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７周年を迎えたSagrantinoの詳しい記事は本紙25ページをご覧ください。
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Sagrantino
Italian Restaurant

日本人オーナーシェフのイタリアン



深圳

深圳香港

日本国民が選ぶ「最も怖い映画シリーズ」堂々第1位
世界を絶叫させた「呪怨」再誕！
　かつて、足を踏み入れた者全てを呪い殺すという凄惨な末路を辿った
佐伯家。しかしその「呪怨」には衝撃な真実が隠されていた。いま遂に明
らかになる「終わりの始まり」―。その時世界は凍りつき、地獄と化す･･･。
　小学3年生の学級担当を急遽務めることとなった結衣（佐々木 希）は、
不登校を続けている生徒・佐伯俊雄の自宅を訪問した。しかしその日を
きっかけに、彼女の身に不可解な現象が起こり始める。その家は、足を
踏み入れたもの全てが奇妙な死を遂げる「呪われた家」だったのだ。少
しずつ明らかになる佐伯家の恐ろしい過去。次から次へと起こる怪事
件。しかし結衣は、この家に導かれるように、再び足を踏み入れる―。果
たして全ては強い怨念を抱いたまま死んだ者の呪いによる「業」の仕業
なのか？「呪われた家」の知られざる秘密とは･･･？
　2003年に「呪怨　劇場版」として日本で公開されるやいなや、それまで
誰も経験したことのないような強烈なインパクトを残し、一大ホラー

ブームを巻き起こしたこの作品。その後もハリウッド版リメイクが登場す
るなど世界中のホラーファンを虜にした。その第1作目公開から11年が
経ち蘇った今作品は、恐怖描写もさらにパワーアップ。その恐ろしさたる
やいかほどか…。ぜひ劇場でホンモノの恐怖を味わってみて。
 

　生命保険、年金、学資積み立てなど、香港の居住時にしか加入できな
い、お得な保険プランがあるのをご存知だろうか。日本の保険は掛け捨
てスタイルが一般的だが、香港の保険は保障も得られて、高いリターン
で貯金もできるのが特徴。カナダ系大手保険会社マニュライフの保険ア
ドバイザーを務める平原奈津子さんが、そんな香港スタイルの保険に
ついて紹介するマネー講座を10月23日に開催する。
　香港の保険は、長期間保有すれば年利約3%の貯金になる。つまり保
障を得ながら、貯金もできてしまうのだ。しかも高リターン。例えば、年金
プランの場合は、日本と比べると2～3倍のリターンになるという。少額か

らも始められて、一括払い、月払い、年払いなどでの支払いが可能。自分
に合ったプランで、無理なく保険に加入するだけで、貯金もたまっていく
ので、誰でも気軽にできる投資方法としても注目されている。この保険
に加入できるのは、香港IDや香港の銀行に口座をお持ちの方。香港居
住中の方は、この絶好の機会を利用してみては？
　平原さんは、その他にも医療保険・MPFを取り扱っている。初心者にも
わかりやすい説明と、親身になって相談にのってくれる平原スタイルは
多くの方から支持されている。香港の欲ばり保険に興味を持った方は、
平原さんのマネー講座に参加してみては？

保障も得て貯蓄もできる香港の保険に着目！
欲ばりさん必見のマネー講座開催

マニュライフ　平原奈津子さん
保険のアドバイザーとして8年目。香港ならでは
の欲ばりな保険商品に、「親身・日本語・信頼」を
パッケージにして提供。保険請求で難易度の高
い「死亡請求」の手続きなども経験し、顧客の
様々な保険手続きもサポートする。フルマラソン
は3回完走。香港の永住権を保有。1児の母。
2014年MDRT(世界の保険セールスマンのトッ
プ5％が受賞)メンバー。

平原奈津子のプチ財テクセミナー
香港ならではの役に立つ基本的なマネー講座
日時：10月23日（木）10：30～12：00、10月23日（木）19：30～21：00
場所：日本人倶楽部（コーズウェイベイF出口・18/F.,68 Yee Wo St.）
参加：無料
お申し込みは平原まで

マニュライフ　平原奈津子さん
住所：20/F., The Lee Gardens, 33 Hysan Ave., CWB
電話：(852)9722-0012
メール：natsuko_hirahara@manulife.com.hk
ウェブ：hiraharanatsuko.hk

呪怨 終わりの始まり
10月9日上映
原案・監修：清水 崇
監督：落合 正幸
出演：佐々木 希、青柳 翔、トリンドル玲奈他

香港トピックス
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香港&広東

香港 香港



香港 香港＆広東

今週の香港ピックアップ

香港初上陸の迫力を楽しもう
　今注目を集めているドリフトという競技がこの度ついに香港で開催される。8カ国から

14人のチャンピオンが出場し、日本からは「ドリフトマッスル女性の部」チャンピオン

の石川沙織選手を始め、谷口信輝、織戶学の両選手が参加を予定している。今回は何と

いっても世界トップレベルの改造技術やスーパーカー、ドライビングテクニックを間近

で見られるというのが魅力。全ての観客に衝撃を与える激しさと美しさを兼ね備えた

モータースポーツ「ドリフト」の香港上陸は、全てのモータースポーツファンにとって見

逃せないニュースだ！

Hong Kong Int'l Drift Challenge 2014
世界ドリフト大会

11月28日～30日

ひと味違う！ Hugo’sで上質ラムを堪能する
　Hugo’sが新しくお届けするのは極上ラム料理の数々。特に絶品ラム

チョップやラムの大皿盛りなどがオススメ。シェフ自ら厳選したラムは

ウェールズの沿岸付近でハーブと海

に囲まれて育ったもの。そのため、肉

の上質な旨みと香りが口いっぱいに

広がる。自然の豊かさが大いに感じ

られる贅沢な品々。ラム好きのあな

たなら、きっと見逃せないはず！

Hyatt Regency Hugo’s
新メニュースタート 

ビアーズ・ブロスナンの新作！
　5代目ジェームスボンドで知られるピアース・ブロスナンが12年ぶりに
スパイアクション映画に主演。元CIAエージェントのピーター・デベロー

