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今週の注目ページ

大山 麻美さん
平柳歯科　日本人通訳

好評連載！
女性インタビュー 

広州・深圳情報も増々充実！
20ページ

日経新聞読者様インタビュー

電気化学工業（香港）
貿易有限公司　総経理松原光彦さん

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

気になる記事は切り抜き 社員と情報共有 08ページKey Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で
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香港香港＆広東

　香港島南部の港町アバディーン（香港仔）に隣接する、元工業地区
だった町、ウォンチョッハーン（黄竹坑）には、近年数多くのギャラリー
がオープンしている。その中心地にある工業ビルに、日本の中堅アー
ティストを育てていく重要性を説き、香港を拠点に国際的なアプロー
チをしていきたいと、2人の日本人によって設立されたギャラリー
「AISHONANZUKA」がある。
　ただ今、そんなAISHONANZUKAでは、写真家であり現代美術家であ
る荒木経惟（通称アラーキー）氏による香港初の個展を開催中。今回の
写真展では、1965年頃の日本の高度経済成長期をアラーキー流に生々
しく映し出した写真集「愛の劇場」や、自身の代表作であり、妻・陽子との
旅を撮影した1971年出版の「センチメンタルな旅」から、それぞれ10枚
ほどが選ばれ展示されている。
　同氏は、1940年に東京で生まれ大学を卒業後、電通に就職。写真家と

してすぐに頭角を現した彼は、1964年に写真集「さっちん」が第1回太陽
賞に輝いた後も女優など人物を中心に写真を撮り続け、延べ400以上の
写真集を出版。個展も世界中で開催してきた。2013年に前立腺がんに
よって右目を失明した現在も、精力的に活動を続けている。同氏の撮る、
人情味あふれる写真は見逃せない。

巨匠アラーキーが贈る
センチメンタルなモノクロ写真展

Nobuyoshi Araki　荒木経惟　“Theater of Love"
期間：1月17日まで(火曜から土曜開館)
時間：12:00～19:00
住所：AISHONANZUKA, 13A, Regency Ctr. Phase1, 
       39 Wong Chuk Hang Rd., Aberdeen
ウェブ：www.aishonanzuka.com
料金：無料

　ABAプロダクションによる子供のためのフェスティバル「キッズフェス
タ」は、2012年に開かれて以来、今年で4度目を迎える。香港で最大級の
ファミリー向けエンターテインメントとして、1月14日から2月15日の約
1ヶ月間、香港アカデミードラマシアターにて開催される。このフェスタで
は、イギリスとオーストラリアから来港するプロの劇団が熱演するステー
ジを、全編英語で上演。子供の教育を1つの柱にしており、今年はいつも
とは異なる趣向で、ドラマ性だけでなくその歴史的背景も取り入れた。
　2015年の演目は、主に絵本を題材にしたThe Gruffalo(邦題：もりでい
ちばんつよいのは？)、The Tiger Who Came to Tea(おちゃのじかんにき
たトラ)、The Snail and the Whale(カタツムリと鯨)、The Princess and 
the Pea(えんどう豆の上のお姫様)、Hugless Douglas、Horrible Histories 
Barmy Britain 2、Horrible Histories Vile Victorians、Erth's Dinosaur Zoo

の8つ。ほぼ週替わりで上演されるので、毎週訪れても違った演目が楽し
める。ミュージカルで有名なロンドンのウエストエンドから迎え入れる
ワールドクラスのステージも見どころ。さらに、ショーに加えてフォトブー
スやフェイスペインティングも楽しむことができる。チケットは絶賛発売
中。今すぐウェブで確認しよう。

キッズフェスタ2015　家族みんなで楽しもう！
8つの多様な演目はどれも見逃せない

Kids Fest 2015
期間：2月15日まで
場所：The Hong Kong Academy for Performing Arts,
        1 Gloucester Rd., Wan Chai
電話予約：(852)3128-8288
オンライン予約：www.hkticketing.com
ウェブ：KidsFest.com.hk

