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HK香港　(852)2376-0633
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Sagrantino
Italian Restaurant

8 Cuvée Secco(sparkling white wine)を
グラス1杯無料サービスいたします。
（10月31日まで）

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

                    Sagrantino オーナー　安田

「PPWを見た」と
お伝えいただいた方に、
感謝の気持ちを込めて、８周年８周年

おかげさまでおかげさまで

Sagrantinoの記事はP20に。Sagrantinoの記事はP20に。



香港 香港＆広東

　美容クリニック｢Beauty Focus｣は、美に関する高い知識と丁寧なサー
ビス、そして最先端の美容技術で、多くの著名人、有名映画女優やアー
ティストからも絶大な支持を受けている。更に、香港の大手テレビ会社
TVBのTVB Weeklyで「最も人気なコスメブランド」と「プロの優秀コス
メ」部門で2つの賞を獲得。美容業界において高い評価を受けている美
容サロンだ。
　サービス向上のため、アメリカのFDAとCEでも認められた最先端の
肌の引き締め、ボディーラインの形成の機器を導入している。また、パワ
フルな肌の引き締め、リフトアップを実現してくれる｢ウルトラフォー
マーⅡ HIFU｣によるサービスも開始した。これは3つの深層、筋膜、深像
膜、深筋膜にフォーカスするもので、コラーゲンの生成を促進し、手術を
行なわずに肌を引き締め、肌の質を向上させる。短時間でVシェイプの
引き締まったフェイスラインを手に入れることが可能となった。現在、

顔・目・おでこ・首の中から1パーツ選んでHKD3,980で試すことができる
特別プロモーションを実施中。
　10月中は、どのサービスを受けてももれなく、ヨーロッパブランドのコ
エンザイムQ10クリーム(HKD800相当)を無料でプレゼント。さあ、あな
たも若 し々い綺麗な肌を手に入れよう！

最先端技術で若 し々い弾力のある肌を。
今ならコエンザイムQ10クリームをプレゼント！

よく見たらありそう…でもない
存在しない考古学の世界にご案内

　9月中旬から1ヵ月間、アメリカの芸術家ダニエル･アーシャムによる展
覧会が開かれる。将来発掘されるかのような、朽ちて崩れてしまった風
貌の人間やその体のパーツの数 ・々・・。彼の独特なこのスタイルは以前
に開いた2回のソロ展覧会から既に始まっており、その当時からのコン
セプトというのが、「フィクションの考古学」。これは彼がイースター島に
旅行した時に考古学者の発掘作業現場を観察していた際に思いついた
のだという。彼曰く、考古学者はもっともらしい証拠を発掘した後はそこ
からストーリーを勝手に作り出しているに過ぎないのかもしれない、と
のこと。ならば考古学もその点で言うとフィクションと言えるのではない
だろうかと彼は思ったようだ。そこから自分の芸術作品に考古学のフィ
クション的な部分を吹き込むように心がけ、自分の作品を見に来てくれ
た人に、将来発掘されるかのような作品を見ることで、あたかも未来人

になったかのような気分になって欲しいと述べている。芸術はよく分か
らないから自分には難しそうだと敬遠してきた人も、彼の作品を見たら
考え方も変わるかも？！

Beauty Focus
住所: 1704, 17/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Rd., TST
電話: (852)3542-5178 (英語可) (852)5372-6038 (日本語可)
時間: 月～金 12:30～20:00 土10:30～18:00 日祝定休
ウェブ: www.beautyfocus.com.hk

Galerie Perrotin
期間: 10月10日まで
時間: 火～土 11:00～19:00
住所: 17/F., 50 Connaught Rd., Central
電話: (852)3758-2180
ファクス: (852)3758-2186
メール: hongkong@perrotin.com

施術前 一回施術後
親切で丁寧なサービスには定評がある
一回の施術でもリフトアップ効果は長持ち
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香港＆広東 香港

今週の香港ピックアップ

オールド香港を味わいつくそう！
　尖沙咀（チムサーチョイ）にあるGateway Hotelのビュッフェレストラン「スリー・オン・

カントン」では、10月31日まで「オールド香港」をテーマにしたディナーメニューを期間限

定で提供する。店名の由来ともなっている「温かいもの・冷たいもの・デザート」の3種類に

分けられた多彩なメニューの中には「揚げワンタンの甘辛ソース添え」、「アラスカ蟹の

ガーリックチリソース」、「揚げイカのスパイシーソルト」、「蓮の実ペーストのベイクド・サゴ

プリン」など伝統的な広東料理が多数! ビュッフェスタイルなので、好きなメニューを好き

なだけ食べられるのもグルメファンには堪らない魅力の1つ。「食欲の秋」のスタートに、伝

統の広東料理はいかが？

オールド香港ディナービュッフェ
スリー・オン・カントンThree on Canton

10月31日まで

ハイヤットリージェンシー沙田
Swim and Dine Package

食べ放題、遊び放題！
　香港の夏も残りわずか。遊び残しはないだろうか？ ハイヤットリー
ジェンシー沙田ではプールと食べ放題のバーベキューがセットになった
お得なプランが登場! 決められた時間内であればプールで遊ぶのも、シェ
フが腕によりをかけたバーベキューでお腹を満たすのも自由。都会の週末
の過ごし方はこうでなくっちゃ！

