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香港香港

香港

　今や世界中で楽しまれている日本酒。ここ香港においてもたくさん
の銘柄が購入できるようになり、世界第2位の輸入大国となっている。
しかし、まだまだ日本酒を飲むことができるのは和食店に限られてい
るが、実は広東料理やイタリアン、フレンチなどとも最高の相性を魅せ
てくれる。
　毎年10月1日は「日本酒の日」として、多くの日本酒イベントが日本各地
で催される。香港ではまだ日本酒のイベントは少ないので、お気に入り
のレストランに日本酒を持ち込んで乾杯してみてはいかがだろうか？
　そもそも何故10月1日を日本酒の日と言うようになったのか。理由とし
ては、①酒という漢字に使われている「酉（とり）」。この酉が十二支の中
で10番目の動物であり、この事から10月が日本酒の月となったという説。

②10月は新米の収穫の時期であり、酒蔵が酒造りを始める季節。そこで
酒造りの元旦である10月１日を日本酒の日として考えるようになった、と
いう諸説がある。
　是非、10月１日は日本酒で乾杯を！

10月1日は「日本酒の日」　
お気に入りのレストランで日本酒で乾杯しよう！

フェイスブックページ開設！
「Let's toast it with sake on 10/1」と検索を。
みんなで日本酒を楽しんでいる写真をアップして、日本酒の日を盛り上げよう！

開成学園が教育講演会を開催
「日本の教育改革と帰国生に期待すること」

　ハーバード大学、東京大学で長く教壇に立ち、2011年より校長として
開成中学・高等学校の教育を牽引する柳沢幸雄先生の教育講演会が香
港にて初めて開催される。
　日米のトップ集団の教育についての豊富な経験をもとに、日本の大学
はどうあるべきなのか、2020年に迫る大学入試改革に向けて開成がど
のように取り組んでいるのかを聞ける絶好の機会だ。日本の教育の問題
点、日本とアメリカの社会の違い、トップダウンアプローチによる受験校
選択など話題は広く深くに及ぶ。また、海外生の教育について現地で気
を付けるべきこと、帰国後の学校選びについて考えるべきことなども、自
ら2人の子供を海外で育てた経験に基づいた話が聞ける。
　開成を進学先として検討中の家族はもちろん、子育てについて、また
日本や海外の高等教育について関心を持っている人にとって必ず参考
になるはず。

　講演会終了後には、現役の開成中高の先生と香港で活躍する開成高
校卒業生による個別相談の時間があり、受験に関すること、入学後の生
活、卒業後のメリットなどを聞くことができる。

開成学園教育講演会
「日本の教育改革と帰国生に期待すること」
日程：10月18日（日） 10:00～11:30　
会場：香港日本人倶楽部
費用：無料
問い合わせ　 epis Education Centre　
電話：(852)2838-7177
メール: info@epis.com.hk

香港トピックス
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香港＆広東 香港

今週の香港ピックアップ

世界中のギタリストも驚愕する衝撃ライブ！
　イギリス出身のジャズロックギタリスト、ジョン・マクラフリンが今秋発売するニューア

ルバム「Black Light」を記念し、バンド「THE 4TH DIMENSION」の仲間を引き連れ香港へ

やってくる。1960年代～70年代のジャズロックシーンにおいて重要な人物の1人である

同氏は、「ローリング・ストーン誌の選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリスト」において

第49位を獲得し世界中に名声を轟かせた。

　同氏が奏でるエレクトリックギターの音色は、つま先から髪の先まで震え立つほど刺

激的だ。キーボード・ドラムのGary Husband、軽やかで生き生きとしたエレキベースの

Etienne Mbappe、インド人ドラマーのRanjit Barotという、同氏が集めたミュージシャン

1人1人の音色も鳥肌もの。ジャズでもロックでもインド音楽でもブルースでもない、新し

い音楽の扉を開いたような感覚が味わえるライブは必見！ チケットは絶賛発売中。

JOHN MCLAUGHLIN & THE 4TH DIMENSION
音楽ライブ

10月30日

限定パッケージ
マンダリンオリエンタルホテル

10月1日

花火を眺めてのんびり滞在
　香港を代表する「マンダリンオリエンタルホテル」が、10月1日の国慶節
に開催される花火を、人混みの中ではなくラグジュアリーなホテル内で落
ち着いて眺めることができるパッケージを発表した。またホテル内の各レ