香港トピックス
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香港＆広東

　｢バベル｣｢21グラム｣など、シリアスな人間ドラマを描くことで高い評
価を受けているメキシコのアレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ監督
が、自身初のブラックコメディーに挑戦。
　かつてヒーロー映画で一世を風靡するも、今では見る影なく落ちぶれ
てしまった俳優リーガンは、自ら脚色を手がけたブロードウェイの舞台
｢愛について語るときに我々の語ること｣で、演出と主演を兼ねて一世一
代の復活をかけていた。しかし、怪我で降板した出演俳優の代役として
やってきた実力派俳優マイクの才能に驚かされ、次第に精神的に追い
詰められていく…。
　主役の落ち目俳優リーガンは｢バットマン｣でお馴染みのマイケル・
キートンが、そんなリーガンをさらに苦しい境地へ追いやるマイク役は

エドワード・ノートンが熱演。そのほか、エマ・ストーン、ナオミ・ワッツら
演技派の俳優陣が脇を固める。
　不条理なストーリーと独自の世界感、ほぼワンカットで撮影されたと
いう臨場感溢れるカメラワークにも注目したい。ゴールデングローブ賞
最多7部門にノミネートされた話題の本作品。ぜひ劇場でご覧あれ。

イニャリトゥ監督手掛ける、ほぼワンカットの超話題作！
Birdman（邦題：無知がもたらす予期せぬ奇跡）

Birdman（邦題：無知がもたらす予期せぬ奇跡）
1月22日公開予定
監督：アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ
出演：マイケル・キートン、エドワード・ノートン、
        ナオミ・ワッツ、エマ・ストーン他

　昨年、大流行したアイス・バケツチャレンジ。一般人のみならず、ビル
ゲイツなど世界中の名だたる著名人が次々に頭から氷水を被る動画を
ネットに上げたことにより一躍話題を集めたが、それが何の病気を支援
する活動だったのか、忘れてしまった方も多いのではないだろうか。答
えは、重い筋肉の萎縮と筋力低下をきたす神経変性疾患、ALS（ルー
ゲーリック病）だ。そんなALSを患ったピアニストの半生を描いた映画
「You’re Not You」がこのたび公開を迎える。
　やりがいのないバイトと、教授との不倫の日々で、特に目的もなく大学
生活を送っていた女子大生のベック（エミー・ロッサム）。何か意味のあ
ることを始めなければと考え始めた矢先、ALSの末期段階にあると診断
されたピアニスト、ケイト（ヒラリー・スワンク）の夫が募集した世話係の
求人広告を目にする。普段の生活を続けていれば出会うはずのなかっ

た2人の女性が、ALSという難病を通じて心を通わせ、次第にお互いの支
えとなっていく―。
　原作は、女流作家ミシェル・ウィルドゲンの同名小説。ケイトの夫役は
トランスフォーマーシリーズでレノックス大佐を演じたジョシュ・ドゥアメ
ルが熱演する。ALSとはどんな病気なのか、この映画を通して今一度深く
学んでみてはいかが？

アイス・バケツチャレンジで注目された
あの難病が題材の映画「You’re Not You」

You’re Not You
1月15日公開
監督：ジョージ・C・ウルフ
出演：ヒラリー・スワンク、エミー・ロッサム、ジョシュ・ドゥアメルほか
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