Level 3, Gateway Hotel, Harbour City, TST
限定ディナービュッフェ：18:30～22:00
(852)2113-7828
www.marcopolohotels.com
日～木：9～11歳の子どもHKD284、大人HKD568
金、土、祝日＆祝日前日：9～11歳の子どもHKD314、大人398
（8歳までの子どもは無料）

8 Peking Rd., TST
14:00～17:00
(852)2375-1133
www.langhamhotels.com
1人用 HKD298、2人用 HKD538

Lobby level, Hyatt Regency Hong Kong, Sha Tin
18 Chak Cheung St., Sha Tin
(852)3723-1234
9:30～13:30、14:00～18:00、18:30～22:30
hongkong.shatin.hyatt.com　
月～金 HKD390、土、日、祝日 HKD450

監督：ロバート・ゼメキス
出演：ジョセフ・ゴードン＝レヴィット、
　　   ベン・キングズレー、
　　   シャルロット・ルボン、
　　   ジェームズ・バンジ・デール

高所恐怖症の人はくれぐれも注意して！！
　摩天楼のツインタワーで、1974年当時、世界最高の高さを誇った

ニューヨークのワールドトレードセンター。この間をワイヤーロープ一本

でつなぎ、命綱なしの空中歩行にある男

が挑んだ。その男の名前はフィリップ・プ

ティ。不可能にも思えるこの挑戦は紛れも

ない実話であり記録として残されている。

そんなプティの物語を初めて映画として

描いた作品。

命がけの綱渡り
映画｢ザ・ウォーク｣

10月18日上映

ユニークなSwatch時計が大集合！
　スイスの時計ブランド「Swatch」は3週間の期間限定で「Swatch 

Loves Art・Best Time Event」を開催する。「時間」と「人生で一番幸せな

瞬間」をテーマに19人のアーティスト達がデザインした100個以上の個

性的な特大Swatch時計

が一同に会し、時計を身

につける楽しさを表現

する。

Swatch
“Swatch Loves Art・Best Time Ever” 

10月5日～10月25日

G/F., Atrium II, Gateway Arcade, Harbour City, TST
10:00～22:00

ラグジュアリーアフタヌーンティーで女子度アップ
　香港で数多くあるホテルのアフタヌーンティーセット。ランガムホテル

ではマカロンで有名なフランスのペイストリー｢ラデュレ｣と初のコラボ

を組み、12月31日までランガムホテル香

港限定のアフタヌーンティーセットを提供

している。ホテル限定フレーバーのマカ

ロンやイギリスの老舗紅茶ブランドの限

定ティーも一緒に楽しもう。

ザ・ランガム香港
パルムコート

12月31日まで

香港ピックアップ
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　2004年に香港のランタオ島にオープンした香港ディズニーランド・リゾートは、中国語による看板やオリエンタルな
雰囲気のデコレーションなど、いたるところに香港テイストが感じられるオリジナリティが魅力。ここでしか体験できな
いアトラクションやショー、本格的な中華料理や点心が揃うダイニング、ユニークなお土産、ホテルなど、他のディズ
ニー･パークとはひと味違った楽しみ方ができる。オープン当初から訪れたゲストは累計5千万人にのぼる。
　これまで、2011年に「トイ･ストーリーランド」、2012年に「グリズリー・ガウチ」、2013年に「ミスティック・ポイント」の
テーマランドをオープン。また2016年後半には、映画「アイアン・マン」のアトラクションがオープンするほか、2017年に
3つ目のディズニー直営ホテル「ディズニー・エクスプロラーズ・ロッジ」をオープンする予定。進化を続け、訪れる人を
夢と魔法の国へ誘ってくれる。

　2004年に香港のランタオ島にオープンした香港ディズニーランド・リゾートは、中国語による看板やオリエンタルな
雰囲気のデコレーションなど、いたるところに香港テイストが感じられるオリジナリティが魅力。ここでしか体験できな
いアトラクションやショー、本格的な中華料理や点心が揃うダイニング、ユニークなお土産、ホテルなど、他のディズ
ニー･パークとはひと味違った楽しみ方ができる。オープン当初から訪れたゲストは累計5千万人にのぼる。
　これまで、2011年に「トイ･ストーリーランド」、2012年に「グリズリー・ガウチ」、2013年に「ミスティック・ポイント」の
テーマランドをオープン。また2016年後半には、映画「アイアン・マン」のアトラクションがオープンするほか、2017年に
3つ目のディズニー直営ホテル「ディズニー・エクスプロラーズ・ロッジ」をオープンする予定。進化を続け、訪れる人を
夢と魔法の国へ誘ってくれる。

