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詳しくは本紙4ページの広告をご覧ください。
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香港・華南で輝く
日本の先端技術力力 前田建設工業株式会社

香港支店広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
EMAIL：zets_ppw@pocketpage.com.hk 
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今週もレストラン、グルメ情報がいっぱい！

夏の新商品が、続々登場！

週末限定！ 彩り豊かな
箱入りアフタヌーンティー

ハーバービューも夜景も独り占め！
都会の一等地で味わうプレミアムなひと時

保存料ナシの安心製品で
タイ料理を満喫しよう

パソナの『公開セミナー』
海外拠点の組織強化を目指す！ 10

ページ

ローカル社員の意識改革と実践力の強化

Starbucks

French Window
Seafood Room
S.KHONKAEN

住所：1-4/F, Grand View Commercial Centre, 29-31 Sugar St., CWB (受付3階) 電話：（852）2576-7227（日本語可）

HKD358/50 mins
フェイシャルトリートメント全般の

料金が30％オフ!
韓国ホットストーンマッサージ

PPW読者限定
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　MTR銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅から程近い「焼肉 伊呂波」。同店
は、外観から内装まで純和風で統一されており、約100席ほどの店内で
は落ち着いた雰囲気で日本の本格焼き肉が楽しめる。焼き肉は“食材を
焼く”というシンプルな料理だけに、食材である「肉」の良し悪しが決め手
となるが、同店では提供する肉の処理に細心の注意を払っているので、
安心して味わうことができる。
　昼はボリュームのあるランチメニューに、夕方からは厳選食材を使っ
たディナーにと常に賑わう人気店だが、さらにこの度、待望の「焼肉食べ
放題」が新しくメニューに加わった。2名から注文可能な同コースは、

「HKD298/52品」と「HKD398/60品」の2種類を用意（制限時間90分）。さ
らに、12歳以下の子供は半額、3歳以下は無料というお得な金額設定で、
育ち盛りの子供がいるファミリーにもってこいだ。また、気の合う仲間た
ちと値段を気にせず焼肉を思いっきり味わいたいときにもオススメ。た
だし、基本的な食べ放題のマナーは忘れてはならない。食べ残しには別

途料金（HKD50/100g）が発生すること、テーブル内全員が同じコースを
注文しなくてはならないこと、料金には飲み物代が含まれていないこと
を念頭に、欲張らず美味しくいただける分だけオーダーしたい。さぁ、
さっそく仲間を誘って訪れてみてはいかが？

ミニチュアゴルフ＆テニスで新しいスポーツに挑戦！
ファミリーで出かけたい週末スポーツイベント開催
　暖かくなってきた香港の5月。週末は家族と屋外で体を動かしたいと
考えている人は、5月21日と22日に開催される「西貢（サイクン）スポーツ
フェスティバル」に足を運んでみよう。2014年に香港スポーツ界のさら
なる振興を目標に設立された「香港ゴルフ＆テニスアカデミーチャリ
ティー協会」の主催で、「Hebe Havenヨットクラブ」、「Sports4kids」、

「ジュニアランクラブ」など香港を代表する有名スポーツ団が参加するこ
とでも話題を呼んでいる。
　会場ではミニチュアのゴルフやテニスのセットが用意されるほか、ス
ポーツをテーマにしたフェイスペインティング、巨大バルーンも登場す
る! さらにバイクやスケートボードのパフォーマンスも両日通して披露さ
れるので、子供はもちろん、大人も楽しめること間違いなし。会場には屋

台も並ぶので、遊びきって腹ペコになったお腹を満たすことができるの
も嬉しいポイント。
　当日触れたスポーツがのちのちの趣味やライフワークに繋がるか
も!? 参加費は無料。週末は家族で西貢に遊びに出かけよう！

純和風の本格焼肉店「伊呂波」にて
2名様から味わえる焼肉食べ放題メニューが新登場！

Sai Kung Sports Carnival 
日時：5月21日、22日 
時間：11:00～17:00
住所：Mei Yuen St., Sai Kung (Sai Kung District Community Centre横)
料金：無料
ウェブ：www.hkgtafoundation.org　