8年振りに夢のワンダーランドが帰ってきた！
　移動遊園地｢AIA Great European Carnival｣が8年振りに香港に戻ってきた。場所は、

観覧車が新しいランドマークに加わった話題のスポット「ニューセントラルハーバーフ

ロント」。クリスマス時期に合わせて昨年12月23日にスタートし、2月末まで開催中だ。

　広々とした会場には子供から大人まで楽しめるアトラクションが盛りだくさん。ゲーム

ブースでは的当てや輪投げゲーム等で景品をもらうこともできる。その他、メリーゴー

ランドやお化け屋敷、ゴーカート、スリルたっぷりの絶叫マシーンなど、遊園地定番のア

トラクションもあり、大人も子供に戻ったような気分で楽しめる。フードエリアには香港

ホットドッグ、グリルドチキン、ワッフルをはじめ、いっぱい遊んでペコペコになったお腹

を満足させてくれる食べ物がいっぱい。早速、友達や家族と出かけてみては？

AIAグレイトヨーロピアンカーニバル
移動遊園地が営業中

2月末まで

様々なスポーツの最新アイテムが購入できる
　香港ではまだ少なかったスポーツブランドを扱うオンラインショップ

｢Descente｣がオープンした。同店では機能美を追求し多くのトップアス

リートに愛用されている｢Descente｣などのスポーツブランドの最新ア

イテムを取り揃える。また、家にいながら、ゴルフやクロスカントリーを

はじめ、様々なスポーツの最新アイテムをオーダーすることができる。

Descente(デサント)
オンラインショップ

www.descente-onlineshop.com.hk

Gallery Z, L522, JCCAC, 
30 Pak Tin St., Shek Kip Mei
13:00～19:00
(852)2372-0681
www.jccac.org.hk
www.galleryzhk@gmail.com
無料

Rm. 138, 1/F., Eton Tower, 8 Hysan Ave., CWB
または「点点綠」各店舗にて
(852)6628-0990
www.ynotnatural.com

5/F., Soundwill Plaza Ⅱ-Midtown, 
1&29 Tang Lung St., CWB
月～土　11：30～23：00
日祝日　11：30～22：30
(852)2573-8333

大戸屋
本物の日本の家庭料理

冬の鍋物　銅鑼湾の旗艦店に期間限定で登場
　全世界で 400 店以上を展開する日本の定食専門店「大戸屋」が昨年
12月、銅鑼湾に新たな香港旗艦店をオープンした。現在、冬期期間限定
の旬の鍋物｢あじつみれと大根餅の和風鍋｣と｢広島産かきのチゲ鍋｣を
味わうことができる。その他「美味しくて体に優しい」にこだわった日本
の家庭料理も豊富。冷え込む冬に大戸屋の鍋と料理で温まろう。

乾燥の季節も美しい髪をキープしよう
　「Y-Not Natural」は今話題のオーストラリア原産の鳥・エミューから採
れるオイルを使用した、乾燥の季節にぴったりなヘアケア商品を開発。

化学物質を一切含まないこのオイルはオメガ3やビ
タミンA、Eなどが豊富で、髪の根元へ栄養を浸透さ
せるだけでなく炎症を抑える効果も。16時間も潤い
をキープさせ、芯から美しい髪を育ててくれる。

エミューオイルヘア用品
Y-Not Natural

発売中

心に秘めた過去への回顧と未来への期待を表現
　｢旮旯(gā lá)｣とは中国北部の方言で部屋の片隅や静かな場所な
どを意味する。この言葉は、私たちの心の片隅という意味も持つ。そこ
には誰も知らない正直で純粋な気持ちや経験、秘密などが存在す

る。本展覧会では4人の出展者が写真、
絵画、詩、ビデオを通して、過去への回顧
と未来への期待等をテーマに、個々が感
じる｢旮旯｣を表現する。

「NOOK(隅っこ)」
ビジュアルアートと創造的な文芸の展示会

2月14日まで

New Central Harbourfront, Central
11:00～23:00
ticketflap.com 
大人HKD125　子供HKD90 
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香港＆広東

《人力資源社会保障部、外交部、公安部、文化部　外国人が入国して短期業務を完成させることに
関する手続手順（試行）》

　人力資源社会保障部、外交部、公安部、文化部は、2014年11月6日付けで『外国人が入国して短
期業務を完成させることに関する手続手順（試行）』（人社部発[2014]78号、以下『78号通達』）を公
布しました。
　中国における外国人の就業ビザ取得に関しては、『中国における外国人就業管理規定の実施貫
徹に関する問題についての通達』（労弁発[1996]65号）により、中国で3ヶ月以上業務を行なう場合
には、外国法人との間で雇用契約を締結し、給与も国外から受取る場合でも、中国で就業している
ものとして就業証の取得を行なわなければならないことになっておりますが、『78号通達』により、
中国で「短期業務」に従事する場合には、滞在日数が3ヶ月を超えない場合にもZビザの取得が義
務付けられる等、ビザ制度に関する変更点が御座います。