はスイスで静かな引退生活を送ってい
た。しかし元同僚達がCIAによって次々
に消される事態が発生。自ら育てた現役
最強CIAスパイとの攻防を繰り広げなが
ら世界的陰謀の真相を追う。

November Man
スパイ映画

11月9日公開

NY発のスパ
blissジェルクリーム発売

保湿効果で8週間の若返り
　ニューヨークを中心に、香港でも店を展開するスパ「bliss」。自宅でも

肌がスパを楽しめるようにと、このたび新しいジェルクリームを香港で

発売した。肌の緩みと水分不足を改善するために、5つの専門技術を使

用している同品は、他のクリームと異なり水分ではなく天然アロエを保

湿成分としている。アロエ効果で抜群

の保湿効果が期待できる。

Lobby Level, Hyatt Regency Tsim Sha Tsui, 18 Hanoi Rd., TST
(852)3721-7733
www.facebook.com/HyattRegencyHongKongTsimShaTsui

1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
www.autosalon.com.hk

監督:ロジャー・ドナルドソン
出演：ピアース・ブロスナン、
           ルーク・ブレイシー、
           オルガ・キュリレンコ

7/F., Harbour Plaza Metropolis, 
7 Metropolis Drive, Hung Hom
(852)3160-6880

コーズウェイベイ店：B1/F., SOGO, CWB
www.blissworld.com

Promenade Restaurant
期間限定アフタヌーンティー

10月31日まで

マンゴーとチーズ、どっちにする？
　マンゴーもチーズも人気な食材。常に多国籍料理を提供する
Promenade Restaurant でこの 2 つの材料を主役とされたアフタ
ヌーンティーデザートをスタート！80 を越える料理にマンゴーとチー
ズで作られるデザートを加え、濃厚な味わいで大満足な昼を過ごせる
予感だ。毎日3 時半～ 5 時半の時間帯で提供している。

04 Pocket Page Weekly 10 October 2014 No. 456
B

香港ピックアップ





世界」では、「長隆歓楽万聖節」
を開催。10月30日から11月9日
までは、ナイトイベントが予定
されている。正面ゲートから
「白虎大街」に至るまで、園内
のあちこちにジャックランタン
が飾られ、奇妙なの世界へ誘ってくれる。今年のハロウィンは
こんなスポットで過ごしてみては！？

　近年ハロウィーンイベントにかなり力を入れている観光名所、
オーシャンパークがドラえもんとコラボする！子供エリアの
「Whiskers Harbour」には、ドラえもんが主役となるアジア初の超
大型テーマパークが出現。どこでもドアやタイムマシンなどのひ
みつ道具をモチーフにしたお化け屋敷で、ドラえもんとのび太た
ちが待っている。そこでお決まりのポーズで写真を撮ろう！ここ
であげるのは絶叫ではなく、喜びの声になるかも！？
　また、パーク内のレストランでは、ドラえもんを
テーマにした数々のメニューが楽しめる。旬の食材
を使った料理にはドラえもんの顔が！食べてしまう
のがもったいない！と思う人もご安心を。指定され
たメニューにはドラえもん×オーシャンパークの限
定特典ギフトがついてくるので、その喜びは持ち帰
りが可能だ。

　2003年にオープンして以来、ラスベガスの名所となったお化け屋敷「FRIGHT DOME」が
初めてアジアに上陸！しかも場所は香港一の観光スポット、ピークだ！百万ドルの夜景
も恐ろしく見えてしまうかも･･･。
　独自のホラーアイディアを持つ創立者のJason Eganは、優秀なパフォーマーたちと最
も恐るべき邪悪なキャラクターを香港に送り込んできた。彼らの造形を担当するのはハリ
ウッドで名高い特殊メイクアップアーティスト、Gary J. Tunnicliffe。エクソシスト、スクリー
ム、ハロウィンなど名作ホラー映画のメイクアップも手掛けてきた彼の手で、今回も多く
の”絶恐”キャラが誕生するだろう。他で味わえない底無しの恐怖、ぜひご体験を。

　愛しいキャラクターで溢れるディズニーランドはハロウィーンのこの時期、
真っ黒にイメージチェンジ！まずはキャプテン・ブリスベンがアマゾンで遭遇し
た恐怖体験を五感で楽しんで。そして、モンスターに侵略された「ミスティックポ
イント」と「アドベンチャーランド」を脱出し、「サイド・ショー・カーニバル」の。奇
妙な魅惑にご注意を。ランドのあ
ちこちでは盛大なハロウィーンイ
ベントが行なわれるが、最後に
待っているのはミッキーとミニー
の仮面パーティーだ。仮面とコス
チュームの用意もお忘れなく。さら
に、10月からリニューアルされた
夜間のパレードも必見だ！

　毎年10月、深圳・広州の観光スポットではハロウィンに向けた
イベントが開催されている。中国でも、みんなが思い思いの仮装
を楽しむイベントとして知られるようになってきた。
　深圳の遊園地「歓楽谷」では、10月11日から11月1日までの間、
「悪霊妖喪」歓楽フェスを予定。歓楽広場と紅龍広場の2カ所に
「ゴーストファクトリー（鬼娃夢工廠）」が設けられ、来場者は無料
で顔面メイクを施してもらえる。さあ、みんな妖怪に大変身だ！

テーマパーク「世界之窓」
でも、例年ハロウィンフェ
スが催されており、ゾンビ
やドラキュラなど様々な
ゴーストたちによるダンス
が披露される。
　また、広州の「長隆歓楽

