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好評連載！
女性インタビュー 

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

今週の注目ページ

16ページ

広州・深圳情報も増々充実！

スピリチュアルセラピスト

小熊 まきさん

潜在意識に向き合って心の充実を図ることが大切。
それをサポートしていくのが私の使命―。

Hair・Nail・Eye Lashが1つの店でできる♪
実力派が勢揃いのトータルビューティーサロン
Hair・Nail・Eye Lashが1つの店でできる♪
実力派が勢揃いのトータルビューティーサロン

Carte Blanche

香港ヘルス＆ビューティー

12ページ



香港 香港

香港

日本未公開のアカペラコメディ映画続編！
歌と笑いに包まれる「Pitch Perfect 2」
　2012年全米で社会現象を巻き起こした、大学のアカペラ部が舞台の
映画「Pitch Perfect」の続編がついに登場。前作は、廃部寸前だったアカ
ペラ部「Bellas（ベラーズ）」にDJ志望の女の子が入部し、全国大会優勝
を目指すというストーリー。アメリカではこの映画をきっかけに古くさい
と思われていたアカペラにブームが再到来し、中でもアナ・ケンドリック
演じるベッカが披露する「Cups（カップス）」というプラスチックのコップ
をリズム代わりに使う歌は、鳥肌がたつほど素晴らしく観客を虜にした。
続編は、前作のベラーズメンバーに新メンバー（ヘイリー・スタインフェ
ルド）を迎え世界大会に挑戦する。新メンバーはどんな歌声を披露して
くれるのだろうか。
　香港では5月28日から公開が決まったが、日本では前作が未公開のた
め、続編を記念して前作から公開が決定したという。劇中で歌われてい

る曲も70年代～90年代の懐かしい歌が多く、またコメディというだけに
楽しんで鑑賞できる。全米にアカペラ旋風を巻き起こした映画が、ここ香
港にも新しい風を巻き起こすかも？！

Pitch Perfect 2
公開日：5月28日～
監督：エリザベス・バンクス
出演：アナ・ケンドリック、スカイラー・アスティン、レベル・ウィルソン、
        ヘイリー・スタインフェルド、ブリタニ―・スノウ　他

　さまざまな講演会を運営する非営利団体「TED（テド）」が世界中で注
目を集めている。30年前カリフォルニアで行われた講演から始まり「広
める価値のあるアイデア」を理念とする団体は、世界を牽引する名だた
る実業家や思想家によるスピーチを動画アーカイブとして無料で公開。
どれも基本的に18分以内と聞きやすい長さが魅力だ。話し手として、世
界長者番付で13年連続の世界一となった実業家ビル・ゲイツ氏、Apple
の創始者である故スティーブ・ジョブズ氏や元アメリカ大統領ビル・ク
リントン氏、ウィキペディアの創設者ジミー・ウェールズ氏などがあげら
れる。
　また、世界中にこのアイデアを広めようとローカルプログラムとして位
置付けられているのが「TEDx」である。それぞれがローカルイベントを
実施し、「TED」の経験をさらに多くの人々に広げる役目を担う。「TEDx」

イベントでは、トークビデオや実際に話し手を招き講演し、さらに深い結
びつきを目指している。
　5月31日にワンチャイ（湾仔）で開催されるイベントでは、香港でテレ
ビ司会者として活躍するAngie Lau氏や、ジャズに合わせてスゥイング
ダンスを踊る団体、写真家であり文化人類学者としても知られるJo 
Farrell氏らが講演する予定だ。

湾仔での講演会は必見！
ローカルとの深い結びつきを目指した「TEDx」

「TEDx」講演会
場所： Hong Kong Arts Centre, WanChai
住所：2 Harbour Rd., WanChai
日時：5月31日
ウェブ：www.tedxwanchai.com

香港トピックス
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　1901年イタリア・ピエモンテ州にて創業を開始した「Lagostina（ラゴ
スティーナ）」。すずメッキの金属食器の製造から始まった同ブランドは、
その後イタリアで初となるステンレス製の調理器具「CASA MIA（カー
サ・ミア）」シリーズを発売し、キッチンウェアブランドとしての地位を確
立した。ニューヨーク近代美術館（MoMA）の永久収蔵品にも選ばれ、世
界中のマダム達に人気がある調理器具は、もうすぐやってくる母の日の
プレゼントに最適だろう。
　定番の「Salvaspazio」シリーズは、丈夫さだけではなくデザインの美
しさも追及し、調理中も収納中もエレガントと人気が高い。またあらゆる
調理をスピーディーに仕上げる圧力鍋も忙しい主婦にはぴったり。さら
に中華料理に最適な鍋「Accademia Chinese Wok」も登場。アルミとス

テンレスの層を5段階にすることにより材料への火の通りを早くし、また
弱火での料理も簡単にコントロールできる優れものだ。
　同製品は25年保証がつき安心して長く利用できることで人気が高く、
イタリアでは結婚祝いとして贈られ、母から娘へと代々受け継がれる鍋
としても知られる。ぜひ日頃の感謝の気持ちを込めて、スタイリッシュで
丈夫な調理器具を贈ってみてはいかが。

Lagostina
販売店：SOGO(CWB)、APITA(太古)、AEON(太古、茘枝角)他
ウェブ：www.en.lagostina.hk/Index.htm

