


今週の香港ピックアップ 展示会
An Age of Luxury：the Assyrians to Alexander

～9月3日

Special Exhibition Gallery and 1/F., Hong Kong Museum of History
http://hk.history.museum/en_US/web/mh/exhibition/current.html
HKD10

嚐品慕茶, M/F., Prosperity Indt Bldg., 89 Wai Yip St., Kowloon Bay
15:00～18:00
(852)3421-1944
HKD258/ 2名様料金

Hong Kong City Hall,
 5 Edinburgh Place, Central
20:00
www.ticket.urbtix.hk 　
HKD400、HKD300（6歳以下は入場不可）

想像を裏切る! 「贅沢な時代」の真実
　古代地中海や中東について考える時、私達は記念碑的建造物の遺跡を想像するだろ

う。かつて裕福な人々が金属加工品や象牙、宝石類などの価値の高い品物を収集してい

た。紀元前900年～600年の間は高級品などがインドから地中海へ取引されていた。偉

大な帝国、アッシリア、バビロニアとアケメネス朝は位の象徴になるような高価な品物を

要求した。その結果、模倣品が安価で製造された。最終的にアケメネス朝の富力は確実

にアレクサンドロス3世の力だ。彼の軍事的成功が後に、インドからギリシャまでの領域

を支配し、その影響でギリシャ文化などが地中海へ広まった。

　今回の展示会では大英博物館と香港歴史博物館による共同開催で210品の展示物を

見ることができる。香港初の展示会で「贅沢な時代」についてもっと知ってみよう！

暑い夏、さっぱり抹茶スイーツはいかが？
　抹茶が注目を集める！　「嚐品慕茶」は、4月から6月にかけて日本の老

舗「丸安茶葉」とコラボ、抹茶をテーマにしたデザートを提供。インスタ

映えする富士山をモチーフに

したケーキや蜂蜜抹茶カス

テラなどを始め豊富なメ

ニューを用意。また、新進

アーティストのMiss FATの展

覧会も併設、抹茶スイーツを

味わいながら楽しめます！

Matcha afternoon tea and Miss Fat’s art exhibition 
嚐品慕茶

～6月30日

ジャズ・ミュージック
Le French May 2018:Live Jazz Series

6月9日

ジャズミュージシャンが集まる最高のステージ
　フレンチジャズトランペット奏者のEric Le Lann氏はピアニストのPaul 

Lay氏、コントラバス奏者のSylvain　Romano氏、ドラマーのDonald 

Kontomanou氏、フランス歌手であり作

曲家のEdith Piaf氏とCharles Trenet氏と

共にジャズミュージックを演奏する。各演

奏者による代表的なフランスクラシカル

ミュージックの即興演奏もあり、クラシカ

ルファンは必聴！

Design for Liveability
設計「智」識周 KODW 2018

6月11日～15日

都市における快適な居住性とは
　Designing Knowledge Weekの今年のテーマはDesign for Liveability。

今回はケーススタディ、ワークショップ、その他3つの主要フォーラムが

あり、地元の有数のデザイナーや、専門家が様々な地域からも参加。優

れたデザインによる追

求された都市の居住

性や社会的課題に対

応するグローバルデ

ザインを共有する価

値あるイベントにぜひ

足を運んでみよう！

Exhibition

Exhibition

Exhibition

Hotel ICON, 17 Science Museum Rd., TST
www.kodw.org

https://cloud.marketing.hktvmall.com/thankfulmay2018

Chuen Lung Village and Former Chuen Lung Koon Man School, Tsuen Wan
月火、木～日10:00～18:00、水休
Hi Hill 邂逅山川人
無料 

The Hong Kong Academy for Performing Arts, Lyric Theatre
火～金19:45、土14:00、19:45、日13:00、18:00
www.hkticketing.com/events/WCEVITA0518
HKD1,045、HKD845、HKD595、HKD445