焼肉  伊呂波
住所：（CWB店）2/F., Jardine Center, 50 Jardine’s Bazaar, CWB
　　  （TST店）1/F., Cameron Plaza, 23-25A Cameron Rd., TST
電話：(852)2882-9877（CWB店）、(852)2311-4700（TST店）
時間：月～日 ランチ 12:00～15:00（ラストオーダー 14:30）
                 ディナー 18:00～23:00（ラストオーダー 22:30）
食べ放題メニュー：HKD298/52品、HKD398/60品
　　　　　　　　（12歳以下は半額、3歳以下は無料）　

香港トピックス
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　スポーツイベントやスポーツウエアを紹介している週刊マガジン
New Mondayを発行している「NM+」は、第4回目となるランニングイ
ベント「NM+ Fun Run Carnival」を今年も開催する。今年のモチーフ
キャラクターは無料ゲームとして一躍人気となったアングリーバード。
特徴の異なる数種類の鳥を操作し、障害物を撃破して敵である豚の
キャラクターを倒すというユニークな構成はもちろん、思わず笑ってし
まうツボを押さえた効果音が人気を呼び、子ども向けのおもちゃや文
房具が商品化されているほか、今夏に映画も公開されるなど人気の一
途を辿っている。
　そんなアングリーバードをイメージキャラクターにしたランニングイ
ベントは、「家族全員で楽しめること」をコンセプトに3キロを走りぬく
コースを用意。見事完走を果たした参加者にはアングリーバードが刻
まれたメダルがプレゼントされる。

　2013年には1,500名、2014年には2,000名、2015年には2,500名の
参加者が集った同イベント。今年も多くの参加者が想定されている。登
録は現在ウェブから受付中! 初夏の気候を家族で楽しむ一日にしよう！

奇妙な「音」の正体は･･･その結末に誰もが震え上がる！！
ミステリホラー映画「残穢 -住んではいけない部屋-」
　日本の夏の定番とも言える怪談。これからやって来る夏を待っていた
かのように、ここ香港で日本のホラー映画が公開される。
　物語は、竹内結子が演じるミステリー作家「私」の元に送られてきた一
通の手紙から始まる。手紙の主は橋本愛演じる女子大生の「久保さん」。
学生寮を出た彼女が最近住み始めたマンションの自室で「箒(ほうき)で
床を掃いているような音」がするという相談だった。早速調査を開始す
る「私」と「久保さん」。すると、マンションのほかの部屋でも様々な怪奇
現象が起きている事が判明する。だが、このマンション自体はいわゆる
事故物件ではなく、思い当たる事件や事故も見当たらない。ところが更
に調べていくと、このマンションの過去の住人が引越し先で自殺や殺人
など、様々な事件を引き起こしていたことが判明。そしてそれらの事件
は、最終的に数十年前に起こった衝撃的な真実へと繋がっていく。

　本作品の原作である小野不由美による同名小説は、雑誌「ダ・ヴィン
チ」の「怪談オブザイヤー」で第1位になるなど、その恐怖レベルはお墨
付き。映画の中ではそのストーリーだけでなく、観る人を恐怖に陥れる
仕掛けが随所に盛り込まれている。是非あなたも劇場に足を運んで体
の中からヒンヤリしよう！

アングリーバード×ランニング
家族で汗を流す一日にしよう！

残穢 -住んではいけない部屋-（The Inerasable）
5月12日公開
監督：中村義洋
出演：竹内結子、橋本愛、佐々木蔵之介　他

NM+ ANGRY BIRDS Fun Run Carnival
日程：5月29日
場所：Hong Kong Science Park
時間：10:00～17:00
ルート：3km
料金：HKD380（大人1人）、
　　  HKD700（ファミリー：大人1人＋4～12歳までの子ども1人）
セッション：11:00／12:00／13:00
ウェブ：http://letsrun.nmplus.hk/angrybirds2016/
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

四川料理レストラン
雲陽

5月18日～6月9日

邦画
アイアムアヒーロー

5月26日公開

感染の恐怖を描いたパニックホラー
　突如始まった原因不明の感染症「ZQN（ゾキュン）」。ウィルスに感染し
た者は自我を失い周囲の人々を襲いまくるという恐怖の世界に立ち向