ストランでは、限定コースメニュー
や限定ビュッフェも登場！極上の
味に酔いしれながら花火までの時
間を楽しんでみては？

Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre
www.hkticketing.com
HKD750、HKD650、HKD550   

5 Connaught Rd., Central
(852)2522-0111
www.mandarinoriental.com/hongkong
限定パッケージ：HKD4,900～＋10％サービスチャージ

Shop G21, Central Bldg., 
1-3 Pedder St., Central　他
(852)2526-6733
www.kingfook.com

中秋節のプレゼントに純金はいかが？
　1949年創業のジュエリーブランド「King Fook」は月餅の形を模した純

金を発売する。今年の干支にちなみ8匹の「山羊」があしらわれた同商品

は、毎年異なった干支の動物

がデザインされるシリーズも

の。純金の販売価格は市場価

格によって随時変動するた

め、気になるお値段は店頭で

確認しよう。

King Fook Jewellery
純金の月餅

綺麗な夜景と日本語が流暢な韓国人スタッフが自慢
　尖沙咀（チムサーチョイ）にあるK11近くのビルに入っている、夜景が

自慢のバー。日本語、韓国語を話せるスタッフ達が温かく迎えてくれる。

今ならPPWを見たと伝えればメニューのチヂミ(HKD200)がHKD100、フ

ランス産ワインPinot Noir(HKD798)がHKD598になる。週末の夜はママ

さんと一杯やりながらリラックスしてみてはいかがだろうか。

大人の社交場
PETIT MAISON

12/F., Mody House, 
30 Mody Rd., TST
19:00～27:00
(852)2346-9577

愛してる、今日の僕がどんな姿をしていても
　ウジンの悩みは毎朝起きると身体が別人に変わっていること。ある時

は男性、ある時は女性、またある時は子ども、そしてなんと外国人にまで

変化してしまう。そんな彼が恋に落ちたの

は占い屋で出会った女性イス。上野樹里

を含めた21人の俳優陣が1役を演じる

ファンタジーロマンス。ウジンの愛は果た

してイスに届くのか？

The Beauty Inside
韓国映画

上映中

監督：ペク
出演：ハン・ヒョジュ、上野樹里、キム・デミョン、
　　  ト・ジハン、ぺ・ソンウ　他

香港ピックアップ
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香港＆広東

深圳

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 RGF 香港25Ｋ～35Ｋ

大手外資系金融機関にてアシスタント募集。
営業サポートはデータ入力、証券・為替の注文
等。ＳＦＣライセンス保有者で香港で就労可能
なビザを持つ方。銀鉱・証券業務経験者歓迎。
ビジネスレベルの英語要。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 RGF 香港

100HKD/hr
日系会計事務所での人事事務、総務全般。資料
作成やデータ入力、来客・電話対応等。業界未
経験可。ビジネスレベルの広東語要。英語は読
み書きできれば可。パートタイムでの採用。

RGF 香港

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍

30K～50K

大手日系建設会社での建設工事入札業務担当。
建設工事の一般入札・指名競争入札。30～
40代。大卒以上、土木系歓迎。入札業務経験
必須。土木関連の施工管理経験歓迎。英語準
ビジネスレベル以上。ビザサポート有。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
その他・教育・公的機関など 香港/香港島 18K～22K 

教育機関での主任先生兼運営スタッフを募集。
幼児教室立ち上げ、運営業務、及び主任講師と
しての勤務・日本語ネイティブで大学卒。未経験
でもやる気があり、まじめで真摯な対応ができ
る方。

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 25Ｋ～35Ｋ

アセットマネジメント企業でのアシスタント
募集。データ入力やアドホック業務等。銀行・
証券業務経験者歓迎。日本語ネイティブでビ
ジネスレベルの英語要。就労可能ビザ保持要。
数字に細かく、まじめで明るい方。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 50Ｋ～70Ｋ

大手日系銀行にて、マネジャー職募集。金融
ビジネスのマネジメントや運用サポートなど。
金融分野での大卒で、関連業界において5年
以上の経験要。日本語ネイティブでビジネスレ
ベルの英語が必須。