母の日のプレゼントにサプライズを！
デザイン性に優れた丈夫な鍋を贈ってみては？

　昨年公開され話題を呼んだ岩明均の漫画を原作とする実写映画「寄
生獣」。前作は、パラサイトと人間が混ざった新一が誕生し、人間の敵だ
と感じたパラサイト達を倒していく決意が描かれた。90年代に流行した
漫画の実写化を心待ちにした多くの観客が映画館に訪れ、ハリウッドも
注目しているという同映画。その完結編がついに公開となる。
　生き残るのは人間かパラサイトか―。右手に寄生生物「ミギー」を宿
す高校生・泉新一（染谷将太）は、要注意人物として人間からもパラサイ
ト達からもマークされていた。新一が住む東福山市はパラサイト達に
乗っ取られ、人間はパラサイト特殊部隊を結成しそのアジトに奇襲を仕
掛けようとする。そんな中で人間の子を産み人間との共存を模索するパ
ラサイト田宮良子（深津絵里）が新一に望みを託す。人間とパラサイトの
最後の戦いがついに始まるのだ。

　監督は引き続き、「永遠の0」でも知られる山崎貴監督。同氏は、「これ
は対パラサイトとの物語ではなく、人類が自らに警鐘を鳴らしている物
語だ。」と語る。本当に恐ろしい生物とは何なのか。最高峰の映像マジッ
クを駆使して作成された同作品は、最後の最後まで目が離せない！

激化する人間と寄生生物「パラサイト」との戦い
待望の「完結編」ついに公開！

寄生獣完結編　PARASYTE　COMPLETION
5月7日公開
監督：山崎貴
出演：染谷将太、深津絵里、橋本愛、浅野忠信、北村一輝　他
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今週の香港ピックアップ

アルバムで米英1位を獲得した人気ロックバンドが来港
　この夏、若者たちに絶大な支持を得ているロックバンド「イマジン・ドラゴンズ」が、2月

にリリースしたセカンドアルバム「スモーク＋ミラーズ」を引っさげて、香港でライブを開

催する。このアルバムは勇敢さともろさをあわせもつエネルギッシュな仕上がりで、米英

のアルバムチャートで1位を獲得している。イマジン・ドラゴンズは、リーダー＆ボーカル

のダン・レイノルズが2009年にラスベガスで結成した、1970年代以前のロックを継承す

るオルタナティヴ・ロックバンド。デビューアルバムの「ナイト・ヴィジョン」は400万近い

セールスを記録し、セカンド・シングル「レディオアクティヴ」ではグラミー賞を受賞。ス

ケールの大きさと共感をよぶ歌で、旋風を巻き起こしているバンドのライブ、この機会を

お見逃しなく！

イマジン・ドラゴンズ
Smoke + Mirrors Tour live

8月23日

MUJI Award Exhibition
「MUJI Award 04」入賞作品展示会

5月15日まで

若きクリエーター達の才能の結晶
　世界中から新たな商品開発、才能発掘することを目的に開催された
「MUJI AWARD 04」は、49カ国から4,824 作品が集まり、大成功のうち

に幕を閉じた。PMQ香港では「未来の
くらしに続くデザイン」をテーマに作ら
れた同コンペティションの入賞作品を
期間限定で見ることができる。若きクリ
エーター達の才能に触れてみよう!

「MUJI Award Exhibition」
S501, 5/F, Staunton, 
35 Aberdeen St., Central
12:00～20:00
無料

タイのハッピー・ラブコメディ・ムービー
　英語教師のプレーンはある日、工場で働くエンジニアのジムから英語

を教えるよう依頼を受ける。海外に行ってしまった元カノとヨリを戻した

いというジムだが、カタコトの英語しか分からず、プレーンは手を焼いて

しまい…。ときめきを感じること間違いなしのラブ・コメディ。ぜひ映画

館に足を運んでみよう!

「アイファイン・サンキュー・ラブユー」
I Fine...Thank You...Love You

4月23日公開予定

Exhibition

オーガニック料理でおもてなししよう!
　美味しくヘルシーな料理で定評のあるオーガニック・デリ「Prune」か

らケータリングサービスが登場！ イベントや結婚式などでワンランク上

の料理を振舞えると評判だ。メニューは約80種類から選ぶことができ、

食べ物だけでなくドリンクメニューも充実している。ケータリングサービ

スを検討中の方、まずはメールで問い合わせしてみよう。

PRUNE
豊富なヘルシー料理をケータリング

監督：メート・タラトーン
出演：プリーチャヤー・ポンタナーニコン（アイス）、サニー・スワンメーターノン 他

LAの魅力が詰まった夏のトレーニングのマストアイテム
　スポーツウェア｢ナイキ｣からの限定版のナイキプロN+TCツアーウィ

メンズトレーニングタイツが新発売。華やかな色調に大胆なグラフィッ

クが特徴でLAの魅力が詰まったデザ

イン。乾燥性に優れた素材で、動くたびに

生き生きとした美しいシルエットを作り出

す。お洒落な上に、フィット感が抜群で機

能性も高いアイテムだ。

NTM x N+ツアー
ロサンゼルス

Prune ‒ Organic Deli & Workshop
14 Fuk Sau Lane, Sai Ying Pun
火～金：7:30～17:30
土、日、祝日：8:30～17:30
(852)2873-3353
www.prunedeliworkshop.com/home
info@prunedeliworkshop.com　