アートプロジェクト
Hi Hill 邂逅山川人

～8月12日

昔に戻ろう！ 忘れられた学校
　学ぶのはとても大切なことで、学校に一歩踏み込めば、成長や友情に繋がる。大人になった今でも、学

校で作った思い出はそこに生きている。荃湾（チェンワン）にある元チュン・ルン・クーン・マン学校は、数々

の世代の成長を見守った、地元の学校。閉鎖されてしまった後も過去を忘れないため、3月より「Hi! Hill 邂

逅山川人」アートプロジェクトを開催中。過去と現在の写真で村の個性や思い出、村人の日常を表現してい

る。13名の芸術家が力を合わせて、校舎でしか表現できないアートを演出。アートプロジェクトでは村の生

活を体験し、当時の時間を肌で感じて、地元の人々の文化や歴史をより深く理解するためのツアーを行っ

ている。さあ、あの当時へタイムスリップしてみよう。

Hillsong United x Young & Free
アジアツアー2018

6月9日

多くの若者から支持を受けているヒルソング
　Hillsong United とYoung & Freeは多数の音楽賞を受賞しているオー

ストラリアのHillsong　Churchのクリスチャンミュージックグループ。彼ら

の音楽は讃美歌とポップミュージックの

組み合わせで、音楽制作から演奏まで、

あらゆるディテールにこだわっている。

Hillsongはクリスチャンの音楽文化を

世に広め、若者からも絶大な支持を受

けている。

ミュージカル
EVITA

～6月10日

名曲が詰まった感動的な舞台
　20以上の賞を獲得したティム・ライスとアンドリュー・ウェバー作、ハ

ロルド・プリンス演出のエビータが5月から上映中。アルゼンチンの元

独裁者の妻、エバ・ペロンが貧しい頃か

ら富と権力を得て、「国民の精神的指導

者」の地位を譲り受けるまでのストー

リー。この数々の賞を獲得してきた今年

必見のミュージカルをお見逃しなく！

HKTV MALL 大セール
3周年感謝祭

～6月10日

品ぞろえ抜群！ デリバリーで楽々お買い物！
　ショッピングサイトHKTVmallは6月10日まで3周年感謝祭を開催中！

毎日の目玉商品は要チック、その他にもデジタル家電、家具、寝具、トラ

ベル用品を始め、食品や化

粧品も何でもそろう。暑い

この季節、家でゆったりと

商品を選んで楽々ショッ

ピング！　特売カレンダーを

チェックしてお得な買い物

をしよう！

Aberdeen West Typhoon Shelter, 8 Hung Shing St., Aberdeen
aberdeendragonboat
無料

イベントAberdeen Dragon Boat Race
香港仔龍舟競渡大賽

6月2日・9日

夏だ！ ドラゴンボートの季節がやって来た！
　香港人に熱狂的に愛されるスポーツ、Aberdeen Dragon Boat Raceは

長年にわたり夏の風物詩としてれ行われ100年以上の伝統を持つ。週末

には一般も楽しめる体験教室「夏日激浪龍舟同樂日」が開催される。参

加者はボート漕ぐスキルを

練習し、アバディーンの海

で体験することが出来る

(16歳以上)。今年は見るだ

けじゃなく、ぜひ挑戦して

みよう！

夏の空に輝く光と音のショー
　ICCのSky　Journeyで毎日19時45分、20時、21時の3回、8月31日まで

開催中。ICCのビルの外壁にコンピュータプログラムに制御された光の

アートが現れる。セントラル、IFC Mallの3階、及び4階には観覧の為のパ

ブリックスペースが設けられる。「ICC　聲光耀維港 Light and Music Show」

アプリをダウンロードしてより幻想的なシーンを楽しもう！

ICC Light and Music Show
Sky Journey

～8月31日

19:45、20:00、21:00

AsiaWorld-Expo, 1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
20:00～22:00
HKD780、HKD580 、HKD380

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&広東
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香港＆深圳

時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋
 香港・華南
2～4月期の香港失業率、2.8％に低下 ＝ 20年以上
ぶりの低水準 － 統計局
　【香港時事】香港政府統計局は17日、2018年2～4月期の失業率（季節調整済み、暫定値）が2.8％と、
1～3月期から0.1ポイント低下したと発表した。教育業のほか、世界経済の好転や香港への旅客回復
により、金融や貿易、観光関連業界が大きく改善した。
　失業者数は約800人増の11万2900人、就業人口は5800人減の386万6600人。労働力人口は397万
9500人と、約4900人減った。
　労働・福祉局の羅致光局長は2～4月期の失業率について、「経済好転を受け、労働市場はさらに逼
迫（ひっぱく）し、20年以上ぶりの低水準になった」と指摘。今後に関しては、経済状況が良好であるこ
とから、労働市場は短期的には逼迫（ひっぱく）状態が続くとの見解を示した。（2018年5月18日掲載）

4月の香港訪日客数、14％減 ＝ イースターの時期
ずれ響く － 日本政府観光局
　日本政府観光局（JNTO）が17日発表した訪日外国人統計（推計値）によると、4月に日本を訪れた香
港人旅客数は前年同月比14.1％減の17万9900人だった。JNTOはイースター連休が昨年の4月中旬か
ら今年は3月末～4月初めになったことが影響したと分析している。
　1～4月の香港人旅客数は前年同期比2.1％増の71万4600人だった。（香港時事）（2018年5月18日掲載）

ゆうちょ銀、海外駐在員事務所を閉鎖
　ゆうちょ銀行は15日、海外金融市場の情報収集拠点として設置していたロンドンと香港の駐在員事務所
を、9月末をめどに閉鎖すると発表した。今後は本社に情報収集機能を集約する。（2018年5月16日掲載）