西洋フェOctober

キュート！ ホラー！ ドラえもんが降臨
香港オーシャンパーク

アメリカンホラー！ 香港ピークで恐怖もピークに！
FRIGHT DOME Hong Kong

　今年のハロウィンは金曜日。仮装して出かける人も多いこと
だろう。当日はセントラル（中環）駅付近から交通が規制され、
ランカイフォン（蘭桂坊）までの道のりは遠回りになるので、余
裕を持って早めに出かけよう。ここぞとばかり誰もがありとあら
ゆるユニークなコスチュームを身にまといランカイフォンに繰
り出すこの日。友達とウィッグをかぶったり特別なメイクをした
り、普段は出来ない姿に変身して歩き回るのも楽しい。レスト
ランやバーもハロウィン特別メニューを用意したり、特別イベン
トを行っているので、普段ランカイフォンに出かけない人でも、
この日は特別。一緒にお祭り騒ぎを楽しもう！
ウェブ：www.lankwaifong.com/zh/halloween

街のいたるところで繰り広げられる
ハロウィーンパーティー！
LKF

深圳・広州の“万聖節”―ハロウィン・スポットはココだ！

深圳歓楽谷
アクセス：深圳地下鉄1、2号線「世界之窓」駅より
期間：10月11日～11月11日 18:30～

長隆歓楽世界
アクセス：広州地下鉄3号線「漢渓長隆」駅より
ウェブ：gz.chimelong.com/activity/2014wsj/index.shtml

10月31日はハロウィーン。ハロウィーンと言えば、

大きなかぼちゃのランタンやトリック・オア・トリー

トの遊びを思い浮かべる人も多いかもしれない

が、もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い

出す宗教的な意味合いのある行事。それが移

りゆく時間の中で子供たちが魔女やお化けに

仮装して、近くの家々を訪れてお菓子をも

らったりする風習が定着し、国際的なお

祭りと化した。

ハロウィーンとは？

楽園が暗黒ワールドに変身
香港ディズニーランド

　世界有数の音楽＆ライフスタイルを提供
するブランド「Hed Kandi」とコラボしている
セントラル（中環）の人気バー「zuma」が一
夜限定のハロウィーンパーティーを開催！
イギリスからやってくる「Hed Kandi」のDJ 
Stuart Ojelayとサックス奏者Benjamminの
パフォーマンスが雰囲気を盛り上げてくれ
ること間違いなし。ドレスアップして出かけ
てみたい。ハロウィーン限定スペシャルギ
フトもゲットしよう！

香港セレブのセレクト！
zuma

オ
ク
ト
ー
バ
ー
フ
ェ
ス
ト
と
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
。

あ
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た
の
秋
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詩
は
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っ
ち
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ベ
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イ
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ン
ト
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今
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チ
ェッ
ク
！

遊び
まく
り！

期間：11月2日まで
場所：Peak Galleria, Victoria Peak
ウェブ：www.frightdomehongkong.com

深圳深圳

住所：5/F., The Landmark,
　　  12-16 Des Voeux Rd. Central, Central
日時：10月31日　22:00～翌4時

期間：10月31日まで
ウェブ：www.oceanpark.com.hk

期間：10月31日まで
ウェブ：park.hongkongdisneyland.com
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　香港で4店舗を展開しているドイツ料理のチェーンレスト
ラン「Berliner」では、既にオクトーバーフェスト一色！ドイツ人
シェフJörn Henninger氏が考案した期間限定メニューの中で
も見逃せないのがライ麦に漬けて焼く仔豚のマッシュポテトと
サラダ添え。オーブンで焼かれるライ麦とハーブに漬けられた
仔豚は、皮がサクサクしていて、肉がジューシー。この1品と美味

くマッチするビールは、「Erdinger Weissbier」。細緻かつ
柔らかな味わいを持つこのビールは醸造の際にに香料
を加えているので清らかな香りも楽しめる。サクサクした
揚げ物のお供にすると最適だ。他にも本格的なドイツ料
理と個性的なビールも常に提供中。ぜひパイントグラス
を傾けて素敵なひとときを。

西洋フェスタ特集

　広州国際服装展貿広場では、第10回広州オクトーバーフェスト
（広州徳国啤酒節）が開催される。
　広州でこのイベントが開催されるようになったのは、広東省と
ドイツ・バイエルン州が友好都市となったことがきっかけ。2005

年の第1回広州オクトーバーフェスト
は、知名度も低く、わずか200人ほど
の規模だったという。それから10年、
文化交流の場として発展を遂げ、今
では1,000人規模の一大行事となり、
さらに成長中だ。
　今年は記念すべき10周年！ 10月
16日から10日間、会場は毎晩6時半
から11時まで、バイエルン一色と化
す！バイエルンから招いたバンド

「Muenchner Musikanten」がご当地
の音楽を奏で、民族伝統のパフォー
マンスやゲームで盛り上げる。美味し
いビールには美味しいおつまみが欠
かせない！中国大酒店の名立たるシェフ陣が、本場ドイツソー
セージなどのドイツグルメを用意して待っている。一緒にバイエ
ルンの空気に酔いしれよう！

広州オクトーバーフェスト開催！　「10周年に乾杯！」

　秋のイベントが数え切れないほどある香港でも、特に注目
を集るのが毎年10月に行なわれるマルコポーロホテルのド
イツビール祭りだ。香港のイベント中でも有数の歴史と規
模を持ち、今年で23年目を迎える。人気が高まるとともに、
昨年は53,000人を動員し、71,000リットルのビールと
25,000個のプレッツェルを販売したという華々しい記録
を残した。
　期間中、金曜日と土曜日の夜に入場すればビールマ
グカップの形をした帽子が配布されるこのイベント。こ