香港WORKSサービス系/
エステ・美容・理容 12K～22K香港/香港島

日系アイラッシュサロンアイリスト。ビザ所持者。
技術などはマンツーマンで教えるので。経験の
ない方もご興味のある方ぜひご連絡ください。
（経験者大歓迎）。

クリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連 RMB30K

空間設計の経験必須。英語ビジネスレベル。
※建築関係者、厨房関連者、家具関連者、営業
関連者、海外拠点（東南アジア）の立ち上げ
経験者歓迎！

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 20Ｋ～25Ｋ香港/香港島

日系保険ブローカーでのアシスタントマネ
ジャー職。既存顧客対応及び新規顧客開拓。
保険ライセンス保持者優遇。日本語ネイティブ
でビジネスレベルの英語要。フレキシブルな考
え方ができ、学習意欲のある方。

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）

20Ｋ～22Ｋ

香港/香港島

日系物流企業での秘書募集。社長の業務サ
ポートやスケジュール管理、顧客・社内との調整
業務等。ビジネスレベルの英語要。日系企業で
の就業経験があり、秘書業務経験者歓迎。はき
はきとして機敏な方。

RGF 香港

営業・販売系/
コンサルタント 25K～35K

香港/九龍

企業向けコーチング・プログラムを提供する企業
での営業。エグゼクティブコーチング（基礎ト
レーニング有）。アジア（香港～華南、orアジア
全域）の新規開拓営業。プロジェクトマネジ
メント等。自立的に動ける方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 42Ｋ～60Ｋ

金融企業でのシニアビジネスアドバイザー、
マーケティングマネジャー職。香港や中国での
企業立ち上げサポート業務や会計、税関連の
手続き業務等。日本語ネイティブでビジネスレ
ベルの英語要。

インテリジェンス
広州香港/香港島

QUICK
VIETNAM

QUICK
VIETNAM

ベトナム/
ホーチミン

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

USD2K～
3.5K

ベトナム/
ホーチミン

営業（社内ネットワーク構築提案、システム提案。
お客様の課題をヒアリングして技術で解決方法
を提示。）。同時募集でネットワークエンジニア
も募集中。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

USD1.3K

一般事務及びコーディネーター。データ処理、
メール・電話応対、スケジュール管理、面接ア
レンジ、面談等※一部ＨＲコンサル業務あり。
大卒、社会人経験2年以上、未経験者歓迎、

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）

年俸
500万円～
750万円

品質管理責任者（生産工程の改善業務）・家具
企画設計技術者（企画、設計業務）・マットレ
ス・ソファ開発製造技術者（新商品開発）・海外
営業職も同時募集。

ベトナム/
ハノイ

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 35K～70K
クライアント企業の財務・会計関連のコンサル
タント業務。会計税務・海外事業コンサルタント。
会計税務・海外事業関連のコンサルティング。
及び現地公認会計士等とのコーディネート業務。

香港WORKS
技術系（メディカル・
化学・食品）/
外食・フード

香港/香港島 40K～50K高級日本料理レストラン寿司板前ヘッドシェフ。
ビザ所持者。日本語ネイティブ。

香港/香港島 年俸500～
800万円 香港WORKS

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス

通訳＆セクレタリー。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）。海外出張同行。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。

QUICK
VIETNAM

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

ベトナム/
ホーチミン

年棒
400万円～
700万円
※経験により
応相談

アパレル生産管理職：素材手配、品質及び納品
管理、繊維業界の品質管理経験者大歓迎！縫製
技術指導職：縫製技術指導経験者(～75歳)。

香港WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
その他・教育・公的機関など

香港/九龍

外資系カジノエンターテイメント企業オペレー
ション（業務）マネジャー。大型豪華クルーズ
客船内での（業務、事務など）の管理。日本語ネ
イティブ。英語ビジネスレベル。中国語日常会話
尚可。

25K～35K
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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

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 23K～25K

安定した就業環境！日本人マネジャーのアシス
タント及び営業担当。要貿易知識および、コミュ
ニケーションレベルの英語あるいは北京語。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/香港島 20K