来年は3連休多い年に ＝ 香港政府が祝日予定発表
　香港政府はこのほど、2019年の祝日予定を発表した。祝日は計17日で、うち4日は月曜日、3日は金
曜日に当たっており、例年よりも3連休が多くなっている。香港各紙が14日までに伝えた。
　旧正月（春節）の祝日は2月5日（火）～7日（木）で、一般企業に勤めている場合は4日と8日に有給休
暇を取れば、最大9日間の連休となる。このほか、国慶節（10月1日）と重陽節（同7日）前後やクリスマス
期間も、有休と組み合わせて長期休暇を取りやすい並びになっている。

　旅行会社のEGLツアーズ（東瀛遊）幹部は「19年は3連休が多く、旅行業界には喜ばしい」と述べた。
幹部によると、過去10年間、ツアー利用者の7割強が5日間のツアーを選んでおり、「来年も近場のツ
アーが主流」との見通しを示した。
　康泰旅行社の関係者も「19年の祝日は短距離向けツアーに有利で、アジアや中国本土への商品が
人気になる」と予測。また、「高速鉄道や香港・珠海・マカオ大橋の開通後は、広東省の珠海・仏山・中
山など珠江西岸エリアや、湛江一帯を目的地とするツアーの人気が高まり、新しい観光モデルとして
定着するだろう」と述べた。（時事）（2018年5月15日掲載）

1～3月期の香港成長率、4.7％に加速 ＝ 通年見通
しは3～4％維持
　【香港時事】香港政府は11日、2018年第1四半期（1～3月）の実質GDP（域内総生産）速報値が前年
同期比4.7％増加したと発表した。成長率は前期（17年10～12月、3.4％、確定値）から加速。前期比（季
節調整済み）では2.2％の伸びで、前期（0.8％増、確定値）から拡大した。
　政府のエコノミスト・欧錫熊氏は成長加速について、「世界経済が全般的に良好な勢いを保つ中
で、外部需要が高まったことが背景にある。好調な労働市場と企業心理の改善で、内部需要にも力強
さが見られた」と総括した。
　通年の成長率見通しについては、「1～3月期は予想を大きく上回った」としながらも、「外部の環境、
特に貿易や金融分野での不透明要素が増しているため、財政予算案でも示した3～4％を維持する」
と指摘。 政府として域外や地元情勢を注視していくとした。
　第1四半期は内需が引き続き堅調で、個人消費が8.6％増となり、前期の6.3％増から一段と加速。設備
投資の増加などを受け、総固定資本形成総額も3.8％増と、前期の3.1％増から伸びが大きくなった。
　世界的な投資・貿易拡大を追い風に、貨物輸出は5.2％増。サービス輸出は香港を訪れる旅客数の
回復や金融市場の活発化が寄与し、7.5％増だった。
　欧氏はまた、物価に関し、経済好調が続く中、一定の上昇圧力がかかるが、通年では緩やかな上昇
にとどまると予測。消費者物価指数（CPI）と基本インフレ率についても、財政予算案で提示した予測
値である2.2％、2.5％を維持するとした。（2018年5月14日掲載）

 上海・華東
米テスラ、上海に100％現法設立 ＝ 規制緩和にら
み工場建設準備
　【上海時事】米電気自動車（EV）メーカー、テスラが中国・上海市の自由貿易試験区に、100％出資の
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免責事項
・掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。  ・時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋

時事速報アジアは、メール配信の「時事速報（全9版）」を柱とし、タイムリーなニュースや過去記事、
各国の経済統計などを閲覧、ダウンロードできる会員制ニュースサイト「時事速報ON THE WEB」
と、緊急時に随時メールでお知らせする「フラッシュニュース」の3点セットでお届けしています。日
本国内主要紙では取り扱われることのない海外現地事情も含め、アジア各国における経済・産業
ニュースを日本語で平日毎朝（現地祝祭日は除く）メールでお届けしています。

時事通信社  香港支局(JIJI PRESS HONG KONG)
電話：(852)2523-7112
メール：jiji@jiji.com.hk
ウェブ：https://www.jiji.com

現地法人、テスラ上海を設立したことが14日、明らかになった。
　中国政府は先月、年内にEVなど新エネルギー車の外資規制を撤廃する方針を発表済み。規制撤廃
に先駆けて現法を設立し、現地生産の準備を進めるのが狙いとみられる。
　登録された情報によると、テスラ上海の資本金は1億元（約17億円）。EVや電池、充電設備の技術開
発などを進める。
　テスラは中国での工場建設地を7～9月期に発表する予定。工場には車載電池モジュールの製造設備
も併設し、中核部品から車両組み立てまで、一貫生産体制を構築する計画だ。（2018年5月15日掲載）

