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この秋、
新しいスタッフが
加わりました！

トップスタイリスト：TOMO
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キャンペーンも実施中！
詳しい情報は本誌16ページの広告を御覧下さい。
キャンペーンも実施中！
詳しい情報は本誌16ページの広告を御覧下さい。

今も残る“香港の原風景”を探しに
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香港

　スパイダーマンやアイアンマン、ウルヴァリンなど数々のヒーローやコ
ミックを生み出してきたマーベル作品。そのマーベルが新作映画「ドク
ター・ストレンジ」を10月27日に公開する。「アントマン」、「キャプテンア
メリカ シビル・ウォー」に次いで今作は14作目となる。「ドクター・スト
レンジ」は、マーベル・コミックの数々のヒーローの中でも特出した存在
で、魔術師という独特の世界観を持つヒーロー。
　ストレンジはもともと天才的な外科医だったが、事故のせいで腕に大
怪我を負ってしまい手術の腕を失ってしまう。チベットにどんな傷でも治
せる魔術師がいることを聞いたストレンジは、そこへ向かうことに。出
会ったエンシャント・ワンはストレンジの何かを見抜き、治療の代償とし
て弟子入りを求めるが、ストレンジは一旦断る。その後バロン・モルドが
起こした事件によって考えを変えた彼は弟子入りし、7年の修行の末に
得た魔術を正しきことに使うため「ドクター・ストレンジ」を名乗る。舞台
はニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジ。「ドクター・ストレンジ」は現実

世界と向こう側の世界の架け橋となり、摩訶不思議な能力と複数の道具
を使い、マーベル・シネマティック・ユニバースを守るという物語。
　この魔術師を演じるのは、「スター・トレック イントゥ・ダークネス
（2013）」や「ホビット 龍に奪われた王国（2013）」など、大作映画シリー
ズに出演する英国俳優のベネディクト・カンバーバッチ。戦闘シーンなど
迫力満開。ぜひ、その迫力を映画館で堪能しよう。

今、最も旬なキャストが大集合
韓国、台湾、香港などでも翻訳される人気コミックスが待望の映画化！
　10月13日より日本映画「にがくてあまい」が公開される。「にがくてあま
い」は2009年よりWEBコミック誌「EDEN」（マッグガーデン）で無料配信さ
れ、2016年5月には惜しまれつつも最終話を迎えた“食と愛”をテーマにし
たベジタリアンフード・コミックスの実写化映画。韓国、台湾、香港などで
も翻訳されるなど各国で愛されているコミックの原作は小林ユミヲ氏。
　容姿端麗で野菜嫌いなキャリアウーマン・江田マキ（川口春奈）は、あ
る日イケメンの男子校美術教師・片山渚（林遣都）と出会い一方的に恋
に落ちる。新しい出会いと同居相手を探していたマキは、渚の家にころ
がり込むことに。しかし、渚はなんとゲイのベジタリアンだった！ それで
も、渚の作る野菜たっぷりの料理に癒されていくマキ。マキが野菜嫌い
の原因となった父親・豊（中野英雄）との確執。家族との過去を乗り越え
られず苦しんでいる渚。それぞれが抱える問題を解決していくうちに、お
互いが“大切な人“に変わっていく―。

　主演は今、旬な俳優、川口春奈と林遣都が務める。魅力が詰まったス
トーリーラインはもちろんのこと、「にがくてあまい」ならではの、劇中に出
てくる、渚の作るオーガニック野菜料理は必見。映画監督は「にがくてあま
い」が本格的な商業映画デビュー作となる草野翔吾が務めた。世界で愛
される“食と愛”をテーマにした話題作を、映画館で観てみてはいかが？

にがくてあまい
10月13日公開
監督：草野翔
出演：川口春奈、林遣都、淵上泰史、桜田ひより、真剣佑 他

マーベルの人気コミックス「ドクター・ストレンジ」がついに映画化！
果たして、マーベル・シネマティック・ユニバースは守れるのか

ドクター・ストレンジ
10月27日公開
監督：スコット・デリクソン
主演：ベネディクト・カンバーバッチ、キウェテル・イジョフォー、
　　 レイチェル・マクアダムス　他