雑貨・小物を扱う日系ブランドで、営業マーケ
ティング職。香港マーケットでの認知度を上
げるため自立的に企画・提案・運用まで多能。
要就労可能なビザ及び、関連経験3年以上。

香港/香港島 20K～30K インテリジェンス
香港

飲食チェーンのショップマネジメント業務。事業
戦略の考案から実施、現場スタッフへの指示
出し、新店舗の立上げ、本社とのやりとり等。
英語または広東語日常会話レベル以上。

インテリジェンス
香港18K～20K香港/香港島

玩具や雑貨の生産管理および在庫管理、
フォーキャスト作成など。購買や生産管理の
経験者。Excelの操作が得意な方歓迎。

インテリジェンス
香港20K～25K香港/香港島

未経験者歓迎。日系大手金融機関でアシス
タント職。営業スタッフの各種アレンジ、日本・
海外拠点とのやりとり、書類作成等を担当。要ビ
ジネスレベルの英語。居民権保持者優遇。

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 25K～30K

日系IT関連企業より営業を募集！ 日系営業
チームにて、日系顧客の新規及びフォローアップ
営業業務。IT経験は不問だが、IT関連の基礎
知識必須。要ビジネスレベルの英語。

香港/香港島

香港/香港島

25K～35K
大手日系商社より募集！ 総合商社の金属を
扱う部門にて、主に既存顧客のフォローアップ
営業を担当。要ビジネスレベルの英語及び、3年
以上の法人営業経験。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
その他サービス 25K～40K香港/香港島

日系人材関連コンサルティングファームにて、
マーケット開拓業務。要5年以上の営業経験
と実績およびビジネスレベルの英語あるいは
北京語。

サービス系/外食・フード

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）

25K～40K香港/九龍

主に香港,中国に新規進出する日系企業の新規
顧客開拓および既存顧客フォロー。会計、税務
および中国の条例に関するサービス提供に関
わる社内外調整業務。要英語ビジネスレベル。
北京語あれば尚可。

会計経理・経営管理/
金融・保険・投資顧問

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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

18K香港/九龍

顧客対応経験を活かせるお仕事！ 日系金融
関連サービス会社にて、カスタマーサービス職。
顧客の対面での対応、各種予約手配、データ
入力業務等。要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

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） 東莞 ～RMB25K

工場長。ハーネス、コネクタ、接続器などの製造・
品質管理経験が豊富（同じ業界製品に詳しい）
な方。マネジメント経験者。北京語：コミュニ
ケーションに困らないレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
小売・流通・通信販売 応相談香港/九龍

業績好調な日系小売企業！ 主に中国市場開拓
を担当。頻繫に出張し現地情報の収集と、ロー
カル顧客へのアプローチ、提案営業業務。要ビ
ジネスレベルの北京語。

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） 東莞

東莞

～RMB25K
製造管理。精密金型、精密プラスティック成形
の経験者の方。コネクタの成形技術経験があ
る方は尚可。北京語：流暢。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
17.5K～28K広州

営業（直販）※新規：既存は4：6の割合程度。
【必須】北京語日常会話レベル以上、大卒。
【歓迎】ＦＡ業界経験、製造業での営業経験。
営業経験がなくても、生産現場経験があれば
（例：品質管理）尚可。

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

20K～25K香港/香港島
投資運用チームでのオペレーションサポート
業務。データエントリーやExcelやシステムから
の抽出データの照合作業など。要英語コミュニ
ケーションレベル以上。北京語できれば尚可。

～RMB20K

～RMB25K

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 20K～25K香港/九龍 飲食チェーンのメニュー開発業務。原価計算、

マニュアル化、調理指導など。関連経験を持つ方。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

営業。営業経験者（プラスチック成型金型方面
の技術知識及び車関連での営業経験2年以上
ある方優先）。英語：日常会話レベル以上必須。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

18K～20K
経理事務全般。他拠点への送金手配、決算対応
（書類の確認、会計士との連絡業務など）、本社
および他拠点との連絡業務。経理の基礎知識
を持つ方(経験は不問)。