『78号通達』のまとめ

※1　滞在期間が30日を超える場合には、居留許可の取得が必要

　当該『78号通達』により、一般的に中国法人と直接的な雇用関係がないことが想定される「短期
業務者」、および一部の「非短期業務者」に対しても『Zビザ』や『就業証』等の取得が求めれることに
なりますが、下記の点等について不明確な部分が多く御座います。従って、今後の補助通達の公布
や実務上の運用状況等に注視することが重要となります。

(1) 日中ビザ免除協定との関係
      90日以内の短期業務に該当する場合、滞在日数が15日以内であってもZビザの取得が義務づけ
      られるのか。
(2) 業務許可証・業務証明と社会保険加入義務との関係
      90日以内の短期業務に従事する外国人は、『就業証』を保有しないことになるが、社会保険に加      
      入する必要があるのか。

当該『75号通達』は、2015年1月1日より施行となります。

最近の中国法改正⑧
ビジネスマン必見！

華南エリアお役立ち情報
15 今回のテーマ

ワイズコンサルティング国際会計グループ
香港事務所
住所：15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd., Central
電話：(852)2851-8700
深圳事務所
住所：深圳市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室
電話：(86)755-8831-6995

～書籍のご案内～
この度、ワイズコンサルティング国際会計グループは、
「よくわかる香港ビジネスガイド」（大蔵財務協会発行）を
出版いたします。

ワイズコンサルティング国際会計グループ
税理士法人ワイズコンサルティング編
一般財団法人　大蔵財務協会発行
税込1,200円　11月下旬販売予定　全国書店にて発売

日本国税理士
山本圭一郎
日本国税理士
山本圭一郎

業務内容 業務区分 必要手続滞在日数

(1) 中国国内における提携先において、技術、
 科学研究、管理、指導などの業務を遂行

(2) 中国国内におけるスポーツ機関において競技を
 行なう（コーチ・選手を含む）

(3) 映画撮影（コマーシャル・記録映画を含む）

(4) ファッションショー（モーターショーのコンパニオン・
 平面公告撮影を含む）

(5) 「渉外営業性公演」に従事

(6) 人力資源社会保障部が認定するその他の状況

(1) 購入した機器設備に関連するメンテナンス、据付、
 試運転、解体、指導及びトレーニングを行なう

(2) 中国国内における落札プロジェクトに対して指導、
 監督、検査を行なう

(3) 中国国内における分公司・子会社・代表処へ派遣され、
 短期の業務を遂行

(4) スポーツ競技に参加（選手・コーチ・チームドクター・
 マネージャーなどの関係者を含む）

(5) 無報酬の業務に従事、或は海外機関が報酬を提供する
 ボランティアに従事

(6) 文化主管部門が認可書類上に「渉外営業性公演」を
 未注記の場合

短期業務

非短期業務

90日
以内

90日超

90日
以内

90日超

許可証書
業務証明
Ｚビザ
等を取得
（※1）

就業証、
Ｚビザ
居留許可
を取得

(1)～(4)：
Mビザ取得

(5)・(6)：
Fビザ取得

就業証
Ｚビザ
居留許可
を取得
（（4）（6）以外）
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日経新聞の日頃の読み方、活用方法は？
　毎日オフィスに配達してもらい、9時10分の始業時間までに日経
新聞を読むのが日課となっています。出張に出ているときや忙しい
ときは家に持ち帰りますが、香港と広州の両方の事務所を兼務して
いるので、MTRに乗って広州に向かう車中でもよく読みます。日経新
聞は情報源になるので時間を作って必ず読むようにしているんで
す。電子版も活用しますが、やはり新聞は活字を読むほうが好きで
すね。好きな記事を見つけたとき、切り抜いてすぐカバンに保管でき
ることと、その切り抜いた記事をコピーして社員達に回覧することで
情報共有ができるからです。例えば、我々はバイクや車の電子部品
などの放熱材料を扱う関係で、以前掲載された「ホンダがバングラ