 中国
イオンモール、中国山東省に初出店へ
　【北京時事】イオンモールは今月25日に中国東部の山東省煙台に「イオンモール煙台金沙灘」を
オープンすると発表した。イオングループは山東省内に既にスーパー5店舗を構えているが、ショッ
ピングモール型としては同省1号店となる。
　このモールは敷地面積9万3000平方メートルで、地上4階、地下1階。核となるイオンに加え、ユニク
ロなどの専門店や映画館なども入る。所在地は煙台市経済技術開発区長江路120号。
　イオンモールは2008年の「北京国際商城」店オープン以降、これまで中国17カ所で展開。急速な経
済発展に伴う中間層の拡大を追い風に、積極的な店舗展開を進めている。（2018年5月17日掲載）

 その他アジア
フジトランス、ベトナム法人を設立 ＝ 倉庫事業への
進出も検討 － ホーチミン市
　【ハノイ時事】総合物流企業のフジトランス・コーポレーション（名古屋市）は17日、ベトナムの最大商
都ホーチミン市に現地法人FUJITRANS（VIETNAM）を設立し、貨物の集配・運送などの業務を代行する
フォワーディング事業と物流コンサルティングを同国全土で行うと発表した。ベトナムは、経済成長に伴
い物流量の増加が確実視されるため、倉庫事業も含めた業容拡大を今後、検討する方針としている。
　フジトランスの東南アジア諸国連合（ASEAN）における事業展開は、ベトナムで8カ国目。日本や中
国、欧米の拠点と連携し、ASEANの取引先向けサービスの拡充を図る。
　新会社の設立は今月7日付。資本金は100万ドル（約1億1000万円）で、フジトランスが全額を出資した。
同社は昨年3月、ホーチミン市に駐在員事務所を開き、市場調査を進めてきた。（2018年5月18日掲載）

【アジア風・台北だより】
奇跡のカメラ

　◆日本の女子大生が石垣島の海中で紛失した防水カメラが今年3
月、2年半の時を経て台湾北東部の宜蘭県蘇澳の海岸で見つかる、とい

う奇跡があり、持ち主がこのほど台湾を訪れ、拾い主の児童からこのカメラを受け取った。学校
を挙げての歓迎ぶりに、持ち主の椿原世梨奈さんは感激のあまり涙を流していた。

◆児童の通う岳明小学校で返還の現場を取材した。担任の李公元教諭によると、同小は海の生
態や環境保護について勉強するため、徒歩十数分のところにある海岸で定期的に清掃活動を
行っており、小5の何兆恩君がこの活動で偶然カメラを見つけたという。担任がごみとして廃棄す
るか、学校に持ち帰って中身を調べるかを尋ねたところ、何君は後者を選んだ。もし廃棄処分さ
れていたら、今回の奇跡は起きていなかっただろう。

◆石垣と蘇澳の距離は約230キロ。ただ、黒潮は北向きだから、カメラは石垣を出発して北上し、
太平洋を１周して蘇澳に漂着したのだろうか。李教諭が投稿したフェイスブックをきっかけに、
ほぼ1日で椿原さんにたどり着いたというのも驚きだ。

◆殺伐とするニュースが多い昨今、このような心温まる現場に居合わせることができたのは、こ
の職業ならではの役得だと思った。（P）（2018年5月14日掲載）※ニュースは「時事速報」より抜粋
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プレゼンツ

  フィリピン人ヘルパーの賃上げを要求　中国本土へ流出の恐れ
　香港で働くフィリピン人ヘルパーの最低
賃金を現状の月4,410香港ドル（約61,740
円）から月5,500香港ドル（約77,000円）に引
き上げるように在香港フィリピン総領事が
香港政府に要求しました。現在、中国側が
フィリピン人ヘルパーの受入れを検討して
おり、高い賃金が予想されていることから人
材流出を懸念し、フィリピン総領事が行動に
出たとみられています。
　またフィリピンの労働雇用大臣は先日、ド

バイのGulf News新聞にて「北京がフィリピン人ヘルパー、料理人、ミュージシャン、看護師の受け入れ
を検討している。香港以上の賃金であれば人材が流出するだろう。フィリピン人教師には月11,800香
港ドル（約165,200円）が支払われるという話が進んでいる。」と述べたことも影響していると考えられ
ており、香港にあるアジア移民調整連盟も「香港内のフィリピン人ヘルパーには元教師も多いので人
材流出の恐れがある。」とコメントをしました。
　現状、中国ではフィリピン人ヘルパーの受け入れは許可されていませんが、非公式ですでに30万
人のフィリピン人ヘルパーが中国本土で勤務しており、報酬は月8,600香港ドル（約120,400円）程度
であることが香港メディアSCMPの取材で分かっています。
　香港には約37万人の外国人ヘルパーが勤務しており、そのうち約半数がフィリピン人ヘルパーで
す。フィリピン人ヘルパーが他国に流出すれば多くの香港居住者に影響を及ぼすでしょう。
　2017年7月時点でのフィリピン人ヘルパーの労働賃金は以下の通りであり、香港は他国に比べて低
賃金でヘルパーが雇用されていることも分かります。
※香港は2017年9月に一度賃上げしています。