インテリジェンス
香港香港/新界企画・宣伝・広報/

旅行・レジャー・観光 18K
日系物流関連企業にて、空港勤務。顧客対応と、
付随の事務業務を担当。入社後のトレーニン
グ充実。要ビジネスレベルの英語。

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）

深圳

金型技術者。自動車用金属金型技術の全ての
工程が分かり、1200ｔプレス機で試作品を作
れる技術と経験。語学不問。

インテリジェンス
深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

広東

広州

　前回(8/28号)ではベトナムに進出している日系企業の状況を説明さ
せて頂きました。製造業からベトナム内需を狙ったサービス業まで多岐
に渡り、日本人求人も進出社数と共に増加していきます。また、それに関
連する業界の求人も増える傾向にあります。

　まず、ベトナムで外国人が就労する場合は「労働許可書」の取得（企業
側の雇用主が申請）が法令で規定されています。労働許可書申請に必要
な条件は①18歳以上、②健康である事、③大卒で必要な業務経験があ
ること、④犯罪歴がないことになります。また、海外で働く上で「性格的な
適応力・対応力・柔軟性・ストレス耐性」を求められる場合が多くみられ
ます。それに加え「ポジティブ思考」も重要な要素になってきます。

　募集職種としては製造業であれば、「生産管理、生産技術、工場長」な
どの管理マネジャーの職域などは恒常的にニーズがあります。その他ア
パレル関連の「縫製技術指導職」や「生産管理職」など経験を活かせる
求人も増加傾向です。サービス業では「営業職関連」、IT業界での「ブリッ
ジSE」などの技術職、会計士、外食経験者の店長候補など多岐になりま
す。将来的には現地化を進めるプロセスで日本本社からの駐在員の人

数を少なくする中で、ベトナム人
管理者ではまだ担えない業務
などを現地採用枠で募集してい
る場合も多いです。
　別の観点ですと中小企業の
場合は出向させる人材が日本に
はいないため、わざわざベトナ

ム勤務前提での本社採用など
ベトナムでの経営管理募集な
どの求人もあります。進出する日系企業の業種も広がっているため、求
める求人の職種も広がっている印象です。

　例えば、まつ毛エクステンションの店長候補、学習塾の講師、自動車整
備士、保育士などもご相談頂くこともあります。言語については、ベトナ
ム進出されている日系企業の多くは社内公用語を英語としている所も
多く、最低限の英語力は求められる場合も多くなっています。また、ベト
ナム語を話すことができる日本人は少ないですが、社内にベトナム人通
訳者が居て、日本語だけで対応できる場合もあります。
　欧米系の企業に部品を提供しているサプライヤーなどは英語・日本
語の通訳・翻訳者の求人ニーズなどもあります。日本以外の国で最初に
働くならば言語のハードルがあまり高くないベトナムは、経験を積むに
は良い国かも知れません。

QUICK VIETNAM CO., LTD
住所：Unit 610, 6/F., Me Linh Point Tower, 
2 Ngo Duc Ke St., Dist 1, HCMC, Vietnam
電話：（84）8-3520-3039　
ファクス：（84）8-3520-2800
メール：info@919vn.com
ウェブ：http://919vn.com

東南アジア
　　なら転職

が
ベトナム
アツい!!

第2回　ベトナムで求められている人材

QUICK VIET NAM CO., LTD
Ｇeneral Director
古屋竹雄
1971年生れ。大学卒業後㈱クイック入社(東
証一部上場）。人事コンサルティング等、約22
年、人材サービスに携わる。同社部長職を経
て、2012年4月からクイックベトナムの代表取
締役社長就任(出向)。ホーチミン日本商工会
理事(第一サービス部会2015年度部会長 ) 香港・中国での経験を活かす今週の注目求人案件は06ページと、クイックベトナムのウェブサイトをご覧下さい！
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香港ベトナム