アジアワールド・エキスポ
8月23日(日)　20:00～
www.hkticketing.com（チケット予約）
HKD788、HKD588、HKD388、HKD288 (Seated)
HKD588 (GA Standing)

www.nikestore.com.hk
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中国全土

Exhibition

Showstopper
ミュージカル

5月6日～5月10日

週末は24時間営業！  アメリカンフードを楽しもう
　ハリウッドロードに位置し、アメリカンスタイルの料理が楽しめる
「Burger Circus」が、週末限定で24時間の営業を開始する。木曜の朝9時
から日曜の深夜12時まで、朝のサンドイッチなどをはじめ、軽食や夜の
アルコールなど、どんな時でも気軽に入店できる。今年オープンしたば
かりの同店は、クラシックなハンバーガー、アメリカンデザートが大人
気！  ぜひ足を運んでみよう。

Burger Circus
24時間営業スタート

5月23日～

ユニークで官能的な絵画
　中国で抽象絵画のアートシーンをリードする1人として幅広く知られ
ているPang Yonjie氏の展覧会“Sensual Encouner”が5月14日からファ
ブリックギャラリーで開催される。彼のユニークで印象的な絵画はアジ
アをはじめヨーロッパのコレクターにも人気があり、オークションに出さ
れるほど。官能的で、抽象的なタッチで描く女性の絵は必見。

Pang Yonjie
｢Sensual Encouner｣

5月14日～6月15日

真夏にぴったりのサングラス
続々登上

各ブランドより新ラインナップ登場!
　夏が近づくこの季節、サングラスは手放せない必須アイテムだ。ア

ラン・ミクリからは花びらをモチーフにした「ぺタル」が、ポール・スミス

からはフェミニンな形が特徴の女性向けサングラス「アバディーン」が発

売される。プラダやレイ・バンのコレクションも見逃せない。真夏の日差

し対策に、お洒落な1本を手に入れよう!

予測不可能な結末に大爆笑が巻き起こる？！
　トップクラスの演技を魅せる舞台が、イギリスから期間限定でやって
きた。約 2時間の英語で繰り広げられる舞台は、観客を即座に歌や踊り

の世界へいざない、誰もが予測不
可能な結末に。ショーはまるで大
賑わいのパーティのよう。顎が外
れるほどびっくりしたり、腹筋が痛
くなるほど笑ったりと、陽気な気分
に包まれるだろう！

Secret Retreats 
Eastern Indonesia

6月30日まで

この夏、平穏で癒しに溢れたバケーションを
　穏やかに打ち寄せる波の音と共に澄み切った海が目の前で光輝く最

高の朝を想像してほしい。この夏、平穏で癒しに溢れたバケーションを

計画しているあなたには、「イースタン・インドネシア」がオススメだ。大

自然を堪能できるクルージングの後は、専属シェフの料理と行き届いた

「おもてなし」で心も身体もリラクゼーション！

ムーミン
南の海で楽しいバカンス

4月30日公開

LAの魅力が詰まった夏のトレーニングのマストアイテム
　フィンランドが誇るキャラクター「ムーミン物語」は1945年に発表され

漫画、絵本、アニメとなって世界中の人々に愛されている。そんなムー

ミンの原作者のトーベ・ヤンソンの生誕

100周年記念として、映画｢ムーミン南の

海で楽しいバカンス｣が4月30日から香

港で公開される。地中海のリゾート地に

やってきたムーミン一家の冒険に期待し

たい。

The Hong Kong Academy for Performing Arts
1 Gloucester Rd., Wan Chai
5月6日～5月9日　19:45～
5月10日　19:00～
www.aba-productions.com

22 Hollywood Road, Soho
月～水9:00～24:00、
24時間営業 木9:00～日24:00、
朝食は毎日12:00まで
(852)2878-7787

監督：グザビエ・ビカルド、ハンナ・ヘミラ
原作：トーベ・ヤンソン

www.secret-retreats.com
フェイスブック: SecretRetreatsAsia
dream@secret-retreats.com

Fabric Gallery
1102 Nam Wo Hong Bld., 
148 Wing Lok St.,SW
月～金10:00 ～18：00
(852)2525-4911

プラダ「リネア・ロッサ L.J.シルバースペシャルコレクション」HKD2,350
レイ・バン「アビエイター・ライト・レイ」HKD2,080～2,300
アラン・ミクリ「ぺタル」HKD3,000
ポールスミス「アバディーン」HKD3,000
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香港

ベトナム

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

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 キングスウェイ～25K

実装技術経験者歓迎。プリント基板の受発注
フォロー、生産管理・出荷調整と管理、各種
レポート作成。コミュニケーションレベルの
中国語。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 キングスウェイ～40Ｋ

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。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 東莞 RMB20K～

工場管理全般、品質管理経験者。電機・電源、
トランスメーカーでの工場長・副総経理・総経理
経験者歓迎。コミュニケーションレベルの英語。

キングスウェイ技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 ～30K

3年以上のネットワーク設計、サーバー構築の
経験。サーバーエンジニア経験者。顧客コンサ
ルティングなど。コミュニケーションレベルの
英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 ～25K
2年程度の金融業界の経験者、もしくは、秘書、
営業事務などの経験必須。Japan Equity部門
でのサポート業務。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/サービス 香港/香港島 ～23K
マーケティングリサーチ経験者尚可。市場調査、
分析、マーケティング。顧客対応、プロジェクト
マネジメントなど。ビジネスレベルの英語。

香港WORKS

香港WORKS

技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 30K～40K香港/香港島

香港の炉端焼きレストランで働けるシェフを
探す。今回、欠員による補充ため、シェフを探す
という次第。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
コンサルタント 18K～28K香港/新界

A:マーケティング部門マネジャー。B:リサーチ
部門マネジャー。日本企業のアジア進出支援、
マーケティング、セールス。日本語、英語ができて、
中国語ができれば尚可。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 18K～24K香港/九龍