かうのは、冴えない漫画家アシスタント
の鈴木英雄（大泉洋）。軽妙なミュージッ
クとともに描かれる恐怖の物語、ついに
開幕！

Shop 1001B, 10/F., Times Square, 1 Matheson St., CWB
(852)2375-0800
www.miradining.com/yun-yan　
HKD98

可憐なアイドル℃-uteの香港コンサート！
　2005年の結成以来、日本のアイドル界で活躍を続けている

「℃-ute」。待望の香港公演がいよいよ5月21日に九龍湾のMusic Zone

で開催される! 第50回日本レコード大賞の優秀作品賞を受賞している

彼女たちの実力はお墨付き。

みなぎる情熱とオーラを全身

で表現する℃-uteのパフォー

マンスをその目に焼き付け

よう！

℃-ute Cutie Circuit 
香港コンサート

5月21日

端午節を祝うちまきが登場！
　今年もドラゴンボートフェスティバルがやってくる! 中国名では端午節と呼ばれ、ちま

きを食べる日として伝えられる日。今年は6月9日の同祝日を祝って、四川料理の人気レス

トラン「雲陽（Yun Yan）」では四川流特製ちまきを2種類、5月18日から6月9日まで提供す

る。四川スタイルのちまきを食べて今年もフェスティバルをお祝いしよう!

　1つ目のちまきはセリと紹興酒で煮詰められた豚バラがもち米と見事にマッチした

「Braised Pork Belly Rice Dumpling (HKD98)」。もち米にしみ込んだ特製ソースが食欲をそ

そるのを実感できるだろう。2つ目は牛の胸肉を自家製の塩漬け唐辛子と生姜で煮込んだ

「Pickled Chili and Braised Beef Brisket Rice Dumpling (HKD98)」。日本のちまきにはないピ

リ辛風味が新鮮だ。ちまきは店内または店頭で購入可能。その繊細な味は一度食べたらや

みつきになること間違いなし！

「紙」をテーマにした展示会、開催中!
　若手アーティストの発信の場として活用されているアートスペース

「Oi!」では、現在「紙」を表現媒体にした展示

会「7-Paperholic」を開催中。7名の香港アー

ティストが創り出すアートのテーマは「北角

の日常生活」。インスタレーションアート、石

版印刷、アクリル絵画など様々な技法を通し

て描かれる香港の日常は私たちに何を問い

かけてくれるだろうか。

アートイベント
7-Paperholic

～7月24日

Oi!, 12 Oil St., North Point
10:00～20:00（月曜日のみ14:00から）
(852)2512-3000
www.lcsd.gov.hk/CE/Museum/APO/en_US/web/apo/ain6_7paperholic.html
無料

Music Zone, Emax, 
1 Trademart Dr, Kowloon Bay
16:00
www.helloproject.com
HKD680

日本直送  朝市
　尖沙咀（チムサーチョイ）に店を構える寿司 三笠屋で、朝市が開催さ

れる。同朝市は福岡県・大刀洗町との共催で、今後は2ヶ月に1回の

ペースで開催予定。福

岡を中心に日本から

直送された新鮮な野

菜、魚介類などを購入

することができる。予

約なしで誰でも入店

できるので、気軽に訪

れてみよう。

Mikasaya Sushi Restaurant
三笠屋

5月15日

2/F., Cameron Plaza, 23-25A Cameron Rd., TST
(852)2301-3555
11：00～14：00

監督：佐藤信介
出演：大泉洋、有村架純、長澤まさみ  他

香港ピックアップ
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ボクシングイベント
Clash of Champions Hong Kong

5月14日

鍛錬を積んだボクサー達が勝利を賭けて戦う！
　ボクシングファンなら絶対に見逃せないイベント「Clash of Champions 
Hong Kong」がいよいよ5月14日に開催される! リングの上でボクサー達
が繰り出すジャブやストレートなどのパンチは生で見てこそ迫力が増す
もの。チケットは現在
ticketbisにて絶賛発売中! 
至高の闘いを見逃すな!