れをかぶればさらに気分も盛り上がる！

遊びつくせ！ 本場からやってくるドイツのバンド
　今年もミュンヘン出身の「The Notenhobler」をゲストバンドとして
迎える。1985年結成の彼らは、世界中のあちこちでライブを行い、
1994年から同ドイツビール祭りの常連となっている。本場のドイツ民
謡で雰囲気を盛り上げながら、長～い管楽器アルプホルンの体験演
奏やチキンダンス、ビール飲み競争などのゲームもバンドのメン
バーが楽しく仕切ってくれる。ドイツの民族衣装を身につけた彼らの
パフォーマンスも楽しみのひとつだ。

ホテルフェスの手作りドイツ料理  Lecker（レッカー）！
　去年に引き続き今年も香港ではなかなか味わえない「Löwenbräu 
Oktoberfestbier」を本場ドイツミュンヘンから取り寄せている。大麦

をふんだんに使用し、ミュンヘン最大の
醸造所で作られる琥珀色のビールは一
般のものよりも爽やかで豊かな風味。毎
年多くのビール好きを魅了している。さ
らに同イベントでしか味わえない、特別
バージョンも限定200本で提供される。
その他、伝統のシュバイネハクセ、プ
レッツェル、豚肉のソーセージなど、定
番ドイツ料理もビールと一緒に豪快に
楽しもう！

　King Ludwigでは盛りだくさんの期間限定ドイツグルメだけではなく、独自の
ビールカーニバルを開催。まずユンロン（元朗）店では様々な露天ゲームを用意し
ており、バンドショーや、風船の形を自由自在に操るピエロとの遊びも思い切り楽し
める。ちなみにここでは、「Gehrenbergspatzen」と「Klostis」の2つのドイツバンドの
演奏を聴くことができる。伝統的なドイツ音楽をはじめ、ババリアフォーク、オール
ディーズなどのパフォーマンスをぜひご体験を！
　また、お酒の強さに自信がある人は、ここで他の酒豪と競い合ってみてはいかが
だろうか。指定期間内各 K i n g 
Ludwig Beerhall支店で最もビール
を飲んだ人は、10月18日の最終決戦
に参加可能だ。ほかに、ビールを手
で持ち上げ、その持久力を競う試合
など、この時期ならではの試合があ
なたを待っている。性別は問わず、気
軽に参加してみよう。

　香港アートを発信する「PMQ」で至福の一杯を！週末に行われるナイト
マーケットでは、10月17日～18日の2日間、オクトーバーフェストを開催。厳
選されたビールを一気に飲みつくしたい人はパスポートの購入を忘れず
に。人気おしゃれスポットで10月ならではの行事を存分楽しむチャンスだ！

毎年ド
イツの

バイエ
ルン州

ミュンヘ
ン市で

開催さ
れる

オクトー
バーフェ

スト。き
っかけ

は1810
年、当時

の皇太

子ルー
ドヴィ

ヒとザ
グセン

皇女の
結婚式

を多く
の

ミュンヘ
ン市民

が祝っ
たお祭

り。ドイ
ツ最大

のビー
ル

祭りで1
810年以

来9月半
ばから

10月上
旬に行

われ、

会場を
訪れる

人は毎
年約60

0万人を
超える！

元々

ドイツ
本土限

定の催
し物だ

ったが
、ドイツ

移民に

よって
世界各

地にも
ビール

文化と
ともに

広まっ

た。現在
では世

界で最
も規模

が大き
い祭りと

し

て多くの
ビール

が飲み
干され

ている
。

オクトー
バーフェ

ストとは
？

オ
ク
ト
ー
バ
ー
フ
ェ
ス
ト
と
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
。

あ
な
た
の
秋
の
風
物
詩
は
ど
っ
ち
？

10
月
に
入
る
と
ワ
ク
ワ
ク
す
る
イ
ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
！

イ
ベ
ン
ト
情
報
を
今
す
ぐ
チ
ェッ
ク
！

第10回 広州徳国啤酒節
期間：10月16日～25日 18:30～23:00
場所：中国大酒店向かい広州国際服装展貿中心広場
アクセス：地下鉄2号線「越秀公園」駅C出口
料金：RMB358（食べ放題・ドイツビールの飲み放題）
予約：(86)20-8666-6888 ext.3148（中国大酒店一楼茶苑）
ウェブ：www.gzoktoberfest.com

広州広州

住所：35 Aberdeen St., Central
期間：10月17日　18:00～23:00、10月18日　17:00～23:00
料金：入場無料

人気スポットでチアーズ！
PMQ

ウェブ：www.berliner.com.hk

1リットルのビッグ・ビールと
本場のドイツの味をご堪能あれ！ 
Berliner

盛大なビールカーニバルで
ワイワイ！
King Ludwig

ウェブ： www.kingparrot.com/Oktoberfest/2014/main.htm

Marco Polo Hongkong Hotel
ドイツフェスタ期間：10月17日～11月8日
時間：日～木　18:00～23:00、金土　18:00～23:30

食べまくり！

飲み
まくり！

King Ludwig Beerhall

などの協力レストランで
9種類の世界有名ブラン
ド・ビール12本を飲みつ
くせるという大チャンス！
HKD330はお得だ！

ビール・パスポート

お得！

23年目を迎えるドイツビール祭りを楽しもう！
マルコポーロホテル

07Pocket Page Weekly 10 October 2014 No. 456
B



香港＆広東香港＆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

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 広州 応相談

現金管理、税務処理、買掛処理、本支店・連結
会計業務、財務管理・分析報告資料作成業務。
北京語会話、財務・簿記に関する知識のある方。

インテリジェンス
深圳

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）

東莞 RMB
30K～35K

内部統制。管理部での内部統制、内部監査対応
経験。上場対策準備の経験・知識。北京語ビジ
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

香港/香港島 インテリジェンス
香港20K

日系投資・保険コンサルティング企業にてカス
タマーサービス及び秘書業務をマルチタスクに
担当。メール・電話等での顧客対応、海外拠点と
のやりとり、各種事務手続き有り。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港25K～30K
日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K