デシュで工場を新設す
る」という記事を社員と
共有し、大変注目して
いました。また毎週、社
内報告会を開いている
のですが、日経新聞の
記事を取り上げること
もよくあります。「こうい
う理由でこの業界の数
字が増えているからお
客様からの注文が増え
るのだ」という、お客様
が自分たちの製品を求
める背景は何なのかと
いう情報を日経新聞は
与えてくれます。

よくお読みになる記事は？
　企業や国際関係の記事や取引先の人事情報は必ず読んでいま
す。香港に駐在してからは、日本に関する記事には軽く目を通す程度
です。お気に入りの記事は、「キャリアアップ」。トップの方が苦労され
ていた時代の話が掲載されており、中には自分に重なる部分を感じ
ることもあるんです。「あんな偉い方がこんなにも苦労をしてきたん
だ」と勇気づけられることもありますよ。また、what’s newという新商
品を紹介する記事もよく読みます。毎回、新しい商品がよく出てくる
ものだなと感心していますが、仕事に関連する商品が掲載されてい
るときもあり助かっています。香港では手に入らない食材を見つけ
たときは、日本が恋しくなりますね。

日経新聞が欠かせないと感じる時は？
　日経新聞は、取引先と話をする中での話題作りになり、また情報
交換の手段にもなります。最近では、ホンダの2輪に関する記事が
ベースとなって取引先との話がスムーズに進みました。互いに読ん
でいるからこそ、会話が弾んだんだと思います。また「こういう切り口
で物事を考えよう」など、発想の転換にも繋がりますし、営業マンとし
て知っておくべき情報も得られま
す。日経新聞1紙を読めば様々な
分野の情報が得られるので、本当
に為になると実感しています。ま
た、毎週土曜日に配信される日経
プラス1は妻とよくチェックしてい
ます。お取り寄せや温泉の記事を
読んで、「ここに行ったね」とか「日
本に戻った時は行きたいな」など、
家庭での話題づくりの1つにも
なっていますよ。

会社紹介・今後の事業展開
　「高い技術で“資源”から“価値あるモノ”を生み出す企業」を理念
とし、今年、創立100周年を迎えます。現在、100年企業としてのある
べき姿を定めた企業目標「DENKA100」を掲げ、社会への確かな貢
献と共に、着実に続けられる企業を目指しています。さらに、「正直な
姿勢と誠実な対応」を自社のDNAとし、次の10年にもこのDNAを引
継ぎ「いつまでも信頼されるモノづくり企業」を目標としています。
　当社の中国でのビジネスの展開としては、中国を今後益々重要
な市場と捉え、全中国を視野に入れて、例えば新工場の建設、内陸
部への拠点つくり等を検討しています。
　香港事務所は、従来は、スチレン系樹脂を中心に中国本土への
貿易の拠点として機能させてきましたが、今後は華南地区の重要拠
点として、また中国以外への貿易の拠点として、当社のあらゆる製
品の市場展開を図るべく活用して行きたいと思います。
　また広州事務所は華南地区での電子材料を主とした販売拠点と
して拡大したいと考えています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

気になる記事はその場で切り抜き
社員と情報共有

香港で活躍する日系企業の方たちにとって不可欠な情報源となっているのが、「日本経済新聞国際版」。
今回は電気化学工業（香港）貿易有限公司　総経理・松原光彦さんに、

ニュースや記事が自身の仕事や生活にどのような影響を与えているのかを伺った。

電気化学工業（香港）貿易有限公司　
総経理

松原 光彦さん
勤務歴30年。14年1月に来港し、休日は奥様と香港
巡りをしている。友人が香港に訪れたときの為に、
前もってリサーチしているのだとか。「自然が豊か
だと今まで感じることはなかったが、意外に山が多
いことを知り、そんな香港を楽しんでいる」という