恐怖!! 人類に未来はあるのか?!
　鬼才、三池監督がメガホンを取り、人気SF漫画を実写映画化。500年

後の火星を舞台に、巨大化したヒト型のゴキブリと、昆虫のDNAを埋

め込んだ15名の隊員が壮絶なバトルを繰り広げる。衝撃的な映像とス

トーリーに、あなたは最後までついてい

けるか？！ 日本でも注目の同作品。必見！

日本映画
テラフォーマーズ

5月26日公開

未来のポップス界を担うダンス＆ボーカルグループ
　日本からアジアへ「音楽の楽しさを歌って踊って伝える」ことをコンセ

プトに活動しているガールズグループ「東京ガールズスタイル（東京女

子流）」の香港公演「TGS LIVE 2016」がついに実現。未来のポップシーン

を担う彼女たちの渾身のライブパフォーマンスは見逃せない。チケット

は現在絶賛発売中!

東京ガールズスタイル
香港コンサート

5月15日

Hidden Agenda. 2A, Winful Industrial Bldg, 
15-17 Tai Yip St., Kwun Tong
19:00
https://thepointofsale.com/tickets/tgs2016/ 
HKD380、HKD300、HKD250

Hong Kong Convention & Exhibition Centre, 1 Expo Drive, Wan Chai
19:00
HKD773～HKD3,080 

監督：三池崇史
出演：伊藤英明、武井咲、山下智久、
　　  山田孝之、小栗旬 他

自分のオリジナルクッキーが作れる!
　アートに触れる週末を過ごしたい方は「Popsy Modern Kitchen」で

開催されている「Eat More Art」ワークショップに参加してみよう。キュビ

スムやダダイズムなど現代芸術界を牽引してきたた6つの芸術運動を

学んだあとに、その知識を用いて自分のオリジナルの作品をクッキー

に描けるというもの。楽しく、美味しく、芸術を学ぼう！

アートワークショップ
Eat More Art

5月14日

Popsy Modern Kitchen 
The Wellington,
198 Wellington St., Sheung Wan
15:00～17:00
HKD366.50

Exhibition日本映画
暗殺教室 ～卒業編～

5月19日公開

殺せんせーの、最後の授業が始まる！
　「2015年上半期邦画実写観客動員ランキングNo.1」を獲得した前作
品に続く、完結編。本作品では、殺せんせーの悲しい過去が明らかとな
り、3年E組のメンバーも分裂危機に。そんな中、国家規模で動き出す“殺

せんせー暗殺最終作戦”。タイムリミッ
トまでに地球は救えるのか？そして、
殺せんせーの運命は如何に？！

参画博物館が入場無料に！
　5月18日は国際博物館デーなのをご存知だろうか？ 1977年に国際博

物館協議会が博物館の社会における注目度を上げることを目的とし

て制定したもので、香港では、今年5月14日と15日に、参画博物館の入

場料が無料となる。「香港文化博物

館」などの大型博物館も参画予定!

詳しい情報は下記ウェブサイトで

チェックしよう。

国際博物館デー
International Museum Day

5月14日、15日

www.museums.gov.hk/en_US/web/portal/international-museum-day.html　

監督：羽住英一郎
出演：山田涼介、二宮和也、菅田将暉、
　　  山本舞香、桐谷美玲 他
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香港＆広東 香港＆広東

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

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/九龍 香港WORKS18K～20K
カスタマーサービスオフィサー。ラグジュアリー
コールセンター。イタリアの商品をオンライン
E-コマーズショッピング~配送までの対応。
メール対応が多い。

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・投資顧問 

香港/香港島 インテリジェンス
香港

50K

コーポレートファイナンスアドバイザリーおよ
びM&A案件の実行。リレーションシップマネ
ジメント・ソーシングなど。必須要件は、1)4年
以上のFA/IPO/M&A実行経験。2)英語・
普通話・広東語スキル。

インテリジェンス
香港

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・投資顧問 

香港/香港島

30K～35K

金融機関の調査部にてリサーチ業務。担当セ
クターの顧客訪問・ヒアリングおよびレポート
発信業務。必須要件は、１）市場リサーチ・アナ
リストまたは財務分析経験。２）流暢な英語力。
３）大卒。

RGF 香港

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 22K～25K
外資系金融ブローカーにてBus iness 
Development Executiveを募集中。顧客
対応、アフターセールスのサポート。セミナー
準備の手伝い。英語必須。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 23K