香港トピックス
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。
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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港 香港

今週の香港ピックアップ Exhibition

Exhibition

「ティム・バートンの世界」展
ついに香港上陸

11月5日～来年1月23日

ファン必見！ ティム・バートン監督の作品展
　一度日本を席巻した鬼才ティム・バートン監督の大型作品展「ティム・バートンの世

界」が遂に香港にやって来た！ 世界各地を回った同展は、今年の11月から来年の1月ま

でに香港の「Taikoo Place」で開催予定。バートン監督が幼い頃から描き続けたスケッ

チ、写真作品、10代の頃に撮った映像作品、彼の映画作品に関するオブジェとイラストな

ど、500点以上の作品が展示される。日本開催の時にはない新しい作品が150点も追加

されたので、初めて観る人もそうじゃない人も楽しめる。あなたもバートン監督の手に

よって築き上げた、可愛いけど少々不気味な世界へ迷い込んでみよう。チケットは今絶

賛発売中！

待望のアジア初個展が香港に開催！
　香港のギャラリー「Sin Sin Fine Art」では、主にキューバとメキシコシ

ティを拠点に活動を行なっている画家カルロス・ガルシア・デ・ラ・ヌエ

ス（Carlos García de la Nuez）氏のアジア初の個展となる「Cardinals」展

を開催。展示された作品は、同氏が見た街並みや道路を抽象化と記号

化し、キャンバスで大胆な筆遣いで描いていた絵画だ。

Carlos García de la Nuez
個展ーCardinals

～11月11日

Sin Sin Fine Art, 52 & 54 Sai St., Central
9：00～18：30（月～土）
(852)2858-5072

1/F., Regal Kowloon Hotel, 
71 Mody Rd., TST
18:00～23:00
(852)2313-8778
HKD298/1人

G/F., 239 Hennessy Rd., Wan Chai
バー：月～木 11:30～25:00、金～土 11:30～26:00、日 11:30～24:00
(852)2433-3324
HKD120

ArtisTree, 1F Cornwall House, Taikoo Place, 979 Kind’s Rd., Quarry Bay
10:00～22:00
www.theworldoftimburton.hk
月～金　  HKD180（スタンダードチケット）、HKD144（学生チケット）
土日・祝　HKD220

ハロウィン気分が楽しめるディナー
　アメリカ風イタリア料理専門のレストラン「Mezzo」から、ハロウィンの

雰囲気を醸し出す「ハロウィン・デビル・セット・ディナー」が登場。「血ま

みれの魂」、「絡まった髪」、「悪魔の宴」など恐ろしい名前を持つ料理の

正体は一体何だろう…。10月29日から31日までの3日間で、友達や家族

と一緒にこの謎を解こう！

ハロウィン限定の饗宴
Mezzo

10月29日～31日

子供の頃の思い出がカクテルに
　レストラン「The Optimist」のバーによって、ハロウィン仕様の期間限定

カクテルメニューが公開予定！ディズニー映画「アラジン」をモチーフし

にした「アラビアンナイツ（Arabian 

Nights）」。白煙と共に魔法のランプの

口から流れ出した真っ赤なカクテル

は、イザギレ社のヴェルモット、ロー

ズマリー、シロップ、レモンジュースと

タバスコで作られている。

ハロウィン限定カクテル
The Optimist

10月24日～31日

ヴィジュアル系バンド
Moi dix Mois

10月23日

待望の香港ワンマン公演実現！
　90年代ヴィジュアル系ロックシーンを代表
する「MALICE MIZER」のギタリスト、Manaが
率いる、ゴシックメタルバンド「Moi dix Mois」。
彼らの香港での初ライブがついに開催される。様々な音楽ジャンルを融合
させた独特のスタイルと、ゴシックロリータの教祖と称されるManaを筆頭
とした優雅かつ華麗なビジュアルはまさに必見。当日は香港限定グッズも
販売される予定で、ファンなら絶対見逃せない！チケット残りあとわずか！

MUSIC ZONE@九龍湾KITEC
International Trade & Exhibition Centre, 1 Trademart Dr., Kowloon Bay
19:30～
A チケット前売HKD680／当日HKD780（スタンディングのみ　すでに完売）
B チケット前売HKD480／当日HKD580（スタンディングのみ）[入場順] Aチケット→Bチケット
www.exclamusic.com/shop
contact@exclamusic.com（日本語可）