住所：Unit 1010, EastWing, TST 
　　  Centre, 66 Mody Rd., Kowloon
電話：(852)3691-8636
ファクス：(852)3527-0604

　三井系資本で発祥。自社資源と資産を生かし、
無機・有機の素材から電子材料、樹脂加工製品、
医薬に至る幅広い分野でグローバルに展開する
総合化学メーカー。特に祖業であるカーバイドは
国内首位。独自製法の合成ゴムや溶融シリカに特
色がある。

電気化学工業（香港）貿易有限公司

日本経済新聞 国際版、電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk
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香港＆広東 香港

香港

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/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港25K～30K

電子部品商社での営業職。営業経験2年以上
ある方。電子部品業界での営業経験者歓迎。
出張可能な方。英語ビジネスレベル。中国語で
きる方尚可。

営業・販売系/
その他サービス 香港/九龍 RGF 香港15K～25K

セールスサポート職。既存の顧客との関係の
維持。クライアントへの出荷納入アレンジ。スケ
ジュール調整や支払滞納や納品遅れなどの
対応。中国への出張あり（月１回程度）。要英語
OR中国語。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 15K～20K

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 香港サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 16K～22K

トリマーペット看護士を募集。トリマー経験の
ある方、簡単な英語または中国語のできる方。
日本在住の方は、就労ビザサポート有。保険、
往復航空券、住宅、光熱費、全額支給。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 20K～30K

ホームオートメーションシステムを販売して
いる企業にて日本人スタッフの募集。日本
マーケットの調査。日系顧客からのお問い合
わせ対応。翻訳業務（日⇔英）市場調査や
マーケティングの経験ある方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 23K～25K

日系大手広告会社が営業担当を募集。既存
顧客への営業活動とフォローアップ。広告業界
にて営業経験者優遇。英語ビジネスレベル、
広東語出来る方尚可。

RGF 香港

キングスウェイ

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/新界

日系電気電子部品商社の経理部門の責任者と
して、毎月の資金繰り計画作成、連結決算のと
りまとめ、日本本社への報告業務等。商社もしく
は製造業での経理部門での勤務経験者歓迎。
英語もしくは中国語ビジネスレベル。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
サービス 応相談香港/香港島

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。

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

～22K香港/香港島

5年以上の就労経験、営業等の経験者。ビザ
関連申請手続き、顧客からの問い合わせ対応、
コンサルティング。会社設立関連のサポート。
ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 19K～21K

アパレルOEM企業にて、日本人の新規開拓
営業。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。

RGF 香港サービス系/
コンサルタント 20K～22K香港/香港島

ビザ関連の代行業務を行っている企業での
コンサルタント業務。既存の顧客に対して申請
手続きの説明からビザ取得までの対応。カス
タマーサービス経験者歓迎。

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～22K香港/香港島

日系会計事務所にて秘書を募集。見積もりの
作成、データ管理、セミナーのアレンジ、新入社員
の入社前後のフォローと研修の調整、広告の
管理等。幅広い仕事を柔軟にこなせる方。

RGF 香港
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

18K～20K香港/香港島

日系進学塾で塾講師の募集。６歳～１５歳の
学生への数学、英語の授業の提供（日本語で）。
進路相談、コンサルテーション。大卒以上。教師
未経験でもやる気のある方考慮。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 18K～25K

日系電子製品企業様が営業担当を募集。既存の
顧客との関係の維持、クライアントへの出荷納入
アレンジ、スケジュール調整、支払滞納や納品遅れ
などの対応。中国への出張あり（月数回程度）。

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫 香港/香港島 ～22K

3年以上の物流業界もしくは商社、メーカ等の
経験者。日系顧客窓口業務、見積書作成、顧客
訪問。中国出張あり。コミュニケーションレベ
ルの英語、広東語。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/金融・保険 応相談