外資系E-Commerce企業にてMarketing 
& Business Development Associateを
募集。E-commerceマーケティング、SNSを
使用した広告、新規開拓を含む。経験不問、
英語必須。

RGF 香港

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～35K

中国及び東アジア市場の設定産業に関する現状、
今後の調査、分析、情報収集、レポート作成。主に
日系企業とのディスカッション及びプレゼンテー
ション、中国への出張。ビジネスレベルの英語力
必須。金融関連、アナリスト、留学経験者など歓迎。

インテリジェンス
香港

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・投資顧問 

20K～23K香港/香港島

新規設立企業にて、Webサイトの構築および
メンテナンスサポート業務。在日本チームの指示
のもと、現地ベンダーとの打ち合わせなど。日常
会話レベル以上の英語力必須。ITまたは金融
業界経験あれば尚可。　

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

日系大手OA機器メーカーにてAssistant 
Sales Managerを募集。市場調査、リサーチ
（中国及び東南アジア）、本社とのコミュニケー
ション。出張が可能な方歓迎。

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

30K～50K
x13ヵ月
＋業績賞与

香港/新界

セールスマネジャー。日本メーカーからの依頼
に対し、中国広東省での生産委託。英語ビジネ
スレベル、広東省での営業経験、中国工場との
生産委託（OEM先工場）やり取り経験、コミュ
ニケーション能力が高い方。

香港WORKS

生産管理・品質管理/
小売・流通 20K

香港/香港島

日系大手物流企業にて、Warehouse 
Supervisorを募集。倉庫管理業務における
サービス向上、品質保持、倉庫管理業務、実際
の荷物積荷作業などにも関わる。経験不問。
北京語或いは広東語必須。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 35Kx50ヵ月
(家賃込み)

料理長。日本の伝統ある老舗高級日本料理
（天ぷら・割烹）レストランが香港上陸致します。
そちらの新店舗でのヘッドシェフの募集。

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 

20K～23K
幼児及び小学生の学習指導。教材準備、採点
など。未経験者応募可（教員免許保持者または
塾講師経験者尚歓迎）。英語または広東語ス
ピーカー尚可。即勤務可能なビザホルダーの方。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港香港/九龍

営業・販売系/
その他サービス 25K～35K香港/香港島

特許権のある食品関連商品の販売、BtoB。
要3～10年の営業経験、ビジネスレベルの英語
（特に書類確認スキル）。

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・投資顧問 

30K～80K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。新規顧客開拓メイン・金融セミ
ナーの企画・開催。RM業務経験および英語力
必須。普通話スピーカー歓迎。

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 30K～35K

大手ITソフトウェア企業にて、システムや自社
製品の営業募集。アジア・中国エリアの顧客を
担当。要保険業界でのIT関連経験、ビジネスレ
ベルの英語。

香港/香港島

インテリジェンス
香港

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・投資顧問 

香港/香港島 18K～25K

ローカル系アセットマネジメント会社での、営業
サポートおよび総務業務。個人顧客および日系
機関投資家のサービスプロセス対応。英/日の
資料翻訳など。顧客対応業務（業界不問）・ビジ
ネスレベルの英語必須。

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 応相談

保険会社にて、法人顧客の窓口を担当。顧客と
の良好な関係を保ち、営業業務の補佐を担う。
入社後は保険ライセンス取得必須。必須要件は、
1）3年以上の保険または金融業界での就労
経験。2）ビジネスレベルの英語。　

香港/香港島 応相談 インテリジェンス
香港

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・投資顧問 

証券会社にて、コーポレートアクセス業務。日系
企業と投資家とのタイムリーかつスムーズなア
クセスを遂行。財界・政治・産業の要人とのコン
タクト経験、流暢な英語・日本語能力必須。

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/
その他サービス 

香港/香港島 25K～28K

アメリカに本社を置く通信会社でのカスタ
マーサービス業務。日系企業をメインに問い合
わせ対応や各部署と連携して課題解決など。
要ビジネスレベルの英語。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