■オーストラリア　週40時間勤務
17,400香港ドル（約243,600円）

■フランス　週40時間勤務
13,500香港ドル（約189,000円）

■カナダ（1日8時間で時間外は残業代支給）
11,000香港ドル（約154,000円）

■韓国（非公式の雇用も含む）
10,500～14,000香港ドル（約147,000～196,000円）

■日本1日8時間で時間外は残業代支給
8,500～12,700香港ドル（約119,000～177,800円）

■台湾　住み込み食事付
5,170香港ドル（約72,380円）

■香港　住み込み食事付
4,310香港ドル（約60,340円）

■シンガポール
平均3,400香港ドル（約47,600円）

■マレーシア
最低3,100香港ドル（約43,400円）

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・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

ローカルニュース
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湾完全攻略 先週の特集で
伝えきれなかった魅力を
改めてパート2として
お届けします！
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福來上海麺
MTR荃湾駅付近に福來邨
という公団があり、そばに
は「香車街市」と言うマイ
ナー市場。その二階にあ
るのが、このお店。昼間の
みの営業で、急に休みに
なったりもするが、夫婦で
長い間経営している小さ
な上海麺店。メニューは
木版にザ・手書き。ツルツ
ルの上海風ワンタンや水餃子を入れた麺が、たまらなく
美味。夫婦は日本リピーターで、話も弾む。

住所： 1/F., Heung Che St. Market,
 Fuk Loi Estate, Tsuen Wan

1B-4 雲桂香米線専門店

オススメは【小鍋酸辣米線】。お好みでしゃぶしゃぶ用牛肉
をトッピングする事も。この手の店は、辛く無いとスープも
味気ないのが多いのだが、ここ
は【走辣】（辛いの省く）でも酸味
が程よく効いた美味しいスープ
が楽しめると評判。

住所：G/F., 22 Lo Tak Court, Tsuen Wan
電話：(852)2405-4397

2D-4 松記
マイナーな地域に出
店しているデザート
屋。オススメは「雑果
涼粉」（果物色々の
ジェリーグラスゼ
リー）。「涼粉」と言う
このゼリーは季節も
ので、市場では豆腐
屋（なぜ豆腐屋？製法が似てる？）に夏だけ登場するのだ
が、このお店では年中食べられる。ちょっと漢方ぽい香りと
薄っすらとした苦味があり、好き嫌いが分かれるかもしれ
ない。圧巻なのは、深夜（23～02時）。香港デザートは15時
では無く、深夜にこそ長蛇の列。よってお店も夜は横の店
舗も解放し、席を倍確保している。

住所：85B Hoi Pa St., Tsuen Wan
電話：(852)2323-1929

3D-4

德發粥品店
24時間営業で、価格も安い
のでお酒を飲んだ帰りに、
ついつい締めてしまうある
意味【愛すべきエネミー】な
お店。お粥も美味しいが、出
来合いの焼きそばが2～3人
前は有るんじゃないかと思
われるボリュームに対し、価
格は香港の物価感を完全に
無視したHKD12という破格
の為、翌朝の後悔の念が後

を止まない。ゴマや豆板醤やその他調味料は掛け放題。
ビニール袋に入れられた焼きそばの四隅にそれぞれの
調味料をかけて、家に持って帰る人も。テイクアウトの場
合、割り箸はもらえず、串二本
を箸替わりに持たせられるの
がまた、カオス感がある。

住所：G/F., 9B & 11 Sze Pei Square, Tsuen Wan
電話：(852)2498-8404

4D-3 Café 362

住所：Shop G1, G/F., 
 Fortune Comm. Bldg., 
 362 Sha Tsui Rd., Tsuen Wan 
電話：(852)6655-3362

5

最近、パンダホテルの近くにオープンしたカフェ。ちゃんと
バリスタさんがいて、繁忙時間を過ぎた午後15時以降はハ
ンドドリップで珈琲を入れてくれるお店。荃湾にもこういう
お店が増えてきているのが嬉しい。外観からは狭そうだが、
奥には部屋があり、もう少し大人数
で押し寄せても大丈夫。朝食やラン
チメニューも充実しておりパスタな
ども楽しめる。

E-2 パンダホテル

日本人旅行客が多く宿泊しているホテル。ビル内はショッ
ピングモールもあり、日系の飲食店が数社入っている。
AEONや大きな玩具屋もある。ホテル内のレストラン殷悅
中菜廳の点心が美味しいと評判。

住所：3 Tsuen Wah St., Tsuen Wan 
電話：(852)2409-3182

6E-2

荃新天地City Walk 1&2

日系のレストランも複数テナントに入るショッピング
モール。第二期の方には映画館もあり、日本の映画が上
映される事も。

住所：1-18 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan
電話：(852)3926-5708