営業と協力してのITソリューション製品/サー
ビスのプレセールス活動。プロジェクト管理。
トラブルシューティング。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 18K～20K

ワインの営業業務全般。エキシビジョンへの
参加・出展など。英語および広東語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

香港/九龍 20K～30K
オフィスマネジメント業務全般。スタッフ管理、
経理・総務、営業数字、勤怠の管理など。広東語
日常会話レベル以上。

香港/新界 18K～22K 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/
物流・倉庫

日系物流企業にて、対日系顧客のカスタマー
サービス業務。海外のグループ会社との頻繫
なやりとり有り。出張無し。英語ビジネスレベ
ル必須。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 深圳 RMB

10K～20K

営業。中国での就労経験者の方優遇。できれば
電子、電気車関連の業界にいた方を希望。なくて
も営業センスがある方であれば検討可能。北京語
日常会話レベル。

インテリジェンス
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 東莞 RMB25K

金型技術。プラスチック金型を製作することに
携わってきた方。全般にわたって理解・指導でき
る方、長く勤務できる方。2次元CAD、3次元
CADを理解できること。北京語日常会話レベル。

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通 15K香港/香港島

船舶貸渡業のアソシエイト業務。新規顧客の
獲得。既存顧客との関係維持。その他データ入力
や総務全般。経験者優先。英語ビジネスレベル。
コミュニケーション上手な方。

RGF 香港技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/香港島

日系大手IT企業でのシニアエンジニア職。IT
ソリューション/サービスの営業職。ソフト
ウェア、ハードウェア＆ネットワークについて
のお問い合わせ対応。その他顧客への技術サ
ポートの提供。 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

14K～18K香港/香港島

旅行代理店でのカスタマーサービス業務。
旅行業関連の資格所有者優遇。旅行業界で
の最低２年間の経験。カスタマーサービス
経験者。即勤務開始できる方歓迎。

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

日系電子商社にての営業職。新規開拓メイン。
週に半分近く東莞などへ出張あり。電子部品
業界での営業経験者歓迎。

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

RMB
15K～25K広州

会社全体の管理、日本への状況報告、日本出張。
自動車業界または自動車業界向けの営業経験、
管理職経験、語学不問。

RGF 香港金融/保険 20K～35K香港/香港島
日本人経営のアセットマネジメントを提供して
いる企業でのバックオフィス業務。ファンドや証券
の評価計算。一部顧客対応。総務業務もあり。

RGF 香港金融/保険 20K～30K香港/香港島

日系の大手製造業・商社向けのグローバル
ERPプロジェクトにおける、プロジェクトマネジ
メント業務。製造関連のクライアントが多いた
め東南アジアへの出張あり。要英語、中国語。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 16K～20K

日本人マネジャーのサポート業務。電話・メール
対応。ファイルの整理等。アシスタント・秘書
業務経験者優遇。未経験でも金融業界に興味
ある方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 15K～25K

香港や華南地域に展開する各社化粧品小売店/
ドラッグストアへの新規開発営業業務。化粧品
の出品販売交渉、棚デザインの提案、各取引先へ
の納品管理など。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 18K～22K

印刷複合機の営業部署にて、日系企業への
販促。顧客から頂く細かい要望をヒアリング
して、香港人営業へフィードバックし、製品の
提案など。

香港/九龍
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香港＆広東香港

香港＆広東 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WORKS
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

要相談（日本、
米国、英国、香港
会計士などの
有資格者優遇）

コーディネーター：既存のお客様と社内ローカ
ルスタッフとの間のコーディネート業務.ポジ
ティブな方。日本のビジネスセンスをお持ちの方。
論理立てる説明が得意な方。

香港WORKS技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～35K香港/九龍 企画スケジューリング、トラックとレポート作成。

技術サポート。

華南WORKS

技術系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

RMB25K～
30K×13ヶ月

深圳

樹脂金型工場責任者。プラスティック金型工場
を管理できる方。20名規模。自動車部品：エア
コンの吹き出し等。射出成形金型業界経験者。

会計経理・経営管理/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

年収400万円～
500万円

工場運営マネジメント（資金繰り、損益計算書
などを見れる方尚可）、営業報告、工場生産性、
会計事務所、数字が強い方、香港事務所への
出張も多し。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
サービス 香港/香港島 ～35K

10年程度の日系経理関連業務経験。関連会社
の連結、月次、年次、売り上げ表、利益一覧数字
の分析、財務、税務関連業務など。新規ビザサ
ポートあり。

香港/九龍 ～30Ｋ キングスウェイ

5年以上の品質管理経験。中国での品質保証、
ISOの経験尚可。検査データの集計方法の指導、
分析結果からの対策の検討、関連部署への指示。
マネジメント業務経験者。ビジネスレベルの英語、
中国語。

キングスウェイ～40Ｋ香港/九龍
アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、EU、アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ～18K香港/九龍
経験、語学不問。フォトショップ等の画像処理
ソフトを使用できる方尚可。企画営業（デザ
インは不要）、提案営業、プレゼン、市場調査。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 20K～30K

半導体の販売。日本本社との業務連絡。月に
数回、広東省、華東地区などへ出張。まれに遠方
もあり。ビジネスレベルの中国語力。半導体
業界にて営業経験5年以上。

香港/香港島

深圳

～20K
3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務、カスタ
マーサービス。金融商品購入に伴う事務処理。
データ入力。ビジネスレベル以上の英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

～25K香港/香港島

3年以上のカスタマーサービス経験。結婚に
関するコンサルティング、マッチング業務、イベン
トの手配。研修あり。コミュニケーションレベル
の広東語と英語。

生産管理・品質管理・
購買/専門商社・総合商社

営業・販売系/
専門商社・総合商社

時給HKD
70～80香港/香港島

幼稚園事務全般、入園希望者対応、備品管理、
請求書発行、管理（2014年12月～2015年
4月までの短期限定）。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