営業（セールス）担当。既存フォロー営業多い。
日本料理店、日本食品スーパーへの日本食材
の営業。肉・鮮魚・米・野菜・酒類・調味料等。
外勤営業、仕入発注業務、その他関連業務。

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 30K～50K
ファイナンシャルコントローラー（CFO候補）
香港IPOに向けた各プロフェショナルパーティ
と社内との調整役、及び上場準備室担当。経験
のある方優先で、国籍は問わず。

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

応相談香港/香港島
店舗管理、運営指導、仕入れ、従業員管理など。
社長秘書業務。コミュニケーションレベルの
広東語。

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

～20K香港/九龍
日本人のアシスタント・サポート業務全般。スケ
ジュール管理、文書作成、来客者応対。売上管理
レポート報告、総務サポートなど。ニジレスレ
ベルの英語。

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

～20K香港/九龍
1年程度のカスターマーサビス経験。日本人
顧客へのカスタマーサポート業務（各種予約
手配、問合せ対応）。広告媒体、レポート作成。
広東語必須（英語、北京語尚可）。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～22K

ファッション、小物取り扱い経験者。バッグの
企画営業、日本での顧客開拓など。プレゼン、
市場調査。語学ほぼ不問。

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 18K～22K
サービスツールの作成・管理・更新などのコー
ディネーション業務。事務経験2～3年持つ方。
コミュニケーションレベルの英語。

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

25K～35K
大手日系企業にてアシスタント業務。事務書類
作成、本社とのやりとり、出張の調整、その他の
総務業務。英語ビジネスレベル必須。

香港/香港島

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/香港島 30K～50K
建設工事入札業務担当。建設工事入札業務
（見積など）が中心。建設工事に係わる一般入札
及び。指名競争入札の担当。※必要な経験等：
入札業務の経験者。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 18K～22K
和服ホールスタッフ、和服を着てのサービス。
配膳及び料理の説明。着付け・茶道等の習い。
主婦の方、パート、ワーホリも同時募集。

香港/香港島 年収500～
800万円 香港WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

主にバイオマス、太陽光エネルギーなどの再生
エネルギーを日本向けに販売。再生エネル
ギーの品質管理。日本卸先との技術的フォ
ローアップ。工場、サプライヤーとの連携業務
など。

香港WORKSサービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島

・ヘアサロンでのレセプション業務
・顧客の予約電話対応
・ヘアサロンでのその他事務業務

10K～20K
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ベトナム&ミャンマー版
差し上げます！
名刺スキャンと共に御名前、会社名、
住所、電話番号、メールアドレスを明記の上
メールをお送り頂いた方に本誌一冊を
無料プレゼントいたします。
メール：zets_ppw@pocketpage.com.hk

※発送は香港広東地区に限ります。
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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

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 25K～30K

拡大中の日系美容・医療関連企業にて購買と
ソーシング担当。ヨーロッパ・北米・東南アジア
のサプライヤーの開拓、価格交渉、関係構築
業務。要3年以上の購買経験およびビジネスレ
ベルの英語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
コンサルタント 香港/香港島 18K～23K

コンサルティング企業にて、主に市場調査の
コーディネーション担当。顧客対応と、外注先
企業との折衝、及び日英翻訳業務。要ビジネス
レベルの英語。

香港/九龍 15K～20K インテリジェンス
香港

物流のカスタマーサービス業務全般。物流
または貿易実務の経験を持つ方。英語コミュ
ニケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港20K～35K香港/九龍

ニット製品のエージェント業務。提案営業、受注
対応、生産管理、出荷対応の全工程フォロー。
ビジネスレベルの英語または北京語。

インテリジェンス
香港～90K香港/香港島

パートタイムの仕事。香港に多数店舗を持つス
イーツ・ベーカリーの店舗・あるいは工場勤務。
要英語あるいは広東語コミュにケーションレ
ベル。

インテリジェンス
香港

サービス系/その他・
教育・公的機関など 15K～20K

語学学校にて生徒の対応。受講コースの案内
や問い合わせ対応、イベント企画など。ビジネ
スレベルの英語。

香港/香港島

香港・香港島

20K～25K
日系ITソリューション企業にて、営業。主に
メーカー顧客に対するフォローアップと新規
開拓。要法人営業経験および英語コミュニ
ケーションレベル。

インテリジェンス
香港

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

IT関連企業にて、システム営業及びプロジェク
トマネジメント業務。要コミュニケーションレ
ベルの英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

15K香港/九龍
アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル以上。

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）

サービス系/外食・フード

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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） 20K～24K香港/九龍

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
行い。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。

インテリジェンス
香港

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 15K～20K

日系インターネット消費者金融業でのアシス
タント。日本人上司のアシスト業務、オフィス
全般のサポート業務等。日本語ネイティブ、
英語ビジネスレベル。秘書・総務経験者歓迎。
幅広い業務に柔軟に対応できる方。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 20K～25K香港/香港島

日系大手会計事務所でのプロジェクトマネ
ジャー。顧客と社内会計士の仲介役：顧客から
会計財務課題を聞き、社内会計士が専門的に
解決。日本語ネイティブレベル、英語ビジネス要。
大卒以上。就業経験3年以上要。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 15K～25K香港/新界

飲食チェーンで販売するペイストリーのメ
ニュー開発。パティシエの経験を持つ方。英語
日常会話レベル以上。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス 広州 RMB10K～