7C-2&C-3 大薹冰室

洋食を食べたくなると、こ
の洋食屋に行くという日
本人も。ここのステーキの
塩コショウ加減が日本人
好み。

住所：G/F., 75 Tai Pa St., Tsuen Wan
電話：(852)2555-0300

8C-3 入麺
路德圍というスクエ
アの一角にあるマン
ダリンが飛び交う台
湾系料理の店。呼び
込みのお兄さんが
爽やかで好感が持
ると評判だ。味付け
鶏唐揚げや台湾肉
そぼろなどから1つ具を選び、ご飯か麺（スープ3種類）を
オーダーするシステム。前菜にニンニク風味のキュウリの
漬物（蒜蓉拍青瓜）、飲み物（タピオカ入りミルクティーや、
ナタデココ入りレモンジュースなど）が付いて、1人60HKD

以下くらいの値段設定が嬉
しい。ボリューム満点で、飲
み物は、飲み残しをそのまま
持って出られるので、肩肘張
らない店である。

住所： G/F., On Foo Bldg., 
 42 Lo Tak Court, Tsuen Wan
電話：(852)2468-1991

9D-4
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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

華南WORKSサービス系/外食・フード 広州 10K～20K
【北京・上海・広州・台湾求人】【本社採用：海外
駐在も検討】【スカイプ面談&日本面接可能】
日系ラーメン専門店/現場スタッフ店舗管理
マネージャー。

香港WORKS

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/香港島 20K～30K
オンライン投資取引事業１、セールスマネー
ジャー：顧客関係管理、既存顧客へのフォロー
アップ。２、セールスアシスタント。

香港WORKS

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 22K～40K
【香港・広州・北京求人】日系会計監査法人・
進出サポート企業/営業（セールス）兼プロジェ
クトマネージャー

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/
金融・保険 香港/香港島 25K～25K

管理部門シニアアドバイザー：ビジネス戦略
計画とチームマネジメント。B2Bをサポート
する。市場の最新動向を調査と分析。各部門の
マネージャーのマネジメントを行う。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 30K～60K会計財務マネージャー。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

香港/九龍 15K～22K幼児向け日本語教師のフルタイムの仕事。教育
関係の実務経験歓迎。

華南WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

30K～45K
（HKD）
+家賃補助

日系OA機器部品商社での海外統括営業
マネージャー（深圳・香港）北京語歓迎香港
本社、新規中国客先開発（日本先端技術）、人材
管理、労務管理。一部総務フォロー。

深圳

東莞 RMB23K～ 華南WORKS生産管理・品質管理/商社
品質管理部長。雑貨（主にリュック、カバン、
ポーチなどの縫製物）の業界経験20年程度。
管理者経験。北京語必須。

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

HKD140/時

外資系投資会社が期間限定のアシスタント職
を募集。派遣期間は、2018年6月～9月まで。
日本人顧客からの問合せに対してメールおよ
び電話での対応業務。書類の翻訳業務（日⇔
英語）ビジネスレベルの英語。

香港/香港島

Pasona Asia営業・販売系/物流 25K～30K

日系大手物流会社で日系顧客を中心とした
香港・華南での営業と新規開拓に加え、アジア
新興国の新規事業立ち上げを任されるダイナ
ミックな仕事。業界問わず提案型営業経験の
ある方、ビジネスレベルの英語必須。

香港/九龍

香港/九龍 20K～30K Pasona Asia営業・販売系/商社

日系専門商社が営業を募集。既存顧客対応及
びマネージャーと相談しながら新規開拓営業
を担当。華南地区への出張有り。法人営業経験
のある方、ビジネスレベルの北京語・コミュニ
ケーションレベルの英語。

Pasona Asia企画・広報・経営管理系/
外食・フード 香港/九龍 応相談

フルーツの輸入販売・関連事業立上げのための
香港事務所管理責任者を募集。香港での事業
立上げに関わる業務全般、経営戦略企画の立案
から導入、香港拠点のオペレーション全般。日本
出張あり（1回/週）ビジネスレベルの英語。

Pasona Asia
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 20K～21K
日系大手メーカーでの営業サポートの仕事。
営業チームの補佐業務全般、輸出入書類の
作成、メール・電話での対応業務。ビジネスレ
ベルの英語、北京語できれば尚可。

Pasona Asia営業・販売系/メディア 香港/香港島 450K/年
＋コミッション

外資系大手メディアが営業職を募集。顧客(日系）の業務プロセスを
把握し、マーケット及び分析データシステムの効果的な利用方法について
の提案営業。製品の機能や仕様についてのレクチャーなどを担当。3年以上
の金融・リサーチ・債権部門での顧客対応経験者。（株式・債券・ウェルス
マネジメントの業務フローを理解されている方）ビジネスレベルの英語。