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

香港WORKS

その他/その他・
教育・公的機関など

年収500～
1000万円香港/香港島

通訳＆セクレタリー。通訳・翻訳。秘書業務全般
（スケジュール管理・出張手配・各種連絡事項の
管理等）。各種社内申請書類の作成および管理。
各種プロジェクトのサポート業務。

香港WORKS

華南WORKS

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

東莞

13K～16K

大手日系繊維製品メーカー、販売管理担当を
募集、主に顧客のフォーカスと注文をフォロー、
生産と納期の確認、顧客の要求に対応など、
大学で関連学科の卒業者が優先。　

Supreme
Recruitment

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 13K～16K

大手日系オーディオメーカー、既存のべンダーに
調達・新規開発のため、バイヤー（資材）を募集、
２年間電子部品の資材担当の経験者が優先。

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～28K香港/九龍

大手ITソリューションウェアプロバイダーにて、
ITサービスアカウントマネジャーを募集して
いる、日系企業のアカウントをフォロー経験者
を希望。

Supreme
Recruitment香港/九龍

Supreme
Recruitment

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～29K

大手日系電子デバイスメーカー、Senior 
Accounting　Officerを募集、香港現地の
ACCA資格を持ち、日系の会社に関連経験
のある方。　

Supreme
Recruitment

技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 19K～22K香港/九龍

デジタルメディア社にて、ウェブサイトのレイア
ウトの設計、グラフィックの作成ため、シニア
ウェブデサイナ、ウェブチャネルスペシャリスト
を募集。

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 Supreme

Recruitment16K～20K
大手日系電子部材メーカー、シニアセールス
コーディネーターを募集、日系電子、貿易の
販売管理の経験者を希望。  　

RGF 香港クリエイティブ系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 19K～21K香港/新界

アパレルOEM企業が、日本人デザイナーを
募集。Illustrator、Photoshopが使える方。
英語力はメールでのやりとりができ、仕様書を
作成・読めるレベル。中国語が使えれば尚可。
同業界、同職種の経験者尚可。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 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

長期積立ファンドで通貨の分散保有（2）

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18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。

　現在、自分の資産の大部分を日本円で日本の銀行に預け
ているという人が、資産防衛のためにまずやらなければな
らないことは複数国に銀行口座を開設して自分の資産の一
部を移動する「場所の分散」であり、資産全体における為替
変動のリスクを極力排除するために複数通貨を同時保有し
ておく「通貨の分散」であった。
　これを達成するために香港に住んでいる人は、まずHSBC
香港など香港を拠点として国際的な銀行の口座を作ると良
いだろう。そして香港から1時間半ほど足を伸ばせば中国本
土で銀行口座を持つこともできる。
　本来持っていた日本の銀行口座にはもちろん日本円が預
金してあることだろう。中国に持つ銀行口座には人民元の預
金がメインになるはずだ。
　するとHSBC香港で持つ資金はもはや日本円や人民元で
ある必要はなく、それら以外の通貨に分散すると良い。
　HSBC香港では、香港ドル、米ドル、オーストラリアドル、カ
ナダドル、欧ユーロ、日本円、ニュージーランドドル、英ポン
ド、シンガポールドル、スイスフラン、タイバーツ、人民元（人
民元口座が必要）の12種類の通貨での外貨預金が可能で
ある。
　香港にある資金をこうした複数の外貨で持っておくことで
「通貨の分散」ができる。

　「場所の分散」と「通貨の分散」の資産防衛体制が完了す
ることになる。
　この下地を整えておいて、いよいよ資産を増やす活動、つ
まり資産運用に乗り出す訳であるがその第一歩としてはリ
スクを抑えながら、将来的な公的年金のロスを埋める自分
年金として世界の大手保険会社が運営している「長期積立
ファンド」での運用が推奨される。
　ところでこの長期積立ファンドで選択が可能な300種類以
上のファンドの中にも様々な通貨建てファンドがあるのだ。

例えば、最大10種類が選択できるポートフォリオを、

　米ドル建てファンド：50%
　英ポンド建てファンド：10%
　欧ユーロ建てファンド：20%
　日本円建てファンド：10％

　と配置することにより、通貨を分散しながら資産を殖やし
てゆくことができる。
　こうして運用商品である程度の通貨分散を行なってしま
えば、銀行の外貨預金通貨からこれらの通貨を外してもよい
かもしれない。

　つまり、米ドル、英ポンド、欧ユーロ、日本円、は積極運用
しながら保有する。
　オーストラリアドル、スイスフラン、タイバーツ、などは
外貨預金で保有する、というバリエーションを作ることが
できる。
　こうなってくると、海外投資はますます面白くなってくる
のだ。 

海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保険、
減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立投資につい
ての個人面談を実施します。

2014 年 10月26日（日）香港　10:00～18:00 
※実施時間は 1時間。開始時間は別途打ち合わせの   
うえ決定いたします。

参加ご希望の方はメール：info@borderlessworks.com まで。

「個人年金・生命保険個人面談会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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香港クラシファイド