主に日系企業を対象としたセキュリティ・サー
ビス・防犯機器の提案営業やアフター・フォ
ロー業務。経験不問、北京語コミュニケーショ
ンレベル必須。

RGF 香港営業・販売系/その他・
教育・公的機関など 18K～23K香港/香港島

日系大手語学学校での営業マネジャー。語学
サービスの販売。営業先は法人・個人とも。
法人：DMやアポを取ってサービス説明。個人：
教室にいらっしゃる方への商品説明。経験者
優遇、未経験も可。英語が堪能な方。

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 25K～30K香港/香港島

日系飲食店の管理業務全般。顧客対応やス
タッフへの指導など。3～5年の飲食業界での
経験。

RMB～25K

RMB～12K

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 応相談深圳

アドバイザー。10年以上の生産管理・品質
管理経験有り、プロジェクトチームの立ち上げ
経験者。北京語できれば尚可。

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）

東莞

エンジニア。電気・電子・精密機器の技術又は
生産技術部門でのエンジニアとしての勤務
経験。海外工場での勤務経験者。北京語でき
れば尚可。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 RMB～16K

営業。協調性、コミュニケーション能力がある方、
継続努力し、勉強する意欲がある方。英語か
その他外国語の得意な方。

インテリジェンス
深圳

サービス系/
旅行・レジャー・観光

東莞

日系大手ホテルでのフロントデスク業務。主に
に日本人顧客の対応。接客業務経験を持つ方。
北京語または英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
広州広州

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

香港ベトナム

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

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 RGF 香港20K～23K

日系大手電機メーカーでの経営企画スーパー
バイザー。トップマネジメント向け会社概要や
会議資料の準備、HR業務サポート等。大卒
以上。最低4-5年の関連経験要。香港の雇用
規則の知識要。英語ビジネス要。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 RGF 香港15K～20K

化粧品の営業。香港・華南地域の化粧品小売店/
ドラッグストアへの新規開発営業。出品販売
交渉、棚デザインの提案、取引先への納品管理、
各サプライヤーとの日程調整など。英語ビジネ
スレベル。中国語尚可。

RGF 香港生産管理・品質管理/
小売・流通 香港/九龍 20K～30K

アパレル小売業での品質保証。検査者の指導、
サンプルのチェック、工場のデータ収集。月に
１度、華南出張有。製造工程の改良のため他部
署や日本本社と連携。衣類業界での品質保証
経験マスト。日本語・英語力要。

RGF 香港

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 18K～19K

オンラインゲーム企業でのカスタマーサービス。
日本人顧客とメールやチャットを利用した問
い合わせ対応、給与計算等。英語で業務可能
な方（会議は英語）。土日祝を含むシフト勤務。
就業可能ビザ要。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 18K

日系出版・オンラインニュース会社での営業。
日系企業向けに自社サービスを紹介し、有料
サービス契約を獲得。既存顧客をフォローして要
望等を聞き、サービス向上に貢献。営業経験者
優遇。ビザサポート有。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 20K～30K

日系大手損害保険会社での法人営業。商品
説明、コンサルティング等。既存契約更新、新規
営業。中国出張ほぼ無。営業・サービス経験者。
保険資格不問。英語ビジネス要。就労可能な
ビザ保持者。長期勤務可能な方。

RGF 香港

QUICK
VIETNAM

営業・販売系/小売・流通 1,500～
2,100USDその他アジア

日系物流会社での営業。カンボジア（プノン
ペン）勤務。既存顧客フォローと新規顧客開拓、
営業戦略の企画・立案等。日本語ネイティブ、
英語ビジネス。現地語尚可。物流業界勤務or
貿易実務経験尚可。

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

年収600万円
以上

ベトナム/
インド

縫製技術指導。生産工程管理職：裁断→縫い
合わせ→洗いなど工程プロセスの改善。服飾、
バッグその他縫製業での技術指導経験もしく
は生産工程管理経験者、７５歳までＯＫ。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

2,000～
5,000USD

ベトナム/
ホーチミン

提携工場との条件交渉、素材手配、技術指導、
品質及び納品管理、工場へ出張有。※縫製技術
指導職も募集、繊維業界の品質管理実務経験者、
生産管理は英語必須。縫製技術者は日本語の
みＯＫ。

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 20K～23K

日系アパレルOEM企業での営業。日系企業へ
の新規開拓営業。顧客から注文を受け中国で
OEM生産。年2～3回日本出張有。メインは
婦人用バック。2年以上のアパレル業界営業
経験要。ファッション好きな方。

RGF 香港サービス系/外食・フード 25K～40K香港/香港島
日本食レストランにて、寿司職人を募集。カウン
ターでの寿司の提供、顧客との関係性構築。
寿司・刺身・鮨調理経験者。香港在住の方。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K～27K香港/香港島

アパレル企業でのアカウントマネジャー。購買・
開発・生産計画、年間販売見込みと支出予算
の計画等。アパレル・繊維等のBachelor。5～
8年の衣料品業界経験要。日本語、英語or中
国語堪能な方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

16K～20K香港/香港島
資産マネジメント会社でのサポート。コンサル
タントのサポート、問い合わせ対応、日英翻訳
等。大卒。IIQE papers I、III、V保持歓迎。就労
経験１年以上要、金融業尚可。日本語・英語要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 16K～20K

日系大手物流会社での秘書。Managing 
Director、取締役のスケジュール管理、出張者
ホテル手配、売上数字のまとめ等。英語ビジネ
スレベル。秘書、パーソナルアシスタント経験
があれば可。

