日180分だった
ネットの接触時間は2016年になんと270分に増加しました。現在で
はスマホをネットに繋ぐと大抵のことができます。情報を得る、買う、
つながる、撮影する。スマホだけで仕事を完結する人も増えました。

多くの人が多くの時間を過ごす場所に広告が進出してくるのは
当然のことでしょう。 

　さて、最近、MTRの車内広告を見ましたか？　乗客は皆、スマ
ホを見ています。ゲームにチャットの低頭族でその広告を覚えて
いる人がどれほどいるでしょう？それならスマホに広告配信した
くないですか？

　誰がテレビを見ているの？　という声も良く聞きます。でもテレ
ビは相変わらず強くて、調査では媒体接触率第1位。視聴方法
が進化して、ネットにつながっていればスマホでいつでもどこ
でも視聴でき、過去の番組を視聴することもできます。いくつか
の新しい局も人気です。ネットのおかげで視聴する選択肢が
増えました。

　動画配信や動画投稿、WEB、ブログ、検索エンジン、ソーシャ
ルメディア、各種アプリ。オンラインメディアは増え続けていま
す。マスメディアを加えると、消費者と企業のタッチポイントは
膨大な数です。

　顧客ターゲット、メディア属性、顧客に期待する行動、市場に
おける商品の現在位置を熟考の上、クリエイティブ表現とのベ
ストミックスを見つけることが必要です。

　2つ目の視点。消費者は情報を選択でき、自分も発信するよう
になったというものです。

　例えば広告はスキップできます。「サイトやアプリで同じ広告
ばかり見るのが嫌だ」という声を聞きます。昔もCM中にトイレに
行ったり、広告を読み飛ばしたりできました。しかし、今ではより
自覚的にスキップやブロックすることが可能です。

　また消費者は情報を発信できます。コンテンツも作ります。
ネット上で互いにつながることができます。不適切な投稿の炎
上も発信の一形態です。更に自分の好きなブランドを勝手に応
援する人もいます。非公式コミュニティに多くのファンがつくこと
もあります。たくさんのフォロワーを持つインフルエンサーがメ
ディアとして期待されているのは周知の通りです。

　オンラインでもオフラインでも良い体験をしたい、という消費
者の欲求は止まりません。いつ、どんな形でどんな情報を受け取
るのが心地良いか、の基準は大きく変わりました。

　広告が限られたチャンネルで、一方的に届けられる時代の終
焉。飛躍的に増えた選択肢と、自ら発信するパワーによって、消
費者の行動様式は全く異なったものになりました。その意味に
おいて「これまでの広告は死んだ」ということだと思います。
　これからのコミュニケーションはより戦略的にデザインされた
上で選択してもらう必要があるのです。(続く)

住所：Suite 1801, 18/F., Chinachemen Leighton Plaza,
            29 Leighton Road, Causeway Bay
電話：(852)2810-7023

WEBサイト：www.tya.com.hk
フェイスブック：tyahongkong
インスタグラム：tya_hongkong

ご質問、ご相談や勉強会のお誘いは
フェイスブック　 ueki.nobuhiko
またはEメール　ueki@tya.com.hkまで

植木 伸彦氏
1995年、黎明期の上海で日系企業
のマーケティング立ち上げを手伝
う。1998年にTYA(HK)LTD設立。戦
略クリエイティブを核に大手家電、
化粧品、食品会社などのブラン
ディング、プロモーション、コミュニ
ケーションプランに携わる。

ビジネス（香港・広東共通）
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　メッセージハウスは、異なるチャンネル間のチームにおけるコミュニ
ケーションにとって簡単かつ効果的なツールであり、その構築は一般的な
企業マーケティングやブランドの位置付けだけでなく、イベントや会議な
どの他のプロジェクトや組織全体のメッセージングにも活用できる。
　最初に考えるべきなのは、あなたが誰と交信しているかということ。こ
れをシンプルに考えるのは意外に難しい。多くの組織で、要求が大きく
異なる複数のステークホルダーグループと通信する必要があるからだ。
　では相手を定義付け、メッセージの構築作業を開始していこう。彼ら
は誰で、何が彼らを行動させるのか。なぜ彼らは貴方の組織に興味を持
ち、どの情報が彼らに重要なのか。彼らはその情報をどう取り上げ、有機
的に見たりするのか、どのチャンネルが彼らを惹きつけるのか、というよ
うに。こうして想像上の顧客像を固めていくペルソナテクニックは、メッ
セージの適切な調整を可能にする。なおペルソナ設定には、多くの関連
する同僚に協力してもらい、時間をかけて行うこと。
　それからテーマの特定と、異な
るグループの写真の作成を始め
ていく。全てのペルソナで共通の
特性を見つけることができると、
トップラインのコミュニケー
ションを作る際に役立つ。複数の
ペルソナを概説したら、潜在的
ワークショップの一部として、その情報をビジネスに携わる適切な人々
と共有することは有益だ。実際これは、複数の部門を抱える大企業で、同
僚とそうした情報を共有することにより様々な観客間の相違点と類似点
を認識し、啓示的な経験として活かされている。なおミュニケーションが
断片的になるのを防ぐため、ペルソナの設定は管理可能な人数にとど
めておこう。
　満足のいく設定が出来たら、メッセージを皆で考えていく。これはどの
ように自社を紹介するかを決める第2のワークショップであり、前述の作
業に協力してくれた同僚達と引き続き行う。ビジネス全体の関係者から
関心を得ることで、全員が構築したメッセージハウスのオーナーシップ
や関与を感じ、貴重なツールだという共通認識が育っていく。
　ワークショップ成功の鍵はまず、誰もが納得するようなペルソナを作