インテリジェンス
香港

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・投資顧問 

香港/香港島

金融機関の調査部にて、リサーチ業務。担当セ
クターの顧客訪問・ヒアリングおよびレポート
発信業務。中国国内への頻繁な出張あり。流暢
な英語力と情報収集能力・プレゼン能力必須。
大卒以上。

30K～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 

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） 深圳 RMB～30K

購買課長。電子部品に関する技術的な知識を
持っており基板回路図、部品のスペックを見て、
他部品への置き換え提案ができる。要日常会話
レベルの普通話。

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/新界 20K～25K

香港にて絶賛拡大中の日本食小売企業より、
商品開発ポジションの募集。日本の食品メー
カーと連携し、メニュー企画・開発。要食品
メーカーでの商品開発経験、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/
物流・倉庫 

香港/新界 15K～23K
物流のスケジュールや見積りなどの顧客対応、
船便の管理。クレーム対応など。少なくとも1年
以上の物流業界での経験および英語または
普通話力必須。

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 25K

電子部品の営業。注文フォローおよび新規ビジ
ネス開拓。顧客対応および営業レポート作成
など。3年以上の電子部品営業経験およびビ
ジネスレベルの英語必須。

香港/九龍 20K～22K インテリジェンス
香港

カスタマーサービス業務。営業サポート、見積
もり・報告書作成、問い合わせ・予約対応など。
要コミュニケーションレベルの英語（普通話
または広東語でも可）。

インテリジェンス
香港18K～20K香港/九龍

引越に関するプランナー募集。物件の調査、
配達・輸送のオペレーション、見積もり・企画・
報告書管理など。要コミュニケーションレベル
の英語（普通話または広東語でも可）。

インテリジェンス
香港25K～35K香港/九龍

代理店の営業と同行し顧客訪問や見積り依頼
対応。新規代理店の開拓営業など。要メーカーで
の5年以上の営業経験、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/
メーカー（機械・電気・電子） 40K～50K

副総経理ポジション。売り上げ管理、予算管理、
会計業務、会計専任スタッフのマネジメント。
銀行とのやり取り、与信管理など。香港会計
知識必須、決算書の作成、L/Cが出来る方。

香港/九龍

香港/九龍

15K
日本の営業所から来る問い合わせ業務全般。
サプライヤー探しから受発注、生産管理業務
まで対応。

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） 30K～50K香港/九龍

業務監査（リスク検証・人軸、金軸などの監査）を
担当。香港・中国複数拠点を管轄し、経営方針
や法規・社内規定などの監査など。関連業務
経験必須。普通話スピーカー優遇。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

サービス系/物流・倉庫

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/
メーカー（機械・電気・電子） 

20K～24K香港/九龍
レストランマネジメント。原材料の仕入れ、コスト
分析・管理、オペレーションの効率化。要飲食
業界での経験、コミュニケーションレベル以上
の広東語。

会計経理・経営管理/
外食・フード

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） 26K～香港/新界

経理業務全般。少人数オフィスにて香港人部下
の管理・中国工場との連絡業務など（経理関連）。
香港での会計業務経験および広東語または
英語スキル必須。会計システムをゼロから構築
できる方歓迎。

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） 

RMB
20K～25K深圳

副総経理。最低5年の電源の回路設計の経験を
持つ方。要日常会話レベルの普通話（社内コ
ミュニケーションが可能な方）。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) ベトナム USD

1.5K～2K
サービスアパートメントの管理（スタッフ管理・
居住者サポート等）と法人向け営業。要社会人
経験３年以上。語学不問。

インテリジェンス
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 

USD1.5K～ベトナム
ベトナム・ハノイの日本人向け幼稚園にて先生
募集。要幼稚園教諭免許または保育士資格。
語学不問・未経験応募可。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談香港/九龍

日系電子商社での営業業務。電子関連企業で
の就業経験必須。一人で中華圏どちらでも営業
活動できる方を期待。ビジネスレベルの普通話・
英語必須。

USD2K
（応相談）

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） RMB30K深圳 財務経理。製造業界での中国、香港の財務の

実務経験がある方。要日常会話レベルの普通話。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 

その他
華南地域

法人向け営業（日系企業担当）。顧客がベトナム
に進出する際や事業拡大させる際に必要な
金融サービス全般を提案。要金融業界での営業
経験とコミュニケーションレベルの英語。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 