金融業界の経験、もしくは営業経験者。日系
顧客へのアプローチ、セミナー開催。金融商品
のプレゼンなど。日本出張あり。ビジネスレベル
の英語。

香港/香港島

RGF 香港技術系（IT・通信）/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 17K～25K

IT企業での品質管理業務。主に中国華南地域
への出張が週２～３日あり。各種トラブルへの
対応。各プロジェクト遂行。資料管理。北京語
ビジネスレベル歓迎。安定して長く働ける方。

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 25K～30K

日系企業にて、材料調達・製品開発・受注管理・
生産監視・品質管理を含め、マーチャンダイ
ジングチームを管理するアシスタントセールス
マネジャー業務。出張の可能性あり。衣類もしく
は繊維業界での経験歓迎。

香港/九龍 20K～25K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系大手銀行でのカスタマーサービス職。総務、
アシスタント業務も兼任して頂くこともあり
ます。就労可能なビザをお持ちの方のみ考慮。
要英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界

包装資材事業を行う日系企業にて営業の募集。
既存顧客のフォロー及び新規顧客開拓。運送
対象物のチェック、見積もりと提案各種税関業
務、フォワーダーとの連携。要広東語スキル。

20K～25K
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中国全土

香港クラシファイド

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第７回 九州人会のご案内
2015年1月23日(金)　18:30より日本人
倶楽部にて第7回 九州人会を開催いた
します。九州ご出身の方、九州にゆかり
のある方はお気軽にご連絡ください。
連絡先:九州人会事務局・箕田(みた)　
電話：6094-9091
メール：mita@hkkkc.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

青山学院校友会香港支部
隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください!
連絡先:hoseichina_hk@yahoo.co.jp (事務局)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団メンバー募集!!
香港日本人倶楽部合唱団です。練習は銅
鑼湾の日本人倶楽部にて水曜午前に女
声合唱団、土曜午後に混声合唱団と男声
合唱団がおこなっています。（練習場所は
変わる場合あり）。現在2月に行われる新
春コンサートに向け練習しています。初
心者の方大歓迎!!歌が好き!唄うのが好
き!!な方私たちと一緒に合唱を楽しみま
せんか?お気軽にお問合せください。
問い合わせ：
mail:hkjc_choir@yahoo.co.jp（担当:加藤）
HP：www.geocities.jp/hkjc_choir
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

FXトレーダーの集い。
FXトレードについて、あれこれ一緒に
話せる仲間作りませんか?トレードのス
キルアップやアイディアのきっかけ作り
にもなる。
●経験: これから始めたい方、初心者～
上級者まで経験は問いません。
● 日時: 週末メインですが平日もあり。
● 会費: ゼロ
どうぞお気軽にご連絡下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
メール：centralhk@geosasia.com
電話：(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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

合唱団2015新春コンサート
香港日本人倶楽部合唱団コンサートの
ご案内です。日本人も香港人も「皆で一
緒に楽しむ!」がモットーの合唱団。50余
年にわたり、クラシックからポップスまで
多種多様な曲に挑戦してきました。今年
の新春コンサートも、大人から子供まで
楽しんでいただける歌を中心に、美しい
ハーモニーでお届けします。素敵なゲス
トも登場。日曜日の午後のひととき、ご家
族やお友達と是非お出かけください。
入場無料。　
日時：2015年2月8日(日)　午後3時開演
場所：香港日本人倶楽部18階ロビー
(68 YEE WO STREET, CAUSEWAY BAY, HK)
演奏曲:　「Let It Go～ありのままで～」

「逢いたくていま(MISIA)」「雨のち晴レル
ヤ」「ト調のメヌエット変奏曲」「LIKE TO 
THE DAMASK ROSE」「となりのトトロ」

「You’ll be in my heart～Disney“Tarzan”
より」「雨ニモ負ケズ」「上を向いて歩こ
う」など

安心の老舗日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダル
トショップ「ワイルドワン」
現在では 東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を 中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいますの 
で是非気兼ねなくご来店ください。
・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83 號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00-23：00)
電話 (日本語可）: (+852)2395-1001
・香港TST店
住所：九龍チムサチョイ加拿分道6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00-23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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
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香港