香港ディズニーランド・リゾート
ウェブ：www.HongKongdisneyland.jp

　独創的な景色や、風変わりな道が特徴のウォークスルー・タ
イプのアトラクション。ゲストは曲がりくねった道を進みなが
ら、いきいきとしたディズニーのおとぎの世界を体験できる。ア
トラクション内のミニチュアサイズのスクリーンでは、「美女と
や野獣」「シンデレラ」などを鑑賞できる。また、このアトラク
ション近くにある、妖精がすむ谷「ピクシー・ホロー」ではティン
カー･ベルとのグリーティングが楽しめる。

場所：ファンタジーランド
スタート日：2015年12月

フェアリーテール・フォレストフェアリーテール・フォレスト

　コンサート形式で届けるステージ・ショー。ミッキーとグーフィー、そして、映
画「アナと雪の女王」でお馴染みのキャラクター、オラフが「ジャングル・ブック」
「アラジン」「リトル・マーメイド」など愛され続ける7つのディズニー物語を展開
する魔法の本の中へと旅に出る。ショーの中では人気ディズニーキャラクター
も登場し、10周年アニバーサリーのオリジナル・テーマソング「ハッピリー・エ
バー・アフター」や、オリジナル・コスチュームとともにショーを盛り上げる。

ミッキー･アンド･ザ･ワンダラス・ブックミッキー･アンド･ザ･ワンダラス・ブック

場所：ファンタジーランド／ディズニー・ストーリーブック・シアター
スタート日：2015年11月17日
所用時間：25分

　花火のショー「ディズニー・イン・ザ・スターズ」が10周年のスペ
シャルバージョンで登場。最先端の技術や照明の効果、眠れる美
女の城に映し出されるビデオ・プロジェクションで輝きを増す。

場所：メインストリートUSA
スタート日：2015年11月

ディズニー・イン・ザ・スターズディズニー・イン・ザ・スターズ

　10周年を記念したスペシャル・グッズやフード、ドリンクなど
が楽しめる。また、スペシャル・コスチュームのキャラクターや、
「ハッピリー・エバー・アフター」フォト・スポットも登場する。

10周年記念の
グッズやコスチュームなど
10周年記念の
グッズやコスチュームなど

香港ディズニーランド・リゾートは、今年9月12日に開園10周年を迎えた。
そこで、10周年を記念して11月16日より、アニバーサリー・セレブレーション「ハッピリー・エバー・アフター」を

スタートし、パーク全体をお祝いムード一色で彩る。
　10周年イベントでは、新たなステージ・ショーがスタートするほか、ウォークスルー・タイプの
アトラクション「フェアリーテール・フォレスト」が登場する。また大人気の花火のショーが
スペシャルバージョンとなり、香港ディズニーランド・リゾートの夜を一層華やかに輝かせる。
そのほか、キャラクターが10周年のスペシャル・コスチュームでゲストを迎えてくれる。
　香港ディズニーランド・リゾートのリピーターも、まだ行ったことがない人も、

この機会に訪れて10周年をお祝いしよう。

香港ディズニーランド・リゾートは、今年9月12日に開園10周年を迎えた。
そこで、10周年を記念して11月16日より、アニバーサリー・セレブレーション「ハッピリー・エバー・アフター」を

スタートし、パーク全体をお祝いムード一色で彩る。
　10周年イベントでは、新たなステージ・ショーがスタートするほか、ウォークスルー・タイプの
アトラクション「フェアリーテール・フォレスト」が登場する。また大人気の花火のショーが
スペシャルバージョンとなり、香港ディズニーランド・リゾートの夜を一層華やかに輝かせる。
そのほか、キャラクターが10周年のスペシャル・コスチュームでゲストを迎えてくれる。
　香港ディズニーランド・リゾートのリピーターも、まだ行ったことがない人も、

この機会に訪れて10周年をお祝いしよう。

香港ディズニーランド・リゾートについて香港ディズニーランド・リゾートについて
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香港＆広東
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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

会計経理・経営管理/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K～40K

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。
北京語できれば尚可。

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 インテリジェンス
香港

18K
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

営業・販売系/物流・倉庫

香港/九龍

20K～25K

営業経験と物流知識を身につけたい方必見！
日系フォワーダーにて、日系営業。見積もり作成、
納期管理、トラブルシューティングなど。要法
人営業経験とコミュニケーションレベルの英・
北・広いずれか1言語。

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

未経験者が活躍する職場！ 日系保険ブロー
カーにて、主に日本人顧客への営業、セミナー
の開催、ビジネス交流会への出席等を担当。
経験不問。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

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 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。

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～25K
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。

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）

～RMB25K東莞
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、1,200ｔプレス機で試作品を
作れる技術と経験。語学不問。

サービス系/
エステ・美容・理容 12K～22K

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ますので。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）

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） 25K～35K香港/香港島

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

企画・宣伝・広報/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K

香港/香港島

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。

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。

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～25K
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。

香港WORKS香港/香港島

香港WORKS

香港WORKS香港/香港島

技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 40K～50K香港/香港島 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。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス

年俸500～
800万円

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。

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

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/香港島

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/新界 20K～25K
日系物流企業にて、日本人ディレクターの秘書
業務及び、一部マーケティング業務。マーケット
情報の収集と報告書作成あり。3年以上の関連
経験と、ビジネスレベルの英語。

香港/新界 18K インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光

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
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州 RMB

17.5K～28K

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
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞

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。

～RMB25K
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香港

香港

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

RGF 香港
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
旅行・レジャー・観光

香港/九龍 28K～35K

F&B企業にて日英通訳募集。日本人の会長に
付添い、会議や日々の通訳・翻訳サポート（出張
への同行あり）。日本語ネイティブで3年以上の
通訳経験要。通訳、言語関連分野での大学卒で
几帳面且つフレキシブルな方。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/九龍 18K～35K

日系技術商社の企画部門にてアシスタントマ
ネジャー募集。売上等のデータ分析や市場
分析及び各種レポート作成。関連業務経験者
で数字に強く、細かいところに注意が及ぶ方。
海外出張あり。ビジネスレベルの英語要。

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～20K

IT関連企業にて担当/アシスタント募集。日本人
マネジャーのアシスタントとしてレポート作成
業務など。明るくやる気のある方なら未経験で
も可。チームワークを守れ、最後まで業務を行
える方。就業可能なビザ要。

香港/香港島 18K ～22K RGF 香港

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25Ｋ～35Ｋ香港/香港島

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50Ｋ～70Ｋ香港/香港島

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
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
その他・教育・公的機関など

25K～35K

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。

香港/九龍

香港/九龍

年俸800～
1000万円

営業・生産管理担当（アパレル業界営業・生産
管理経験者）欧米向け市場開拓、布帛、ニット、
カットソー、雑貨。

香港WORKS
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）

30K～40K香港/新界
会計マネジャー：仕訳～月次・年次決算・税務
申告。連結決算：日本・深圳。インボイス発行、
売上集計、小口現金管理、売掛・買掛金管理。

企画・広報・経営管理系/
その他・教育・公的機関など

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
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。

営業・販売系/金融・保険

企画・広報・経営管理系/
金融・保険

香港WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RGF 香港

営業・販売系/
コンサルタント 25K～35K香港/香港島

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

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

24K～28K香港/九龍

日系金融関連企業にてシニアオフィサー募集。
社内ミーティングの調整や必要書類の準備、
社外や日本本社との連絡等。会計/経済関連で
大学卒。関連職務、金融業界での就業経験、
及びビジネスレベルの英語必要。

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 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18Ｋ～25Ｋ香港/九龍

インターネットアプリ企業でのセールスエグゼ
クティブ。市場調査や新規開拓、契約交渉等。
日本語が母国語で英語、北京語、広東語のい
ずれか一つの言語が堪能な方。商談能力、管理
能力が高く、責任感の強い方。

香港WORKS営業・販売系/商社 25K ～30K香港/香港島
営業業務（新規開拓、顧客管理）。幹部候補生
として業務を学んで頂きます。東南アジア等の
出張有り。

25Ｋ～35Ｋ

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 18K～20K香港/九龍

日系玩具小売業にてセールスアシスタント職
募集。発注業務や発送管理、取引先や顧客と
社内間との調整や営業部のサポート等。2年
以上の貿易/製造業での業務経験要。大学卒
でビジネスレベルの英語要。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍

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/
メーカー（機械・電気・電子）

20Ｋ～22Ｋ

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 香港香港/九龍営業・販売系/金融・保険 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。

RGF 香港香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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■自宅から会社までの通勤時間は何分ですか？
　ビジネスパーソンの平均通勤
時間は約45分！ 最多時間帯は
「51～60分」に。
　詳しい結果は「0～10分」
11.3％、「11～20分」13.5％、「21
～30分」16.3％、「31～40分」
7.3％、「41～50分」13.8％、「51
～60分」18.5％、「61～70分」
4.2％、「71～80分」4.4％、「81～90分」5.8％、「91分以上」4.9％だった。ビジネスパー
ソンにとって「30分以内」、「60分以内」というのが、1つの目安のようだ。ちなみに通勤
時間が30分以内の人は41.1％、60分以内の人は80.7％で、全体の8割が会社から1時
間以内で通える場所に住んでいる。

■理想の通勤時間は何分ですか？
　理想と現実には、約20分の差
があった。
　結果は「0～10分」19.3％、「11
～20分」24.8％、「21～30分」
40.3％、「31～40分」4.2％、「41～
50分」5.4％、「51～60分」6.0％だった。平均は「約25分」、最も多い時間帯は「21～30分」。
実際の通勤時間が「約45分」であると、理想と現実の間には約20分のギャップがある。
　一例だが、首都圏で通勤時間が25分以内のエリアで見たら、新宿を拠点とした場
合、「つつじヶ丘駅」、渋谷を拠点にした場合、「梶ヶ谷駅」などが比較的家賃や物件価