QUICK
VIETNAM

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

ベトナム/
ホーチミン

2,500～
3,500VND

営業マネジャー。インターネット環境、PCの
セッティング等のITインフラ構築及びシステム
構築のソリューション営業。プレイングマネ
ジャーとして活躍できる方。大卒、IT業界での
営業経験5年以上。

QUICK
VIETNAM

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子）

2,000～
5,000VND

日本（本社）と経理、経営数値で日々コミュニ
ケーション（通常の決算業務含め）。大卒、製造
会社にて経理もしくは財務及び最高責任者と
しての経験がある方。英語（日常会話程度）。

ベトナム/
ホーチミン

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 16K～18K

デザイン家具・雑貨のマーチャンダイザー。
香港店舗の販売実績調査、発注・納品数のコン
トロール、商品計画等。家具・雑貨・アパレル等の
マーチャンダイザー経験要。パーマネントor
ディペンダントVISA保有者。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 30K～50K

日系商社での営業マネジャー。新規顧客・仕入
れ先開拓、チーム管理等。週2～3日帰り出張有。
北京語ビジネス、英語日常会話要。メーカーor
商社での営業経験10年以上、工場との折衝
経験要。ビザ保有者。

香港/新界 20K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

大手日系物流企業でのカスタマーサービス。
電話対応、日程調整、各種手続き代行等。社会
人経験3年以上。物流企業・メーカーでの貿易
経験者歓迎。北京語、広東語ビジネスレベル。
英語コミュニケーションレベル。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/新界

大手日系物流企業のマネジャー。倉庫部門の
売上責任。顧客への提案、既存顧客との関係
維持、日本本社との連携、部門管理。物流企業
での倉庫管理経験必須（物流以外不可）。営業
経験歓迎。要英語ビジネスレベル。

25K～30K
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香港

香港＆広東 ベトナム

香港

　給与所得税の場合と同じく、香港での事業所得
税の計算上、居住者か非居住者かによる課税関係
の違いはなく、香港源泉所得の有無に基づき課税
関係及び課税範囲が確定します。香港で事業を行
う法人、パートナーシップ、個人事業主、トラス
ティーは、香港源泉の事業所得に対し現行16.5%で
事業所得税が課されます。
　配当所得、キャピタルゲインは香港での事業所
得税の課税対象とはなりません。香港の課税年度
は4月1日から3月31日となっていますが、法人の場
合、自由に決算期を定めることができ、年次決算書
ベースでの税務申告が可能となっています。
　事業所得税の算出に際し、内国歳入法（Inland 
Revenue Ordinance (IRO)）では事業所得税は香港
源泉所得のみに課税される旨を定めています。
従って、所得の源泉地の判断が重要になります。事
業所得は大きく、香港内源泉所得(on sho r e 
income)と香港外源泉所得（offshore income）に分
けられ、原則、所得の源泉地の判定は以下に基づき
行います。

●販売活動による所得
• 売買契約が「実質的に」行われた場所。これは法
的な契約締結地のみを指すのではなく、売買契約
交渉が行われた場所、合意された場所も含む。
• 個々の項目ではなく、全体を総合的にみて判断する
●製造活動による所得
• 製造の場所
●役務提供所得
• 役務が提供された場所

税務申告時に（全て、或いは一部の）所得の源泉地
を香港外として申告する、オフショアクレームを行
うと、その後、通常手紙ベースでの税務調査がほぼ
必ず入ります。従って事前にサポート資料をしっか

りと準備、保管しておくことが大切です。なお、サ
ポート資料は一連のコミュニケーションの流れが
分かるような資料を保存することが重要です。ま
た、税務当局は過去7年に遡り税務調査を行う権限
を有する為、最低でも過去7年分のサポート資料を
保管しておく必要があります。
　実際の税務調査では所得源泉が香港外であるこ
とを証明する為、「どのように、どこで、誰によって
（how, where and by whom）」といった情報を含
む、詳細な内容の説明、証明を求められます。以下、
ご参考までに税務調査時に税務当局より提出を求
められるサポート資料の例をご紹介致します。（役
務提供所得の場合は内容が異なります。）

［販売］
•  どのように、どこで顧客を特定し、販売活動を
行ったのか、及び販売条件や価格がどのよう
に決定されたのかを示すEメール、ファックス、
手紙、会議のメモ等の記録

•  顧客との間で締結された販売契約書
•  顧客からの注文書
•  どのように、どこで購入注文が処理され送信さ
れたのかを示す各種書類（例、ファックスやE
メールで受け取った顧客からの注文書に対す
る受領書）

［仕入］
•  どのように、どこでサプライヤーを特定し、また
どのように仕入れ条件を決定したのかを示す
一連の文書での記録

•  サプライヤーとの間で締結した購入契約書
•  サプライヤーに対する発注書。発注がファック
スで行われた場合には、ファックスカバー及び
ファックスの送信記録。注文がEメールで行わ
れた場合には、発注書が添付されたEメール
記録。

香港における
事業所得税について
前回4月第3号では香港における給与所得税（Salaries Tax）についてご説
明致しました。第二回目の今回は事業所得税（Profits Tax）の概略及びそ
の中でも税効果の高いオフショアクレーム（offshore claim）について簡単
にご説明致します。

＊上記はあくまで一般的なルールです。個別のケースについては別途各アドバイザーにご相談下さい。

電話：(852)3188-8216
Eメール：midori.asada@tmf-group.com
サイト：www.tmf-group.com

世界4大会計事務所のロンドン、香港事務所での駐在員税務分野における
10年以上に渡るコンサルティング経験を持つ。2012年10月より、世界80ヵ国
に120の拠点を持つグローバルファーム、TMF Groupの一員として、香港を拠
点に広くAPACの日系企業に対し、税務、会計、法務事務、人事・給与計算に関
するコンプライアンス及びコンサルティングサービスの提供を行っている。