Pasona Asia営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 20K
+コミッション

グローバル資産運用会社が営業(日系担当)を
募集。既存顧客との関係構築ならびに新規顧客
開拓営業。資産運用管理経験者歓迎、英語
ビジネスレベル。

Pasona Asia
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～22K

外資系企業の日本市場向けオンラインゲーム運営会社
でカスタマーサポートを募集。提携アフィリエイトからの
問い合わせを担当した後、実力に応じてキャンペーンの
企画等幅広くチャレンジ可能。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。

香港/香港島

Pasona Asia営業・販売系/
コンサルタント 応相談

日本で急成長中のベンチャー企業の香港法人
立上げに伴い、顧客開拓を率先していくコン
サルタントを募集。人事評価制度ソリュー
ションを提供。法人営業またはコンサル経験
3年以上。英語ビジネスレベル。

香港/九龍

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

香港/九龍 20K
日系大手銀行でのバックオフィスの仕事。ト
ランザクションの入力及び日本本社へレポー
ト提出業務。ビジネスレベルの英語。
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香港 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
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 ～20K
投資顧問会社でのカスタマーサービス。保険
業界経験者歓迎。契約済顧客の窓口業務、保
険会社との連絡、営業チームのサポートなど。
英語ビジネスレベル。ビザサポートあり。

Pasona Asia

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など 香港/九龍 20K前後

日系学習塾が学習指導者を募集。小中学生向
けに下記を指導できる方。1.数学または数学・
理科。2.国語または国語・英語。生徒・保護者と
の面談も担当。経験・語学力不問。

香港WORKS生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～25K

日系商社がアシスタントマネージャーを募集。
市場価格調査や新規取り扱い商品の社内シス
テムへの登録、情報変更時の社内システムの
データ更新、商品情報・在庫の管理等、多岐に
渡る業務内容。

香港/香港島 ～20K キングスウェイ
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

オンラインゲームユーザーへの電話、メール
対応、カスタマーサポート業務。ビジネスレベル
の英語要。就労可能なビザホルダーの方。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～30K

既存顧客のサポート、受発注在庫管理、不具合
対応。華南エリアへ出張あり。3年以上の電子
部品営業経験。コミュニケーションレベルの
英語。ご経験によりビザサポート検討可。

香港/九龍

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売

応相談

日系食品小売にて新規オフィス立ち上げ。事前
調査、進出準備、事業立上げ全般の推進とサ
ポート。最長1年間の日本研修あり、その後現地
へ派遣予定。ビジネスレベルの英語、ビザサ
ポート可。

香港/九龍

香港/九龍 ～23K キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

個人顧客等対応窓口業務。問合せ対応、納品
期日管理、着金管理、返品処理、在庫管理等。
ビジネスレベルの英語。就労可能なビザをお持
ちの方歓迎。

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

上海 RMB～25K
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必須、ビザサポート可。

キングスウェイ
生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

東莞 応相談
服飾資材メーカーにて生産管理、品質管理、
不良分析、技術的トラブルシューティング。出張
対応可能な方。生産管理経験必須。研修あり。
借り上げ住宅完備。

キングスウェイサービス系/外食・フード 香港/香港島 ～30K
仕込みから調理業務全般。調理場（焼き場、
揚場、麺類、野菜調理）の管理。5年以上の和食
料理経験。コミュニケーションレベルの広東語。
新規ビザサポート検討可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～20K

既存顧客フォロー、営業戦略の立案、営業チーム
のサポート、問合せ・見積対応、休眠顧客掘り
起こし。1～2年以上の営業経験。コミュニケー
ションレベルの英語。ご経験により新規ビザ
サポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/
その他サービス 応相談

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。

香港/九龍

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

～19K
お客様訪問時のフロントラインスタッフ作業
立会い、フロントラインスタッフの通訳（日本語-
広東語）。カスタマーサービス経験者歓迎、ビジ
ネスレベルの広東語必須。新規ビザサポート可。

香港/九龍

キングスウェイ
生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 応相談

生産管理、営業、商品開発、ベンダー開拓。東南
アジアへ出張対応可能な方。チームマネジメント
経験のある方、マーチャンダイザーとして日本
市場を熟知されている方。ご経験によりビザ
サポート可。

Pasona Asia営業・販売系/物流 香港/新界 17K～
17.5K

日系物流会社の引越し部門が営業職を募集。
日系法人・個人からの問い合わせ対応、引越
し先での立ち会いおよび通訳補佐業務。梱包
明細書などの書類作成。コミュニケーションレ
ベルの広東語。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～30K