RMB
15K～20K 

日系大手企業でITインフラ営業。新規開拓営業
及び既存顧客のフォロー業務。IT用語を用い
て会話・資料作成ができる普通話必須。IT関連
の営業経験がある方。

インテリジェンス
広州

その他
華南地域

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 

RMB
17K～19K

広東省内の既存顧客のフォローと新規開拓
営業。中国での留学経験者、就労経験者の方
歓迎。普通話不問。英語ができれば尚可。

インテリジェンス
香港ベトナム

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港 香港＆広東

意識改革と実践力の強化
　『公開セミナー』は、対象となるローカル社員を一名か
ら参加させることのできる研修だ。定期的に開催されて
いるので、都合に合わせて、必要な研修に社員を少しず
つ送り込むことができる。香港では今年は1月に第1回目
を開催。第2回・3回は6月、9月に開催される。セミナープ
ログラムは、『次世代リーダー研修』、『ビジネスマインド
アップ』、及び『ロジカルシンキング』の三本立て。どの研
修も、ケーススタディーやロールプレイが豊富なため、
実践力を身に付けることができる。また、同業・異業他社
の意識の高い参加者とのグループワークやディスカッ
ションを通じて多くの刺激を受けるため、スタッフのモ
チベーションアップにも繋がる。現場をよく知るビジネ
ス経験豊富な講師陣が経験を踏まえて研修を行うので、

「疑問に思っていたことが明確に理解できた」「会社や上
司が自分に何を期待しているかよく分かった」と受講者
からは毎回喜びの声が聞かれる。企業からも「受講者の
業務に対する意識が高まった」と好評で、多くがリピー
ターとなっている。

　10名以上の社員に研修を受けさせたい、あるいは、公
開セミナーにはない研修内容を受けさせたいという企
業には、『企業内研修』がお勧め。パソナでは、サービス
向上のための店長教育、マーケティング力・交渉力・ファ
シリテーション力などのスキル向上研修、部下の業績・
成果の向上を支援する「成果向上支援研修」、日本人駐
在員のための「異文化間コミュニケーション研修」など、

パソナの『公開セミナー』

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., Vulcan House, 21-23 Leighton Rd., CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk

海外拠点の組織強化を目指す！

6月開催：ローカル社員対象「香港公開セミナー」

● 次世代リーダー研修（対象：主任～管理者）
　強い組織づくりのキーとなるリーダの育成を目指す。研
修内容は「リーダーの資質と役割」「中間管理職としての報
連相」「タイムマネジメント」「チームビルディング」など。こ
れから益々重要な役割を果たしていくスタッフの意識改
革、ベクトル合わせに有効。

【開催日時】 6月14日(火) 10:00～17:00
【言語】 英語および広東語（一部広東語のみ）

●ビジネスマインドアップ（対象：ジュニアスタッフ）
　日本の商習慣・ビジネスマナーを、その背景や理由を知
ることで腑に落とす研修。日本人上司と現地スタッフの意
識の溝を埋める最良のプログラム。主なトピックは「ビジネ
スマナーの基本」「日本の企業文化と商習慣」「報連相」「電
話応対」など。社会人としての自覚が芽生え、チームで働く
ことの重要性に気付くことができる。
【開催日時】 6月15日(水) 10:00～17:00
【言語】 英語および広東語（一部広東語のみ）

● ロジカルシンキング（対象：主任～管理者）
　問題解決のための論理的思考力を身に付ける研修。「論
理的なコミュニケーションの手法」「MECEに基づいた情報
分析」「ロジックツリー」などを学ぶ。漫然と仕事していたス
タッフを目覚めさせ、業務の改善・効率化に積極的に取り
組むスタッフへと変化させる。

【開催日時】 6月17日(金) 10:00～17:00
【言語】 広東語

『ロジカルシンキング』グループワーク
 

パソナエデュケーションはパソナグループの香港教
育機関として1984年に設立。以来、香港をはじめ、
日本、中国、インド、シンガポール、インドネシアな
ど、アジア各地で社員研修プログラムを提供してき
た。近年は、現地化及び次世代リーダーの育成に
取り組む日本企業を幅広い研修メニューでサポー
トし、海外拠点の組織強化、引いては日本の活性化
に貢献している。ここでは、パソナエデュケーション
が定期開催している『公開セミナー』について紹介
しよう。
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香港＆広東 香港