格がリーズナブルだ。住まいや周辺環境の条件を融通を利かせれば、約20分の通勤時
間短縮も夢ではないだろう。

■平均通勤時間は男女差がなんと約13分！
　男女別に平均通勤時間の結
果は、男性は約52分、女性は約
39分で女性の方が約13分も短
い。最も多い時間帯は、男性は
「51～60分」21.0％、女性は「21
～30分」18.5％だった。一方、男
女別の理想の通勤時間は、男性
は「約28分」、女性は「約23分」
で、実際の通勤時間の男女差に
比べるとそれほど差はなく、男女とも30分弱が理想と考えていることが判明。
　今回の結果から、男性より女性の方が、より職住近接である。未婚者の場合は、女性
の方が朝の準備に時間が費やすことや、夜は防犯的に少しでも早く帰宅できることが
ベストなことから、通勤時間を重視するのかもしれない。既婚者の場合は、共働きの家
庭でも女性が家事・子育てを担う場合が多く、時間的制約が大きいため、女性の通勤
時間を優先する家庭が多いのではないだろうか。

【調査概要】
調査方法：インターネットによるアンケート調査
調査対象：首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県）・近畿圏（大阪府、兵庫県、京都府）在住の
　　　　  22～60歳のビジネスパーソン400名（男性200名、女性200名）
調査期間：2015年7月3日～7月6日
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【ビジネスパーソンの通勤時間実態調査】
　住まい選びで最も重視される条件の1つである通勤時間。都心に通勤する場合は、一般的に通勤時間が短い
ほど家賃・物件価格が高くなるため、どこで折り合いをつけるか悩む人も多い。実際、ビジネスパーソンたちは、
通勤時間にどれほどの時間をかけているのだろうか。オウチーノ編集部は、22～60歳の首都圏(東京都、神奈川
県、埼玉県、千葉県)・近畿圏(大阪府、兵庫県、京都府)在住のビジネスパーソン400名を対象に、「『通勤時間』に
関するアンケート調査」を行った。

男性の通勤時間 女性の通勤時間

ビジネスパーソンの平均通勤時間は約45分！
最多時間帯は「51～60分」。理想の通勤時間は25分！

　アジアの経済を牽引する香港のビジネス情報が入手できるサイト「HONG 
KONG LEADERS」。同サイトのメインコンテンツである「リーダーズインタビュー」
では、香港で活躍する様々な経営者のインタビューを紹介している。日系企業で
長年に渡り活躍しているリーダーはもちろん、香港エクスプレスCEOや、香港の大
手不動産である恒隆集団董事長など、日系メディアにはほとんど登場しない香港
企業のリーダーの貴重なインタビューまで掲載している。

　リーダーズインタビューに加え、各種専門家が情報を伝える「ビジネスガイド」、
一般的なビジネス情報を届ける「コラム」、香港のセミナー情報満載の「セミナー
情報」など、新鮮かつ現場ですぐに活用できる情報も満載。特にコラムでは、香港
の最新情報に加え、稲盛和夫氏の上海報告会のレポートや、高島屋の社長やユー
グレナの社長など、世界で活躍する日本人の特別インタビューも掲載しており内
容は充実している。

　サイトに登録(無料)すると、リーダーズインタビューの全てが閲覧可能になり、
また、自身のセミナー情報の告知や、ビジネスマッチングに関する掲示板も利用
できるようになる。

　香港の生きたビジネス情報を手に入れたい方必見のポータルサイトHONG 
KONG LEADERSを見逃すな！

HONG KONG LEADERS
ウェブ：www.hongkong-leaders.com
お問合せ：contact@hongkong-leaders.com
フェイスブック：hongkongleaders

香港のビジネス情報を網羅する
ビジネスポータルサイト「HONG KONG LEADERS」

各界のビジネスリーダーを紹介する「リーダーズインタビュー」

最新情報満載の「ビジネスガイド」 ビジネスセミナー情報も充実

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

ホーチミン

　「マネーゲームではない資産運用としてのFX（外国為替証拠金取引）」を提案する
株式会社マネースクウェア・ジャパンは、企業メッセージである人とお金が響きあう資
産運用“Harmoney”をコンセプトに運営するポータルサイト「Harmoney.jp」の会員を
対象に、『マイナンバー制度に関するアンケート調査』を行った。

(1)「マイナンバー制度」を知っている人は95.4％、導入時期を知っているのは約6割程度。
　「マイナンバー制度」の名称の認知度は95.4％で、マイナンバー制度の内容につい
ては、最も認知度が高かったのは「住民票を有するすべての国民に付与される12桁の
数字である（369pt）」で全体の80.2％が知っていると回答。しかし、「国民総背番号制と
して、2015年10月から国が導入する制度（284pt）」の認知度は61.7％に留まり、導入時
期を知らない人が約4割にのぼった。