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/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/香港島 インテリジェンス

香港応相談

アクセサリー専門店にて店舗スタッフ業務。
英語、広東語、北京語のいずれかコミュニケー
ションレベル。土・日・祝日勤務を含む、シフト
勤務が可能な方。

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

大手日系金融機関にて企画部のアシスタント
業務。予算管理・報告書作成・中国内の支社と
日本本社の窓口業務・北京語から日本語への
翻訳業務等を担当。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～25K

大手日系保険企業にて、主に香港内の日系
顧客担当。書類作成、問合せ対応等の内勤業務
も多く、出張はほぼ無し。要ビジネスレベルの
英語。

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 香港/九龍 ～35K

5年以上の品質保証経験。ISOの知識保持者。
品質に関するコンプライアンスの遵守、内部
監査の実施。ビジネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～32K

5年以上の営業経験、マネジメント経験者。資材
調達、商品開発、生産管理、品質管理業務。ビジ
ネスレベルの英語、中国語。

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 香港/九龍 ～30K

4年以上の購買経験。価格交渉、輸入ならびに
輸出手配。マーケティング、トレンドリサーチ、
その他提案など。ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
深圳

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
20K～25K深圳

製造工程（生産工程）担当。製造工程（生産工程）
あるいは品質保証の経験者。北京語ビジネスレ
ベル必須。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB
20K～25K東莞

営業。プラスチック部品等の営業・あるいは英語
を使用した営業経験をお持ちの方。マネジメン
ト経験・メーカー営業のスキルをお持ちの方は
歓迎。北京語もしくは英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

RMB
13K～15K東莞 営業。業界経験不問。北京語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
専門商社・総合商社 香港/新界 ～20K

（応相談）

日系専門商社にて、韓国系企業対応及び企画
関連業務。書類作成、問合せ対応、日⇔韓翻訳
等を担当。出張無し。要ビジネスレベルの韓国語
と英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～40Ｋ香港/九龍

銀座

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。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
医療関連 30K香港/香港島

会計財務統括。各アジア支店の四半期決算、
財務諸表作成等を担当。英語ビジネスレベル
必須。

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・教育・
公的機関など

15K～20K香港/香港島
教育機関での保護者対応および事務全般。総務
や簡単な会計業務（記帳程度）など。コミュニ
ケーションレベルの広東語および英語。

インテリジェンス
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 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。プロジェクト管理・トラブ
ルシューティング等一連を担当。要IT業界での
実務経験3年以上。コミュニケーションレベル
の英語必須。

インテリジェンス
広州営業・販売系/物流・倉庫 その他

華南地域 ～RMB15K

日系企業への物流サービスの提案営業。国際
物流実務上の業務管理・中国人社員の管理。
日本本社への報告等を担当。業界経験は不問。
北京語中級レベル以上。

インテリジェンス
広州

技術系（建築・土木）/
建設・建築・
内装・住宅関連

RMB
25K～35K

工場建設に伴なう設備工事施工管理、協力業者
への工程/施工管理調整等を担当。中国で2年
以上の設備施工経験と北京語一般レベル以上
（中文設計図、施工が読解できるレベル）必須。

広州

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

香港/香港島 20K

日系金融機関にて、国際会議やイベント時の
各種アレンジメント業務。1年契約の後、
パフォーマンスによっては契約延長も検討可。
金融業界の経験不問。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
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～23K

日系オフィス関連製品の海外代理店営業担当。
現地代理店との関係構築・展示会の対応を
行う。頻繫な海外出張有り。要ビジネスレベル
の英語と、法人営業経験。

香港/新界 20K～30K インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

経理実務およびスタッフ管理。採用後2～3ヶ月
は、中国工場での研修あり。日常会話レベル以上
の英語、広東語または北京話ができれば尚可。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 香港/新界

飲食チェーンのウェブサイトや広告のデザ
イン。関連する経験があり、創造的で斬新な
アイデアをお持ちの方。

20K
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