香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。
現在新たに即戦力ボーカルとドラマー
を募集しております。
土曜日夜のライブが可能な方、お待ち
しております。
まずはご連絡くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ

ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
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。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、ランチタ
イムに集います。経験不問・登録料など
いっさいかかりません。～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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽
の好きな方、ぜひ一緒に演奏しません
か。<募集楽器>フルート、オーボエ、ク
ラリネット各若干名。弦楽器(バイオ
リン、ビオラ、チェロ、コントラバス)大募

集中！月2回ほど日曜午後3時間練習し
ています。見学のお問い合わせなどお
気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パート
タイムスタッフを募集しています。
語学が好きな方、ぜひ下記まで履歴書
をお送りください。
ベビーシッターも募集中です。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
GEOSセントラル校ではベビーシッター
を募集しています。子供が好きな方、体
力に自信のある方、下記まで履歴書を
お送りください。
メール：GEOSHK@geosasia.com
電話：(852)2362-9991（お問い合わせ
は日本語でOKです。）
ご連絡、お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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、問合せは木田まで。
電話：(852)2893-4888
メール：kida@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療通訳の募集です
セントラルのクリニックで通訳や簡単
な事務作業をおこなっていただける方
を募集しています。できれば看護師の
方を希望します。詳しくはメディポート
の堀または永井まで、お気軽にお問い
合わせください。
hori@mediport.com.hk
 電話:(852)2577-1568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／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。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
とん勝は、日本語堪能、接客好きな方を
募集中! 希望シフト制でプライベートも
充実♪TST駅N1出口から徒歩2分、通
勤ラクラク☆日本人店長で日本人のお
客様が多いから現地の言葉が出来なく
ても働ける！興味があれば、まず応募
してください！分からない事や不安な
事をなんでも質問して下さい。一緒に
楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイ
ムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ネイリスト、アイリスト募集

国際色豊かな環境で一緒にお仕事しま
せんか？ 今年で10年目を迎えるセント
ラルのネイル&ラッシュサロンaquaeria
（アクエリア）ではスタッフを募集してお

ります。フルタイム、パートタイム可、経験
者、英語話せる方優遇。国籍問いません。
現在は日本人5名香港人3名が在籍中。
メール：aquaeria@gmail.com
(西田まで)　
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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)9011-4852  ロッキーまで
メール：betsutenjin3@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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HKD10K～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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

パートさん募集中！
中環（セントラル）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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

紙芝居劇場のご案内
海外でも大人気の「のまりん」の楽しい
紙芝居上演会を今年も開催します。
大人も子供も楽しめる紙芝居 是非ご参
加ください。
5月14日12:00～1:00 香港日本人クラブ 
参加費$100（子どものみ）
お申込:kamishibaihk@yahoo.co.jp 
Tel:9131-5754（川上）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

娯楽日系ショップ
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）
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（所在地） 福田区石厦北一街
（間取り） 1LDK/55～60㎡、２LDK/90㎡～120㎡、
 3LDK/175㎡
（室　内） 4つ星ホテル内、内装がきれい
（環　境） 近くに福田区CBD中心、会展中心隣接、皇崗口岸、

COCOPACK、JUSCOがある。
 ジム、ヨガ室とレストラン、メゾネット式の部屋。
（月　額） 15,000元～30,000元

葵花公寓（Sunflower Hotel）

（所在地） 羅湖区宝安南路
（間取り） ２LDK（75㎡）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄1＆2号線（大劇院駅E口、

徒歩10分くらい）。
 万象城、レストラン。ジム付き
（備　考） 1LDK～3LDKの物件あり
（月　額） 18,000元

威廉国际公馆

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 南山区南海大道1068号

（間取り） ２LDK（83㎡）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 「蛇口病院」バス停、スーパー、公園近接

（備　考） １LDK～３LDKの物件あり

（月　額） 9,000元　管理費：3.2元/㎡
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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
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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) 755-8219-5546
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

幸福里（Park Lane Manor）

ライフ（香港・広東共通）
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