香港ピックアップ
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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

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 インテリジェンス

香港17K～24K
保険ブローカーにて営業サポート。問い合わ
せ対応や書類作成（英語）など。要3年以上の
営業サポートまたは事務経験。広東語・英語が
流暢な方。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 

香港/九龍 インテリジェンス
香港

30K
基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
最低5年以上の基板実装EMS営業経験必須。
英語コミュニケーションレベル。新規でアグ
レッシブに営業活動ができる方。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍

25K～35K
セールスエンジニア職。東南アジア、オセアニア、
インド及び中東地区等の既存代理店営業、新規
代理店開拓・技術支援等。メーカー（電気関係
尚可）での5年以上の技術もしくは営業経験者。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K～26K

大手IT企業よりセールスエンジニア。日系・
ローカル顧客向けにソリューション営業（サー
バー、ネットワーク）。5年以上の関連経験。英語
コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～30K

金融サービス業界よりITプロジェクトマネ
ジャー募集。3年以上のIT業界でのプロジェク
トマネジメント、およびソフトウェア開発経験。
英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

20K～40K香港
電子部品基板の実装における、日系企業様宛
の営業業務全般。電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

インテリジェンス
香港香港/香港島 18K～25K

個人顧客向けに、保険商品の提案・コンサル
ティング業務。セミナー開催、新規開拓・顧客
フォロー。要英語ビジネスレベル。

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

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 

インテリジェンス
香港20K～23K香港/香港島

アウトソーシング企業にて、ゲームユーザー
向けのカスタマーサポート業務、その他事務。
英語日常会話レベル以上、シフト勤務可能な方、
ビザホルダー。

マーケティング・
企画・リサーチ/
専門商社・総合商社

20K～28K
事業企画担当（予算分析など）。エクセル（マクロ）
を使用した書類作成、コーディネート業務等。
会計関連経験2年以上。要英語コミュニケー
ションレベル。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/香港島営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問 50K～65K
日系金融機関のトレーディング部門にて、機関
投資家・リテール顧客からの株式売買の取引
仲介業務。7年以上のエクイティトレーディング
経験。

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。
要英語ビジネスレベル。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

経営・店舗管理・
現場責任者/
エステ・美容・理容 

30K
マネジャー募集。事業の企画・管理を担当。美容/
健康関連のマネジャー経験のある方。英語ビジ
ネスレベル。

インテリジェンス
香港香港

インテリジェンス
香港

マーケティング・企画・
リサーチ/外食・フード 20K～24K香港

食品・飲料業界から商品開発募集。飲食業界で
の経験必須。英語コミュニケーションレベル。
ロジカル、ガッツがある、自律心のある方。ビザ
ホルダー歓迎。

インテリジェンス
深圳東莞IT・技術系/

メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K
商品開発。クリエイティブな発想力や想像力が
あり、商品化できる方。メカ系だけではなく、電気
の仕組みもわかる方。普通話日常会話レベル。

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
輸送部門のCS担当。対日本の倉庫スペース、
データ（個人情報確認）のチェック作業など。
要物流及び貿易業界でのCS経験。英語コミュ
ニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 香港/新界 30K

倉庫管理職。顧客訪問へ営業と同行、顧客の
ニーズを探り提案、その内容を倉庫スタッフに
指導。3年以上の関連経験。

ベトナム

年収JYP600
～1,200万
（経験により
応相談）

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
建設・建築・内装・住宅関連 

家具工場の新設に伴い、３ポジション募集！
①輸出部門責任者（受注管理及び生産計画
立案）、②購買部門責任者（材料調達先の開拓、
購買計画の立案）、③管理部門責任者（経営
企画の立案、本社へのレポート）。

インテリジェンス
広州

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 

RMB18K～
(相談可）

日系大手企業で保育園/園長職。【必須】1）日本
の保育士資格保有者、2）日本の保育園か幼稚園
の管理経験がある方。【語学力】不問（通訳を
付けることも可能）。

広州

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

経験により
応相談

縫製関連企業より、生産系技術職2ポジション
募集！ ①テキスタイル技術者（染色加工技術者）、
②縫製技術者。

ベトナム

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
情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリ
サーチ作業など。要英語コミュニケーションレ
ベル。