日系法人企業が営業担当を募集。日系企業向
けに駐在員保険、貨物保険、建設保険など幅広
い保険商品のセールスを担当。１人で平均
100～120社を担当。

Reeracoen営業・販売系/
小売・流通・通信販売 香港/香港島 30K～40K

大手百貨店が食品フロアマネージャーを募集。
テナントの管理や直販エリアのマネジメント、
フロアやスタッフの管理等、並びに新規出店
希望者へのアプローチ担当。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

17K～20K香港/香港島

香港人の1.5才から6才（6才から14才の
コースも）をメインに、日本語を教える仕事。
1クラス7名までに設定された1時間から1時間
15分のコースで、英語を使わずに基本は日本語
使用。

Reeracoen

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/九龍 20K～25K
人材紹介会社が営業を募集。主に香港の日系
企業を中心としたお客様に対して人材紹介を
通じた採用支援業務。責任者候補としての採用
も検討、幅広いレイヤーでの就業が可能。

その他 20K～25K Reeracoenサービス系/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。
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香港＆深圳 香港＆広東

 「デザインとマーケティングと香港の話をします」

第五回：異文化ギャップは恐くない
香港と日本は飛行機でたったの四時間の近距離。でも実際に暮
らしてみると、かなりの部分で価値観が違う。だから面白いとも
言えるし、いや、頭痛の種だとも言えます。今回は香港で暮らす
以上、向き合わざるをえない異文化ギャップについて考えます。

ちょっとした時に違和感を感じることはないですか？美味しいん
だけど、なんか今ひとつぬるいな・・。モールの導線が不思議
だ・・。この日本の商品、香港ではせっかくの売りに触れてないよ
ね・・。えーと、棚を見てるんだけど、前を横切らないでよ・・。など
など。そして、生活だけではなくて仕事の現場でも、あれれ？どう
してそう行動するんだろう、と思うことが結構ありますね。いくつ
か挙げてみます。

* 素早いことがベスト

何事も早く済ませることがベストです。素早く理解し(たつもり
で)、素早くスキル(が高い前提)を使って、さくさくこなす(できて
ないかも)。それが能力の証明になります。

* コンテキストを考えない

物事のコンテキストは重んじません。『世間』の感覚を意識する
ことはあまりありません。個人とファミリーが最重要になります。
周囲に手本はあまり存在です、ガイドしてくれる人があまりいま
せん。

* 教えない

部下や同僚に教えません。シェアしません。相手も教えてもらい

たいわけでもないかもしれません。確認されなければ、そのまま
になるかもしれません。もう少し、手間をかけてみたら、もっとい
いものになるはずだ、という考え方はあまりありません。

* 深く考えずに見切りをつける

問題が起きた場合、なんとかして解決の道を見つけることには
萌えません。それが出来てない会社の方に問題があるので、解
決の努力をするよりは、力のある(ありそうな)会社に移った方が
いいのかもしれません。

思いつくままに挙げてみました。どれも困ってしまいますね。もち
ろん全て、日本人の感覚から見たものです。さらに働く業界に
よっても、見る人の考え方によっても、感じ方は違うかもしれま
せん。その上で、異文化との付き合い方について2つの視点を紹
介します。

【① 違いを違いとして見る】
ここは香港ですから香港スタイルの方がいい方向に働くことも
あります。日本の価値観との違いを知った上で、無理に合わせる
ことはないけれど、違いは違いとしてありのままに見ることが必
要だと思います。

【②日本はもはやセクシーじゃない】
21世紀初頭までの日本は、かっこいい、ハイテク、リッチなイメー
ジで憧れられていた部分もあったかもしれません。しかし、近年
はモノづくり面でもカルチャーでも元気が無い。なんだか英語
もあれだし、残業は多い、手続きは面倒、でも決断しない、日本
人はセクシーじゃないと思われている部分もあるようです。

どうやってつきあうか？

全く反対のアプローチのように見えて、どちらも異文化ギャップ
を乗り越えて、上手なディレクションをしているなぁ、と思った2つ
の例をご紹介します。

麺屋一京の村田さんは、完璧な味作りを教えるには日本的な
コンテキストを理解することが必要。それを今すぐ求めるのは無
理だから70点が取れればいいじゃないか、と話してくれました。
10点上げるために彼らの中に全くないものを引き出す必要は
ないという考え方。素晴らしいと思いました。

Brew Brosの小野さんは、どのスタッフでも自分の店の味を出
すことができるように、お湯の温度やコーヒーの分量やかける時
間などを徹底的にデータ化してシェアするとおっしゃってました。
これも素晴らしい方法です。

どちらもプロですね。

うーん、自分は、、、納得が行かなければ首を縦に振らないという
一番だめなタイプかもしれません。香港の人だけでなくミレ二ア
ルには受け入れてもらえそうにないです。皆さんはどうですか？い
ずれにしても、ここは地元の人に任せておこう、と丸投げしてしま
わず、意見を戦わせより良い結果を出したいものですね。（続）

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

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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