日常会話を楽しく教えます！
教科書がいらない、今すぐ話せる日常
会話を楽しく教えます。生徒さん1人1人
に合せたマンツーマンレッスン。
・北京語、広東語 ・安心の振替制度、駅
近 ・月謝制 ・ミーティングルームでの集
中レッスン、香港や中国の方への日本
語指導、通訳業務も行っております。
お問い合わせは日本語でどうぞ。
電話：(852)9858-4879 LINE、WeChat
からのご連絡も承ります。　
メール：ilove87870403@hotmail.com
佐敦駅 B1、B2出口すぐ。
私、ハヤシにお任せください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制
で講師の指名も可能なので、自分の
ペースで語学をマスターできます。ただ
今、英語/北京語/広東語の30分間の無
料授業が体験できます。詳しい内容につ
いては、日本語でお気軽にお問い合わ
せください。
電話：(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テニスサークル「よせなべ」新メンバー募集！
毎週日曜の午後2時間程度テニスをして
います。活動場所は奥運駅 / 美孚駅、参
加者は20代～60代の日本人です。テニス
好きな方のご参加お待ちしております！
連絡先：Higashi@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FX Freedom Club
香港在住、FX取引で生計を立てる個人ト
レーダーの集まりです。FXトレードで時
間とお金から自由になり、各々の本当の
夢を叶えることが目的です。
info@fxfree.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
秋の早慶対抗ゴルフコンペのご案内
春に続き、恒例の秋の早慶対抗ゴルフ
コンペを開催いたします。どうぞ奮って
ご参加下さい。参加ご希望の方は、稲門
会、三田会の各連絡先まで、メールにて
お申込み下さい。
日時：11月15日(土)
場所：東莞銀利ゴルフクラブ
連絡先：hktomonkai@yahoo.co.jp
hk.mitakai@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

京都外大OB会
京都外国語大学卒業生のOB会です。2、
3ヶ月に一度食事会を行っております。京

外大や京都にゆかりのある方はお気軽
にご参加を。
中野：yukari1009@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会とは、自分は今で
も若手と思っている独身者を対象とした
会です。香港在住者がメインですが、中
国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いず
れもOKです。　宴会本部長より。
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
隔月で同窓会を開催中です。青山学院
卒業生および関係者の皆様は、お気軽
にご連絡ください。一緒に美味しい中華
料理を食べつくしましょう！
Email： aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：(852)2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校のスタッフ募集
語学学校でのセールス、運営スタッフを募
集中。フルタイム、パートタイムともに募集
しております。お問い合わせはメールに履
歴書を添付の上お願いいたします。
centralhk@geosasia.com
(852)2504-0220
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集中！
銅鑼湾と尖沙咀のラーメン店「別天神」
では日本語の話せるスタッフを募集し
ています。経験や国籍は問いません。詳
細はお電話でお問合せください。
電話： (852)90114852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港店ならびに世界へ活躍する人材募集
「銀座から世界へ」をコンセプトに銀
座、ハワイ、パリに展開し、今後ニュー
ヨーク、ロンドン、LAにも出展予定の
「鮨 銀座おのでら」「鉄板焼き 銀座すみ

かわ」が本物の鮨、鉄板を世界に伝え
たい職人を募集。
・鮨職人、経験者優遇
・鉄板職人、経験者優遇
・ホールスタッフ、経験者優遇
若くてチャレンジ精神のある方大歓迎です。
電話：(852)3568-8710　
メール：onodera-sumikawa-hk@leoc.co.jp
リッキーまたはアネットまで（日本語可）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
香港和僑会の新オフィスでスタッフを募集！
この度、香港和僑会としてMTR尖沙咀駅
の近くにオフィスを構えることになりま
した。つきましては下記の通りスタッフ
を募集いたします。どうぞお気軽にお問
い合わせ下さい。
募集職種：オフィスワーク（パート）
勤務時間：週5日 10:00～17:00（応相談）
勤務地：尖沙咀
業務内容：簡単な経理事務、図書管理、
室内の整理整頓、来客接待、データの作
成及び管理など
給与：応相談
条件：週休2日。有給休暇、ダブル・ペイ、
MPFは香港の規則通り。
資格：
①日本語と英語の二か国語は必須。広
東語ができればAdvantageとなります。
②経理の経験者または簿記二級以上の
資格保持者。
③図書館で仕事をした経験のある方は
Advantageとなります。
お問い合わせ:
香港和僑会事務局 担当:高橋
電話：(852)6850-9300
メール：news@wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アルバイト募集
コーズウェイベイ（銅鑼湾）にある日本
人ラウンジバー
お酒が好きで人と話す事が好きな女の
子募集！！
みんなが仲良しの楽しいお店です。
日本語で気軽にお問い合わせください。
電話：(852)2187-3929（21:00～26:00）
メール：yousbar2014@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有。 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集

しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-
beauty.com 
電話：(852)9701-8517
【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk
1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きません
か？履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解があり、丁寧な
顧客対応ができる方。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及び
ボーナスあり。年末ボーナスあり。業務
成績によりその他の報酬あり。毎月社員
特価販売あり。10時から20時まで。週5
日または6日、シフト制。詳細は関Mr. 
Victorまでお問い合わせください。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラ
ル・ホンハム校）では、自分の母語を外
国人に教えた経験を持ち、教師資格と
ビザをお持ちの方を募集しています。
詳細は面談にて。まずは履歴書を下記
までお送りください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河
お気軽にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155　モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平安】
では、元気で明るいホールスタッフを
募集しております。経験や語学は問い

ません。パートアルバイトも可。ワーホ
リの方も大歓迎です。勤務地は応相談。
まずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・野崎
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニング
バー(Sowelu)ではスタッフを募集してい
ます。勤務時間・曜日は応相談です。詳し
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはEメールで送りください。詳細はお
電話にてお問い合わせいただけます。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シェアーフラット入居者（男性）募集
MTR 藍田駅真上に立地するSceneway 
Garden高層階 800sqf フラット3LDK内
の１寝室（約90 sqf) ベッド・収納付き。
キッチン、ダイニングルーム、バスルー
ム共有スペースは、全家具家電付きで、
内装良好です。希望家賃HKD7,800
（maid さんの掃除代込み）。
お問合せはビビアンまで(852)2147-7261
admsec1@npf.com.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オーケストラ定期演奏会
35回目となるアンサンブル・ディマン
シュ香港定期演奏会。今回のメインは
ベートーヴェン交響曲第五番。ジャジャ