(2)マイナンバー制度に期待すること1位は「利便性」。
　 一方で、「情報管理体制」への不安も多数。
　71.5％が制度導入に期待を抱いており、期待することは「行政の手続きなどの手間
が省け、便利そうだ（251pt）」と回答した人は全体の54.5％だった。次いで「身分証明
が簡単になりそうだ（160pt）」、「社会保障の不正受給がなくなりそうだ（158pt）」な
ど、社会保障や税、行政手続きなど利便性面に高い期待が伺える。

　一方、昨今の情報漏えい問題を背景に不安に思う人や運用面への不安の声も上
がった。

(3)いよいよ2016年1月より運用開始。
　 意外と知られていないマイナンバー制度の利用とは？
　マイナンバー制度に伴い導入される「マイナポータル(※)」について聞いたところ、約
9割の人が「知らない」と回答。さらに、2016年1月から証券会社に新規の口座開設をす
る際にマイナンバーの提出が必要となることについて、「知っている」と回答した人は約
2割に留まるなど認知されていないことも多く、今後制度の仕組みの周知、理解促進が
求められるといえそうだ。
(※)「マイナポータル」とは、行政機関が自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかを確認でき、行政

機関が保有する自分に関する情報やお知らせ等を参照できる。

(4) 情報の一元化で変わる「資産管理への考え方」。あなたはどうしますか？
　マイナンバー制度導入後は、税金や社会保障などの情報が一元化管理されることで
自分の資産状況が国にすべて把握される可能性について「知っている」と回答した人は
64.8％とだった。また、資産運用やお金の管理方法に影響を与えるかの質問では、
57.4％が「影響を与える」と回答、制度への要望や資産管理方法を改めるなど、さまざま
な意見があがった。

　導入開始まであと1カ月と迫った今、身の回りの資産がどのように管理されるのか、直
前になって慌てないようにしたいものだ。

【調査概要】
「マイナンバー制度への期待と不安を教えてください！」のアンケート調査より
調査対象：全国のHarmoney.jp会員
調査期間：2015年8月12日～8月19日
調査方法：インターネットリサーチ
有効回答数：460サンプル

「マイナンバー制度」が資産管理に与える影響を調査！開
始
間
近
の「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
」の
認
知
度
は
95
％
超
　

資
産
を
ま
と
め
て
管
理
で
き
る
の
は
便
利
？ 

そ
れ
と
も
不
安
？

マイナンバー制度の内容について、しっているもの 獲得pt（複数回答）
住民票を有するすべての国民に付与される12桁の数字である

国民総背番号制として、2015年10月から国が導入する制度である

基本的にマイナンバーは生涯変わらない

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減される
2015年10月から、マイナンバーが記載された「通知カード」が、
住民票に登録され住所に届き始める
導入することによって、負担を不当に免れたり給付を不正に
受けることを防止でき本当に困っている人への支援が行えるようになる
2016年1月から運用開始となる
2016年1月以降には、身分証明書など様々なことに利用できる
「個人番号カード」申請により交付してもらうことができる

2011年に一度「共通番号制度」として検討されたことがある

法人に対しては、マイナンバーではなく13桁の「法人番号」が付与される

369

284

234

222

211

188

162

138

135

63

マイナンバー制度への不安 獲得pt（複数回答）
情報がどのように管理されるのか不安だ

マイナンバーが漏れることで数多くの個人情報が公になってしまいそうだ

企業の個人情報の漏えいなど管理体制に不安がある

『なりすまし』や『詐欺』などの不正利用による被害が不安だ

一元管理で、国に管理・監視されそうだ

紛失してしまった場合の手続きが大変そうだ
個人番号カードを紛失してしまったら大変なことになりそうなので、
持ち歩くのが不安だ

その他

不安は特にない

347

314

296

255

246

223

191

14

12

マイナンバー制度への期待 獲得pt（複数回答）
行政の手続きなどの手間が省け、便利そうだ

身分証明が簡単になりそうだ

社会保障の不正受給がなくなりそうだ

情報が管理しやすくなりそうだ
公的機関のコストが減ることで、サービスを充実させるなど、
他のことに注力できそうだ
新たな成長産業が生まれそうだ
「縦割り行政」が解消されそうだ
その他
期待は特にない