り上げること。次にグループで、適切なアンブレラステートメント、3つの
コアメッセージ、およびコミュニケーションの目的を反映した、関連する
プルーフポイントを考えていく。
　もし複数のペルソナがあ
る場合は同僚をチームに分
けてそれぞれのペルソナ・
グループを割り当て、適切
なメッセージを考えさせる
ようにする。各チーム内に
進行役を設けて、円滑な進
行を促すと良い。
　討論が終わったら各チームは意見を提示し、質問と議論の機会を設け
る。その際は正確なメモを取るか、様子を録画をしておくのがいいだろう。
　こうして様々なペルソナ・グループに対して提案された多くのメッセー
ジを、最終的にはまとめて企業レベルのコミュニケーションに使用でき
る1組のオーバーアーチングメッセージにしていく。その作業は追加の
情報を収集する時間があるかによるが、ワークショップの中で、または終
了後に遂行する。
　チームの考えをまとめるのは容易なことではない。最も印象深いメッ
セージを選ぶか、2つの有力なメッセージを複合させるなどするのが妥当
だろう。ポイントは、短く、印象深く。プロセスの最後に、対象ユーザーに対
して合わないメッセージを付けてしまうケースも見受けられるが、そう
いった場合は、企業レベルのメッセージハウスを作成することを勧める。
メッセージハウスのもたらすメリットは多い。
1.こちらの伝えたい最も大切なメッセージや概要を一目で分かるように

示せる
2.スタッフやサプライヤーにもこちらを知ってもらい、どう思ってほしい

かを表現できる
3.それは有機的であり、あなた自身とともに成長していく

　しっかりしたメッセージハウスを構築することで、適切なメッセージを
適切な方法で伝えることが可能になる。もし貴方がまだそれに着手して
いないのなら、挑戦する価値は大きいはずだ。
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卵が陳列されている棚の前で「どれが良いのだろう？」と迷ったことはないだろうか？
ラベルだけでは分からない、たまごの見分け方をいくつか紹介しよう。

の鮮度、
どう見分ける？卵

ケージ飼育（市販の白卵）
　スーパーマーケットで
販売されているほとん
どの卵は、ケージ内で飼
育された鶏の卵である。
およそ40センチのケージに
最大4匹の鳥が閉じ込められ、飼育環境は酷である。また、
抗生物質およびホルモンが与えられ、穀物や動物の副産物
との混合餌が与えらている。

ケージフリー
　平飼い飼育と呼ば
れ、地面の上で飼育さ
れているが、抗生物質
やホルモンの使用、飼
料の規制はされてい
ない。

ベジタリアン飼育
　緑餌と呼ばれる野菜や牧草中心の餌で飼育されている
が、ホルモンや抗生物質の使用は規制されていない。 

オメガ3添加
　オメガ3が豊富な餌（例えば亜麻など）が与えられたこと
を意味する。これらの卵は、より多量のオメガ3脂肪酸を含
む。飼育環境や化学物質の使用は規制されていない。

オーガニック
　有機卵は、農薬と化学
合成肥料を含まない飼料
を与えられ、抗生物質及び
ホルモンを含まない卵の
こと。飼育状況の記載はな
く、ビークトリミングと呼ば
れるくちばしのカットも許可されている。また有機卵は第三
者機関が不正表示の有無のチェックを行っている。

放し飼い
　鶏は自由に戸外や屋外で過
ごすことが出来るが、その時間
には実は基準はない。消費者
はこのことを覚えておかなくて
はならない。

牧草地での飼育
　鶏たちは外で暮らし、草
や地虫などを自由に食べ
ることができる。これらの
幸せな雌鶏たちは、ビー
クトリミングや、卵の生産
効率をあげるための強制
換羽は禁止されいる。

卵の色について
　卵殻の色は、品質ではな
く、鶏の品種や飼料よって
決まる。また牧草地で飼育
された鶏の卵には色や斑
点が多々存在し、これらは
良い卵といえる。
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