浅田緑（あさだ・みどり）
TMF Group日本企業事業部（APAC）
アソシエイト・ディレクター、
英国勅許税理士。

〈執筆者プロフィール〉
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　あの日以来、藤沢は多忙な業務の暇を見つけ
ては何士傑少年を病院に見舞い、その都度若い
叔母の何麗芬とも顔が合った。麗芬から事故を
起こした車の持ち主から何の連絡も無いことを
聞き、業務で関係のあるアメリカ系保険会社の
担当に、当日の事故の模様と車のナンバーを伝
えておいた。事故の時車に乗っておらず、叱責を
恐れた運転手から事故の報告を受けていなかっ
た車の持ち主が慌てて病院に治療費と見舞金を
持って見舞いに来た事を麗芬が電話で報告して
来た。その声はもっと明るく弾んでいてもよいの
に、弱 し々く躊躇いがちであった(何か、あの子の
胸に大きな蟠りがあるのだ。あるいは日本人全
体に対して・・・)。その後藤沢は暇を見つけては
麗芬に自分の戦中戦後の苦しかった生活のこと
まで打ち明けて、辛い苦しい過去は忘れるしか
ない、そして明日を考えようではないかと幾度も
話し聞かせた。藤沢の心を込めた説得に、氷の
ように固く冷たく閉ざしていた麗芬の心は段 と々
溶けて行くようであった。
　旧暦の正月の三日、藤沢は麗芬と士傑に映画
を見せる約束で九龍で待ち合わせした。元日と
二日、普段十分には見られない機械を見回った
時、ぬかるみに踏み込み泥だらけになった靴の
代わりに、戦後の日本では極く普通だった裏に
鉄の鋲の打ってある靴を履いて出かけた。それ
が明るく晴れた空にカツカツと響き、久し振りに
学生時代に戻った気の軽さだった。九龍のホテ
ルの地下のレストランの入り口に立って見渡し
たが植木が邪魔になって全体が見渡せない。ま
ず左に歩いた、。歩くとまた靴の鋲がカツカツと
鳴り響きグリルに木霊した。誰も居ないのでまた
カツカツと入り口戻り、カツカツと右の隅に行く
とゴムの葉越しに麗芬が見えた。士傑は居な
かった。麗芬は蒼ざめて唇を噛みしめ、それが緊
張した時の癖である両手を胸の上で固く握り締
めて、まるで震えるように。吊上がった目で藤沢
を睨むように見た。「そこにいたの・・・」藤沢は笑

顔で言って、カツカツと麗芬の前に座った。麗芬
は、いまは明らかに身体を震わせて、両腕をテー
ブルに投げ、その輪の中に頭から埋まって行っ
た。「どうしたの、どこか悪いの？」「何か嫌な事で
もあったの？」何を聞いても麗芬は言葉では答え
ずに、首を振って否定の意思を示した。「さぁ、元
気を出しなさい。何か食べようか。」「いらない。
わたし・・・もう帰る。」「帰るって・・・、どこか悪い
ならお医者さんに連れて行ってあげるよ。」「どこ
も悪くない。でも気分が悪い・・・私帰る。」麗芬は
何かに怯えているように立ち上がった。車で送っ
て行こうと言うのを頑として聞き入れず、はかな
い影のような姿になって、タクシーでしょんぼり
帰って行った。
̶̶そしてそれが、二人がこの世で見ることので
きた、お互いの最後の姿となった。

　旧正月の休みが終わって、突貫工事が再開さ
れた。ダムは次第に形を整えて、低いながらもダ
ムらしい姿を見せ始めてきた。
　そんなある日藤沢は二人の仲を理解している
現地スタッフから、麗芬の居る舞庁に行ったら麗
芬が居なかった、友達に聞いたらシンガポール
に行ったと言われた、と聞かされた。それを聞い
て藤沢は驚いた。以前シンガポールに働きに来
いと友達から誘われているのだが、と相談され
た時行かないほうがいいと言い、彼女も行かな
いと言っていたのに、折角の話し合った結果まで
踏みにじられた思いがして、藤沢は不愉快であっ
た。と同時に、あの旧正月の日の彼女の不可解な
去り方が、ほろ苦く胸によみがえった。それを伝
えた現地スタッフ干少葦は、「̶̶オレ、日本に
恩がある。オレ、恩は忘れない。麗芬、日本に恨み
あるかもしれない。オレ、オレの受けた恩、麗芬と
その家族に返すことで日本に返したい。」と言っ
て麗芬の留守家族を見舞い、どうやらシンガ
ポールから送ってくる金だけで足りないといけ
ないからと、気をつけているらしかった。