　お客様からのご相談や近況についての話のなかで
「一度申請を却下されたら二度と取れないと聞いたん
ですが・・」という事をよく耳にします。実際のところはと
いうとこの情報は誤りです。
　通常、申請が却下される場合、定型の通知文書が届く
だけです。そこにはざっくりとした理由しか触れられて
いません。直接審査担当官に理由を問い質しても「レ
ターに書いてある通りです」という回答しか得られない
ケースが殆どです。それ以上のことを聞き出せるかは担
当官次第です。
　却下されたケースを見ると、やはり担当業務内容や申
請者が若く経験不足という理由が多いようです。申請者
の経験がネックとなり却下された場合は時間が経てば
解決されますし、先々就労ビザが取得できないという事
ではありません。申請するポジション自体が問題なけれ
ば改めて別の申請者を立ててビザを申請・取得すること
は可能です。しかし、現実的には申請を却下されたから
といって数年の時間を置いたり、すぐに別の申請者を立
てたりということは無理でしょう。

申請が却下されたけどどうすれば・・・？
　申請が却下されたけれど、必要な人材である為この
まま引き下がれないという場合は、先ず移民局に対し
「再考慮」のお願いをしましょう。これは文書によって行
いますが、ただ「もう一度お願いします」的な依頼をす
ればよいという訳ではなく、再審査に値する新しい判断
材料や強い理由が必要です。その理由如何によっては
覆すことが出来る場合もあります。
　再考慮の材料を用意する為には何故
却下されたのか、その原因を知っておく
必要があります。用意した新しい材料も
ピントがズレていては意味がありま
せん。レターが受理され再申請が始まっ
ても、厳しい現状に変わりは無く、ビザ取
得にたどり着くのは一苦労です。後は慎
重且つ的確に必要なものを準備し進め
てください。
　ここからの手続きについては専門のエージェントなど
に依頼した方が良いのですが、一度却下されたケースで
取得の見込みが低い場合、敬遠するエージェントも少な
くはありません。また、途中から引き継ぐ場合食い違いが
出ると困りますので、依頼される場合は経緯と現状につ
いてオープン且つ正確にお話しするようにして下さい。
　申請を行う前に不安を感じられたらエージェントに相
談されることをお奨めいたします。相談については無料
で行っているところも多いので、いくつかのエージェント
に聞いてみるのもよいのではないでしょうか。

申請に際し感じた変化
　申請手続きに関っていると移民局の対応に微妙な変
化を感じることもしばしばあります。これは私の体感なの
ですが、以前よりも「オフィス賃貸契約書」提出の要求が
強くなったように思えます。以前から提出書類の項目に
はあったのですが、どちらかといえば財政状況重視で事
務所の契約については形式的なものという印象でした。
　昨今オフィスの賃料が高騰している為、新規に進出さ

れる企業には登記のみで実際に事
務所を構えていないケースも少な
くありません。登記住所を借り常駐
スタッフを置かずに銀行業務等の
処理のみ行っている分にはそれで
よいのかもしれませんが、その法人
で就労ビザを取得するとなるとビ
ジネスセンターでもよいので一定
のスペースをオフィスとして構えて

活動しているかどうか？ という点をクリアする必要があ
るようです。また、以前しばしば見られた住居兼事務所
等も、商業エリアにあるのか、事務所としての使用を家
主が認めているのか等の点を確認され、場合によって
は却下となる可能性もあります。企業としての「実体」が
より重要視されるようになってきたということでしょう。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326　   メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

「
一度
ビ
ザ
申
請
を
却
下
さ
れ
た
ら

  

二
度
と
取
れ
な
いっ
て
本
当
??
」

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第６回

ビザ
のこと

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい

ビザ申請に関する無料相談受付中
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香港 深圳

香港＆広州 香港

住
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今
週
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メ
物
件
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レ
ク
ト

（所在地） 天河区

（間取り） 2LDK 142㎡

（室　内） 基本家具家電付き　バスタブ付き

（環　境） 地下鉄3号線石牌橋駅真上

（備　考） 雨に濡れずに移動も買い物も食事も！ 便利！

（月　額） 14,000元

ワンリンク

（所在地） 天河区
（間取り） 2LDK 126㎡
（室　内） 基本家具家電付き　広い玄関スペース有り
（環　境） 太古匯ショッピングモール裏で駅も近い！
（備　考） 日本人が多い新作の中で
 も人気のタイプの部屋
（月　額） 13,000元