251

160

158

105

78

55
49
17
131
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香港＆広東

ベトナム

　2014年9月に深圳某電子貿易会社（以下はA社という）が税関に対し衛星受信
機（価値は150万人民元）の輸出申告を行いました。税関が貨物検査を行ったとこ
ろ、当該貨物において税関知的財産権保護登録済の某知名HDポートの表示が
付いており、貨物の梱包にも同表示が印刷されていることを発見しました。税関
の通関において、A社が知的財産権権利者（以下は「権利者」という）の授権書を
提供できなかったため、税関は知的財産権保護プロセスを行いました。権利者
は、税関から通知書を受けて、当該貨物は自社の知的財産権を侵害したと判断
し、税関に対し当該権利侵害容疑貨物に差押えの申請を行い、相応な担保を提
供しました。
　税関は当該貨物を差押え、A社に対し立件調査を行い、A社の権利侵害行為を
行政処罰案件として処理しました。税関は調査を経て、A社の権利侵害行為の事
実が明確で、証拠が確実であることを認定し、かつ当該案件の貨物価値がかなり
大きいため、プロセスに則って公安局の経済犯罪調査部門に通知し、刑事案件と
してA社が調査されることになりました。また、権利者はA社の代理人を通じて、A
社より自社の知的財産権侵害容疑のため、民事訴訟を提起して損害賠償を請求
するようA社に表示しました。
　A社は多額の金銭を用意し各種関係や貿易の習慣方法を利用してトラブルを
解決しようとしましたが何の効果も出ませんでした。結局、A社が弁護士交渉を委
任しました。弁護士の調査結果によると、当該貨物はA社に属さず、A社は自社の
名義を他社に貸し出して輸出している(中国語の俗語で「売単」という)こと、当該
貨物は広州にあるB社に属しており、B社はA社の名義を利用して貨物を輸出して
いることが分かりました。また、A社は貿易の過程において荷物も見たこともなく、
物流申告も処理しておらず、すべての輸出手続きは深圳某物流会社で行ったとの
ことです。さらに、貨物に関する状況については、A社の法人が税関より調査に協
力するようとの連絡が入った際に初めて知ったとのことです。なお、事件発生後、
B社が連絡も取れず、いなくなりました。
　弁護士は豊富な税関と対外貿易処理経験をもって、次のようなことを注意し
ました：本件では税関の調査段階においては、権利侵害者は権利者の補足授権
書と容赦を取得した場合、規定により税関は権利侵害行為を処理しないことも
できます。これにより、弁護士は次のような解決案を速やかに制定しました：a.
権利者と連絡を取り、交渉のチャンスを請求する。b．税関と連絡を取り、貨物権
利侵害の状況を詳しく説明し、税関が経済犯罪調査部門に通知する際はA社が

権利侵害行為を知らず、かつ貨物の
事実上の所有者ではなかった事実
を知らせるよう請求する。
　弁護士はA社を代表して権利者と
交渉のうえA社の行為を容赦しても
らい、権利者の会社規定により、補
足授権書を取得できないが権利者
と民事賠償責任を追及しないことに
合意しました。また、弁護士が作成し
た事情説明書より、経済犯罪調査部
門は、A社は事実上の権利侵害者で
はないことから、A社に刑事立件を
行わないことを決定しました。最終
的には、次のような結果となりまし
た：権利者から補足授権書を取得で
きないことより、A社には15万人民
元の税関罰金が科され、権利侵害貨
物も没収されました。
　本件をまとめますと、a．貿易会社
であるA社はわずかな輸出代理費を
浮かせるために他の会社に「売単」をして、かつ貨物の有効監督もせず、重大な刑
事責任まで科される可能性がありました。b．税関経験豊富な弁護士を利用して
適切な処理をしたおかげでわずかな経済処罰が科されたものの、刑事事件とし
ては処理されず、かつ民事損害賠償を避けることもできました。
　税関知的財産権保護は極めて厳しく実施されています。対外貿易会社の貨物
輸出において商標など知的財産権の権利侵害事件については、問題が生じた場
合、速やかに専門の法律業者に解決を図ることを提案いたします。

【広東君厚法律事務所】 
　◆広東君厚法律事務所弁護士   周　軍偉

持
分
譲
渡
に
係
る
所
得
税
の
リ
ス
ク
防
止 広東君厚法律事務所　King & Land Law Firm

住所：広州市天河路101号興業銀行ビル14階
電話：4000-182-606（日本語・英語ホットライン）
メール：consultancy@vip.sina.com
ウェブ：www.kingandland.com

周軍偉弁護士：弁護士、中級会計検査官、会計
修士号取得。得意分野は、税関法、輸出入貿
易、政府事務協調、税法、融資など。2014年8月
に広東君厚法律事務所入所。それまでの12年
間、税関正科級幹部として、税関関連の部署を
経験。税関検査、税関関税徴収などの分野に
おいても豊富な経験をもつ。また税関部門の
講師も兼任していた。税関部門による個人賞7
回受賞。中山市青年ベテラン等栄誉を獲得。
広州某国営企業の税務調査（企業の刑事責任
の回避）を担当。普通貨物密輸嫌疑事件にお
ける陳氏側代理人（税関刑事調査機関による
事件取消し）。広州市蘿岡某日系企業従業員
の急死事件（労使両者和解）を担当。
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香港＆広東

　日本では今、来春卒業予定の大学生らを対象した就職活動がラストスパートの時期を
迎えている。昨今は学生が有利な「売り手市場」だが、希望する企業への切符（内定）を獲得
するために、就職活動は年々激化していると伝えられている。今回は、そんな厳しい就職活
動を乗り越えて、ビジネスパーソンとなった若手社員を対象に実施した「出世・昇進意識に
関する調査」の結果を紹介しよう。
　
　この調査は、ネットリサーチ会社のクロス・マーケティングが、一都三県（東京・神奈川・
千葉・埼玉）に在住する20～39歳の男女を対象に行ったものだ。