　そんな干少葦にシンガポールから手紙が来
た。「̶̶オレの手紙、サンキューってあったが、
たった1枚きり。あんたへの手紙、同封してあった
が、厚いよ。こんなに厚いよ。オレ、やけるよ。」冷
やかす彼に広東語の麗芬の手紙を日本語に訳し
て貰った。『香港の母からの手紙で、母や士傑が
あなたと干少葦さまのご親切でとても安心して
暮らし居ることを知りました。あなたの心からの
ご親切を知りながら、あなたを裏切って逃げてき
た私なのに、なんとお礼を言えばいいのでしょう
か。でも私はお金や贅沢な暮らしが欲しくてあ
なたから、香港から去ったのではありません。私
はかって、日本人を憎んでいました。西松の人達
に遭うまで、日本人の温かい心に触れるまで、ひ
たすら日本人を憎み続けて育ちました。士傑の
事故以来、折角私の心を日本と隔てていた厚い
氷河がほとんど融けてしまっていたのに、あの
日、貴方の来られたその「来方」が、またも私の心
を、瞬時にして氷河よりも冷たく凍らせたのです。
そして私は・・・去ったのでした。』
　そして戦争中自分の父と兄は間違って日本兵
に殺されたこと。その時自分はまだ幼かった姉
の腕の中で、まだどこかに抗日ゲリラがかくれて
いないかと中庭を歩く日本兵のカツカツという
足音に怯えて両手を胸で握り締めて震えていた
こと、が細かく説明してあった（そうだったのか。
可哀そうな麗芬。・・・俺はそれとも知らないで・・・
不注意に・・・なんと残酷な・・・）。藤沢は、不注意
にもあの靴を履いて行った、あの日の自分の軽
率さを心から悔いた。身体が震えて止まらない。
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最終回は6月5日号に掲載予定
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　ヘアメニュー担当の日本人スタッフは
全部で3名。日本だけでなくアメリカ、
ヨーロッパを始めとした海外での経験を

持つスタイリストもおり、幅広いスタイルに対応できるメン
バーが集まっている。この春夏お
すすめのスタイルを聞いてみた
ところ、「今年のトレンドである
ロングにカラーやパーマを加え
るのがおすすめです。また、ボ
ブ、セミロングにハイライトや
パーマでアクセントを付けるの
もよりお洒落な雰囲気が出ます
よ」と答えてくれた。
　同店では髪や肌に優しい日本
の製品を取り入れているほか、専用の機械を導入し水は全
て日本の軟水を使うなど、日本と変わらないクオリティを提
供している。「水が変わるだけで、髪のおさまり具合がかなり
良くなります」とヘアディレクターのKoさん。また、トップスタ

イリストのAyumiさんは「香
港はごわつき・パサつきが
多くなりがちなので、スタイ
リング剤は日本で使用して
いたときの倍の量を使うこと
をおすすめします。ワックス
にオイルを混ぜたりするの
も良いですね」とアドバイス
してくれた。

少し歩くだけで汗が出る暑い日が続く最近の香港。本格的な夏はまだだけど、人と出会う機会がどんどん多くなるこれから
に向けお洒落の準備をしてはいかがだろうか？ チムサーチョイ(尖沙咀)K11の目の前に位置するカルトブランシュは、
ヘア・ネイル・アイラッシュが1つの店舗でできるトータルビューティーサロン。日本人スタッフが9名在籍しており、日本と変
わらないサービスが受けられるとあって評判だ。今回はそれぞれこの時期おすすめのスタイルなどをインタビューした。

　「ラッシュをするとメイクも映えます
よ。可愛くなって出かけましょう！」と笑
顔で話してくれたのはアイデザイナー

のChikaさん。おすすめは強めのカールで、夏らしく目尻に
ラメ入りラッシュを加えるのも良いとのこと。
　同店のポイントは快適な個室とトリートメント。市販では
購入できないサロン仕様のトリートメントを使用しており効
果が持続する。トリートメントは、月1回サロンで施す以外に、
自宅でも毎日（市販のものでもOK）するのが理想とのこと。
また、ラッシュが初めての人
は40本×40本からスタート
するのがおすすめ。ただし、
目の形や瞳の大きさに個人
差があるので、詳しくはス
タッフに相談してみよう。
 

　接客だけでなく使用する製品や水質も徹底して高いクオ
リティを維持しているカルトブランシュ。どんな質問にも丁
寧に的確に答えてくれた皆さんは、言葉の一つ一つに説得
力があり、人をキレイにする仕事を心から好きでやっている
のだというプロ意識の高さがうかがえた。ここならトータル
でキレイになれること間違いなし！

　ジェルネイル初心者の方に特におす
すめなのは同店の「マンスリーデザ
イン」。ハンドは毎月、フットは2ヶ月に1

回のペースでデザインが変わり、最低4種類から選べる。
ベースの色合いは好みの色に変更できるため、どんなデザ
インが良いかわからないという人も気軽に体験してもらい
たい。カルトブランシュなら
ではのポイントを聞いてみ
たところ、「事前にカウンセ
リングしその人の爪の状態
にあったジェルを選ぶので
安心して利用いただけま
す」とネイリストのEmiさん。
　また、同店ではJNA本部
認定講師によるネイルレッ
スンも開催している。日本よ
りも少人数、安価で学べ、資格を取得できれば日本に帰国
後も役立つとあって人気だ。何といっても本部認定講師が

教えてくれるため最新の
情報が手に入るのも嬉し
い。「フットだけでも自分
で出来たら楽しいですよ」
とYukiさん。現在日本人
ネイリストは3名、全員が
JNA資格を持っている。詳
しい情報はホームページ
でチェックしよう！

カルトブランシュ（Carte Blanche）
住所：1F/2F., Mody House 30 Mody Rd., TST
電話：ヘアー (852)2739-1960 / ネイル&アイラッシュ (852)2739-1966
時間：10:30～20:00
ウェブ：www.carteblanche-hk.com

Hair Nail

Hair・Nail・Eye Lashが1つの店でできる♪
実力派が勢揃いのトータルビューティーサロン
Carte Blanche

Lash

キャンペーン情報は
ホームページや
スタッフのブログで！

キャンペーン情報は
ホームページや
スタッフのブログで！
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