ホテル・ニッコー広州

天河新作

（所在地） 天河区華観路

（間取り） 1LDK 80㎡

（室　内） 基本家具家電付き　何と言っても新しい

（環　境） シャトルバス有り　来年地下鉄が通る予定

（備　考） 新しく豪華なホテルでの優雅な生活が満喫できる

（月　額） 16,500元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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小さい頃から好奇心旺盛だったそうですね。
　はい。周りの人からは、好奇心が旺盛すぎて、落ち着きがないといわれていまし
た（笑）。何でもやりたがりで、代表を決めるときは必ず立候補。他人事みたいです
が、いろいろやってみたかったのでしょうね。学校の生徒会にも入っていましたし、
学校対抗のスポーツチームを作るときもいつも参加していたくらいです。スポーツ
は3歳から水泳を、10歳からダンスを習い、中学校ではバスケットボール部に、高
校ではチアダンス部に所属していました。

積極的なお子さんだったんですね。香港に来る前はどんな仕事をされてい
たのですか。
　香港に来る直前は、アパレルの店舗コーディネートや販売の仕事をしていまし
たが、もとはオリエンタルランドのテーマパークのダンサーでした。
　ずっとディズニーランドのダンサーになりたいと憧れていたのですが、そのオー
ディションが受けられるのは18歳からでしたので、高校3年生のときにオーディ
ションを受験。受かれば19歳の春から就職できるはずだったのですが、その年は
ダメでした。オーディションは年に1回しかないので、受からないと次の機会は1年
後になります。結局4回目で受かりました。そろそろあきらめないと―、と思い始め
たときでした。でも受かるまでの間も、ダンサーとして仕事していました。

ディズニーランドのオーディションは厳しいものなのでしょうね。
　書類審査に始まり、一次、二次のダンス審査や面接があります。ダンスの審査で
は、ゼッケンをつけて、体育館で1回10人くらいが一斉に踊ります。1,000人くらい
受けて、受かるのは50人ほどでしょうか。
　ショーダンスは、バレエやヒップホップなど、ひとつのジャンルができれば受か
るというものでもありません。臨機応援に対応できるベースも求められます。オー
ディションのために、ジャズダンスにコンテンポラリーダンスなど、いろんなジャン
ルのレッスンを受けましたね。オーディションを受ける中で、踊りをうまく踊るだけ
でなく、踊りの楽しさをゲストの皆さんに伝えられるかどうかが、合否の鍵になるこ
とに気づきました。それが転機になったと思います。
　ダンサーは1年契約で、毎年、オーディションを受けなければいけませんでした。
契約のときは「あなたとの契約は○○円になります」「はい」という具合で、緊張感
がありました。他にも大変なこともあったと思うのですが、今は美化されて楽しい
思い出しか残っていません（笑）。ディズニーランドでショーをするときは、何万人
というゲストをみると、自然に楽しくなって、盛り上がっていましたね。
　ショービジネスの世界にいたので、ニューヨークやロサンゼルスの舞台にも憧
れていました。もちろんいつかはいきたいと思っていたけれど、なかなかいけま

ているのですよ。私が担っているのは、広東省にある自社工場の生産管理や、各
バイヤーから届くデザインの仕様書の通訳、製品を作るにあたっての素材・材料
の手配などです。大きな会社ではないので、会計や物流の仕事を手伝うこともあ
り、貿易業務なども学ぶことができます。

仕事はいかがですか。
　紙面に書かれたデザインが、形あるものへと変化していく工程を目にできるの
で、物づくりの面白さを日々感じています。女性にとってファッション関連は大好き
なジャンルだと思います。ファッション業界にいると、世界の流行に敏感でいられ
るので、とても刺激的です。また国を越えて協力し合い１つの物を作り上げる作業
を通して、日々多くのことを学んでいます。
　活き活きと仕事をする中国人スタッフの方
たちも新鮮でした。日本人のように器用では
ないので、疑問点など思ったことをストレート
に言ってくれるので、その場で答えることがで
きます。なので、かえてスムーズに仕事ができ
る気がします。日本人は論理的にモノを考え
ますが、中国人は発想は柔軟で、どう飛躍し
たら、その発想が出てくるのだろう（笑）という
ようなアイディアが出てくることもあります。