■出世意向のない人は15.8％
　出世意向の有無についてきいたところ、「絶対に出世したいと思っている」と「できれば
出世したいと思っている」をあわせた「出世したい」と考えている人は40.8％だった。一
方、「出世にはあまりこだわっていない」人は43.4％、「出世はしたくないと思っている」人
は15.8％で、半数以上が出世意向のない結果となった。 

■出世意向が高いのは男性20代
　出世意向について男女年代別に見ると、一番高かったのは、男性20代（59.6％）で、続
いて男性30代（42％）、女性20代（31.6％）、女性30代（30％）だった。出世意向は、女性よ
り男性、30代より20代のほうが高くなっている。
　一方、「出世したくない」「出世にこだわりなし」と考える人の割合は、女性20代・30代で
約7割。しかし、その内訳をみると、女性30代では「出世したくない」と考える人が、20代よ
り7.2ポイント増えている。

■明確な目標がない人が3割、「経営者・取締役以上」を目指す人も15.2％
　出世したいと回答した人のうち、希望する役職については、「わからない・決めていな
い」と回答した人が28％で最も多い。次いで、「主任・係長・班長・マネージャー」と「部長」

がそれぞれ15.9％となった。出世意向があっても明確な目標が定まっていない状況がう
かがえたが、「経営者・取締役以上」を目標とする人も15.2％いた。　

■出世には「人間関係」もカギに
　出世をするために必要と思うことでは、「仕事で成果を挙げること」（75.6％）が1位に。
以降は、「上司やメンバーとの良好な人間関係」（62.2％）、「社内・社外を含めた幅広い人
脈」（44.5％）と続き、仕事実績の他に対人関係も重要だとみていることがわかった。

■出世したい理由トップは給与・年収のアップ！
　8割の人が選んだ出世したい理由トップは、「給与・年収があがるから」（79.7％）。続いて、
「自分の成長が実感できるから」（40％）、「高い目標を持って働けるから」（37％）だった。
　出世したくない理由トップは、「ワークライフバランスのとれた生活をしたいから」
（46.6％）。続いて、「責任の範囲が広がるのが嫌だから」（38％）、「出世をしても給与・年
収がそれほど上がらないから」（34％）だった。

　特に女性は、結婚・妊娠・出産でライフスタイルが大きく変化する。ワークライフバランス
を望む女性も多いだろう。これは女性の出世意向が男性と比べて低いこととも関係するの
では？ 一方、こうした現状は、ワークライフバランスが整備されていない企業が多いことの
裏返しとみることができるのかもしれない。

【調査概要】
調査手法：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング アンケートモニター使用）
調査地域：一都三県（東京・神奈川・千葉・埼玉）
調査対象：20～39歳の男女　※会社員（正社員）、公務員として勤務している人のうち、
　　　　  管理職についている人を除く
調査期間：2015年8月21日～8月23日
有効回答数： 1,000サンプル

出世意向がある人は約4割、
こだわらない人も4割強、その気になる理由とは？
出世意向がある人は約4割、
こだわらない人も4割強、その気になる理由とは？
「若手社員の出世・昇進意識に関する調査 」

ビジネス（香港・広東共通）ビジネス（香港・広東共通）
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香港 深圳

香港＆広州 深圳

香港
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（所在地） 太古城（タイクーシン）

（間取り） 3LDK  831s.f （実用715sqf) 　

（室　内） 半新内装、家具・家電応談、南向き

（環　境） MTR太古駅直結、日系スーパーＡＰＩＴＡ階上棟、

 抜群の便利な立地です！

（備　考） 割安家賃物件！

（月　額） HKD27,000　(管理費、税金込み) 

タイクーシン　太古城  (南天閣 Nan Tien Mansion  中層階)

（所在地） 西湾河（サイワンホー）
（間取り） 3LDK  934s.f （実用675sqf) 　バルコニー付き
（室　内） 家具・家電付き、全海景
（環　境） MTR西湾河駅徒歩約５分、
 日系スーパーＡＰＩＴＡへ徒歩約10分弱、大型クラブハウス完備
（備　考） 部屋の鍵有り、いつでも内覧可！
（月　額） HKD35,000　(管理費、税金込み) 

マウントパーカーレジデンス　Mount Parker Residences  (中層階)

香港

グランドプロムナード　嘉亨灣  (Tower 6  高層階)

（所在地） 太古（タイクー）

（間取り） 3LDK+S   実用1,242sqf　バルコニー付き

（室　内） 家具・家電付き、海・山景

（環　境） MTR太古駅、AEON/APITA近接、大型クラブハウス完備

（備　考） 太古エリアの新築、超ハイグレードマンション！

（月　額） HKD70,000　(管理費、税金込み) 

三宝不動産三宝不動産三宝不動産 Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155

Rm.1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho, H.K.

(852)2566-0155
H

o
n
g
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n
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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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