ジャジャーンだけでは終わらない、すべ
ての楽章に息づく「運命」の真髄に迫り
ます。生の音で聴くクラシックはまた格
別。お子様の年齢による入場制限はあり
ませんので、どうぞご家族みなさまでお
でかけください。 2014年11月16日(日)午
後3時開演。会場は緑の借景が瑞 し々い
日本人学校小学部香港校　体育館
(No.157 Blue Pool Rd.,, HK)。ベートー
ヴェン: 交響曲第5番 /スメタナ:「わが祖
国」よりモルダウ/ ニコライ:「ウィンザー
の陽気な女房たち」序曲/ ジョージ・バ
ターワース/　緑の枝垂れ柳の岸辺/ ほ
か *入場無料 *車での来場はご遠慮くだ
さい*団員随時募集中*お問い合わせ:す
がはら　9465 9140、
Facebook：www.facebook.com/HKDimanche
ホームページ:hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

古本引取ります！
日本に帰任されたり、引越されたりする
方で、不要な漫画本などがある方、是非
譲ってください。引取りに伺います。よろ
しくおねがいします。
原 zets_ppw@pocketpage.com.hk
 (852)9225-8287
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語礼拝
毎週日曜日、午後2時半～4時半、中環
(セントラル)で行われている日本語礼拝
では、日本語で思い切り賛美し、愛と希
望の溢れるメッセージが聖書から語ら
れます。礼拝後、日中交流の時間もあり
ます。誰もが笑顔になれる611霊糧堂所
属の日本語礼拝へ、ぜひお越しくださ
い。どなたでも大歓迎です。
香港中環德輔道中 21-23號歐陸貿易中心1402室
(連絡先：(852)6500-9794　宮崎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 求人

クラス

その他

不動産

クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の方は
pocketpageweekly.comへアクセスし、
クラシファイド申込みから行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

メンバー募集

香港 香港



香港

　和歌山県田辺市では、写真展「世界遺産のあるまち～田辺」を、熊野古
道なかへち美術館にて開催。10月4日から13日までの間、香港のフォトグ
ラファーJimmy Ming Shumが「まちと人。まちと暮らし。」をテーマに撮影
した作品約30点と、撮影を通して出会った人達の写真を一同に展示する。
　VogueやMen’s Uno等のファッション雑誌を中心に活躍している
Jimmyさんは、香港や台湾、中国では、最も売れている写真家として、台北
での個展なども開催している。近年は日本での活動も目覚ましく、2013年
に写真集「G郷ひろみ」を台湾で撮り下ろしたほか、松山ケンイチ、松田龍
平、中村獅堂ら俳優の撮影なども手掛けている。
　今回は、彼が田辺市を訪ね、自然でありのまま街や人々の暮らしにスポッ
トを当てながらも、撮影者の強い個性が感じられる写真展となっている。

香港フォトグラファーJimmy Ming Shum
日本にて写真展開催

JapanTopics

Jimmy Ming Shum
ウェブ：www.jimmymingshum.com

名 muhS gniM ymmiJ yb　」辺田～ちまるあの産遺界世「 ： 称
　）日館休は日6月01（　）祝/月（日31月01～）土（日4月01年4102 ： 時日

　　　※午前10時より午後5時まで。　なお入館は午後4時半まで。
）0930-56-9370：LET　198露近町路辺中市辺田県山歌和（　館術美ちへかな道古野熊 ： 場会

入場料 料無 ： 

　ヒューマンホールディングス株式会社の事業子会社で、バイリンガルのための転
職・求人情報サイトDaijob.comを展開するダイジョブ・グローバルリクルーティン
グ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠原裕二）は、2014年8月末時点で
のグローバル転職求人倍率をまとめた。ここでいうグローバル転職求人倍率とは2
か国語以上の言語において、ビジネスレベル以上のスキルを条件とする求人とそ
のスキルを持つ転職希望者の需要バランスを算出したものを指している。＜転職
求人倍率＝求人数÷転職希望者数＞

◆職種別グローバル転職求人倍率
　グローバル転職倍率を職種別で見てみると、「総務/人事/法務」が5.63倍でトッ
プ。次いで「マーケティング/PR」が4.81倍、「金融/銀行/証券/保険関連」が4.45倍で
着地致した。「総務/人事/法務」は3ヵ月連続、「マーケティング/PR」は4カ月連続で
高倍率となりました。上位3職種は、4か月連続で倍率が上がっている。また、3番目
に倍率が高かった「金融/銀行/証券/保険関連」については、2013年11月の最高値
を超え、高倍率となった。
　要因としては、直近3ヵ月では、求人数が2-4％ずつ微減しているのに対して、該当
する転職希望者の減少幅が28-42％と大きいことが挙げられる。

◆業種別グローバル転職求人倍率
　グローバル転職倍率を業種別に見てみると、「農林水産・鉱業」が3.08倍でトッ
プ。次いで、「金融業、保険業」が2.85倍、「製造業」が2.47倍と続いた。上位3業種は
先月と同じ結果で、前月の倍率を上回った。「金融業、保険業」、「製造業」では対象と
なる転職希望者が前月比21%減少、「農林水産・鉱業」では15%減少したことが要
因と考えられる。前月と比較して倍率が低くなっている、もしくは1.0倍を切る業種で
は該当する転職希望者が増加しており、逆に前月より倍率が高くなっている業種で
は該当する転職希望者の減少幅が大きいことで、8月度の倍率が上昇傾向にあると
考えられる。

◆香港の状況は？
　ちなみに、近頃香港政府統計省の調査によって、4～6月の第二シーズン香港内
の転職人数は2013年第二シーズンと比べると2,000人が多くなり、約6万人に上
回ってきた。

「金融/銀行/証券/保険関連」職種に於いて
2013年11月の最高値を超え高倍率

2014年8月
グローバル転職求人倍率1.68倍

ビジネス（香港・広東共通）
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