大変だと思うのはどんなときでしょうか。
　言葉の壁を感じるときですね。香港オフィ
スには、日本語を話せる香港人がいないの
で、こまかい要望を伝えたいときは苦労して
います。自分がブラッシュアップすればいい
問題なので、半年前から広東語を習い始め
ました。
　大きな荷物を抱えて、日帰りで中国に行く
こともあります。「一人で中国に行くの？」とい
われることもありますが、それはぜんぜん苦
になりません。

どんなふうにリフレッシュしていますか？
　毎朝のYOGAとダンスが私のリフレッシュ
方法です。ダンスはずっとやってきたので、時間があると踊っています。今はがむ
しゃらに踊ってスキルアップを図るのではなく楽しみながら、ですね。趣味でして
いるフラ／タヒチアンダンスのイベントにも月に数回出演させてもらっていること
も、気分転換になっています。

今後の目標はをお聞かせください。
　私は海外旅行へよく出かけますが、時間ができるとハワイへも行くことも多いで
すね。ハワイの雰囲気やフラに惹かれています。日本にはハワイアンコーヒーやハ
ワイアン雑貨などを販売していますが、香港ではあまり見かけませんよね。フラを
踊ったり、ウクレレを演奏したり、ハワイの料理を振舞ったり、PMQなどでハワイに
関するイベントをできたらいいなと思っています。
　香港はいろいろな可能性を秘めている場所です。今こうして香港にいられるこ
と自体をチャンスと捉え、色々なことにチャレンジしていきたいですね。

Key Woman
輝き続ける女性に会いたい！香港、広東で

せんでした。世界のトップダンサーが集まる街に行ったら、ダンスをあきらめたく
なってしまうのではないか―、そう思うと怖くて行けなかったのです。

そのダンサーの仕事を辞めてアパレル業界へ。
　はい、ダンサーは、ずっとできることではないので、切り替えて、20代のうちに次
のステップにいけたらと思っていました。それで香港に来る前にやっていたのがア
パレル関係の仕事でした。

どういうきっかけで香港へ？
　飲食関係の仕事をされている方から「香港にはショーパブがないので、それを
作ってみたい。そこで踊ってくれないか」と声をかけていただきました。再びダンス
でお仕事のお話をいただけたので、その年に香港・日本間で開始されたワーキン
グ・ホリデーのビザを取って2010年10月に香港へ。
　友達からはニューヨークでもなく「なぜアジアなの？」と驚かれましたが、応援し
てくれました。以前、旅行では訪れた香港は、高層ビルが立ち並んだ風景が、ちょっ
とニューヨークっぽいなという印象でした。そんなことも香港行きを決心するきっ
かけになったかもしれません。

香港での生活はいかがでしたか。
　これまで関わったことがない、いろんな人と接する機会がありました。例えば駐
在員の方たちです。会社の看板を背負って、語学も駆使しながら、異国の地で働く
方たちに触発されました。ダンス以外でも、海外で働くというイメージが描けるよう
にもなった気がします。
　ショーパブの仕事では、一日に何回か舞台に立っていました。1年間、このお手
伝いをするつもりでしたが、お店は早い段階で撤退してしまったのです。

その時、香港に残る選択をされたのですね。
　はい、実際に香港で暮らしてみて、もっといたいと思うようになりました。まだ
ワーホリビザの期間も残っていましたので、仕事探しをスタート。知人に「仕事はあ
りませんか？」と聞いてみると、口コミでいくつか、お話をいただきました。「ワーホ
リビザで来た人を使ってみたい」という事業主の方もいましたね。今働いているア
パレル会社「Advance Wave Limited」からもお話があり、アルバイトを経て、社員と
して雇用していただいたのです。

どんな仕事をされているのですか。
　会社ではOEMでニット製品を生産しています。有名ブランドのOEM製品も作っ

Advance Wave Limited勤務

菊地麻由さん
インタビュー
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未経験の業界で働くことは常に新しい刺激に
満ちている

　香港でアパレル会社に勤務する菊地麻由さん。
いつも笑顔の彼女は、周囲を楽しい雰囲気にしてくれる
オーラのようなものが漂うが、
「ディズニーランドでダンサーとして働いていたため、
笑っているのがクセになってしまった」のだそう。
ダンサーからどうしてアパレル業界に？香港にきたきっかけは？
菊地さんにお話を伺った。
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