20K

06 Pocket Page Weekly 14 October 2016 No. 561
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港

香港

広東

香港

07Pocket Page Weekly 14 October 2016 No. 561
B



雇用契約書に関して
　香港の雇用契約は労使双方の合意があれば、口頭でも成立します。但し、口頭での契約
の場合、契約内容を双方が認識し、同じ内容で同意したにもかかわらず、後日曖昧になりト
ラブルの原因となるため、書面による契約を行うことが望ましいです。
　雇用契約は正社員だけではなく、パートタイムスタッフでも、同一雇用主の下で継続的に
4週間以上雇用され、週18時間以上勤務する場合には継続的契約とみなされ、香港の雇用
条例の定める、休息日、年次有給休暇、傷病手当、産前産後休暇、父親育児休暇、解雇補償
金および長期服務金などを受給できる権利を有します。また、雇用条例により雇用開始前に
次の労働条件①～④を明示しなければならないとしています。①賃金(基本給、時間外手
当、その他手当など) ②賃金計算期間 ③雇用契約の解除に必要な予告期間 ④年末手当(ダ
ブルペイ)支給ありの場合、金額、按分額および算定期間。その他、雇用開始日、職位、勤務
時間、試用期間、雇用契約の解除、休日、年次有給休暇、強制積立金(MPF)、台風・暴雨警報
発令時の出退勤等の項目についても書面化、明確化することによりリスクを最小化すること
ができます。

就業規則に関して
　日本では従業員を常時10人以上雇用する場合、就業規則を作成し、労働基準監督署に
届出しなければなりませんが、香港では従業員数に関係なく就業規則の作成および届出の
義務はありません。雇用契約書と同様に会社としての明確なルールを定めておくことでトラ
ブル発生時にも余計な労力、時間の浪費を回避することができます。
　就業規則に記載すべき内容としていくつか挙げてみます。遅刻、早退、欠勤が発生した場
合、賃金の控除、また控除するための計算方法を明記。また上長への連絡や承認方法など
についても細かく取り決めると良いでしょう。時間外労働: 時間外労働手当がありの場合、何
時から残業代がカウントされ、何分単位とするのか。時間外労働手当なしの場合でも、状況

により時間外勤務を命じることが
ある。とあらかじめ説明、明記して
おくことが肝要です。休日、休暇: 年
間12日の法定休日他、年間5日の
公休日も休日として付与されるの
か否か。会社都合により休日出勤
が発生した場合、休日の種類(土曜日、日曜日、法定休日、公休日など)により、代休や休日手
当、休日勤務手当の計算方法など細かく取り決める必要があります。年次有給休暇: 算定期
間の起算日、半日休暇取得可能とした場合、午前と午後の区切りの時間の取り決め、繰り越
しや申請手続き方法など明確に規定すると良いでしょう。その他、慶弔休暇や定年退職につ
いても規定されることをおすすめいたします。
　ご相談を承った例で、日本の雇用契約書・就業規則をそのまま転用、間違った内容のまま
長年使用、日本語版で運用(香港では日本語のものは認められておりません。英語、もしくは
中国語が適用となります。)されているケースも目にします。従業員の募集から採用、退職、契
約解除等、あらゆる場面で様々な問題が発生します。労使トラブルを未然に防ぐためには、
就業規則、雇用契約書をしっかりと整備しておくことが重要です。社内全員で共有すること
により、無駄なコストやトラブルに追われる時間を大幅に減少することができます。無料相
談、診断サービスを行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

「雇用契約書」「就業規則」
の重要性について

NAC HR (Asia) Ltd.　ナック　エイチアール　リミテッド
住所：Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza Ⅰ,489 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2522-0686  
メール：info@nachrasia.com 
ウェブ：www.nachrasia.com 

NAC HR (Asia) Ltd.
ダイレクター

関根慎介さん

銅鑼湾（コーズウェイベイ）にオフィスを構える
NAC HR (Asia) Ltd.（以下NAC HR）。
丁寧で親身な対応が評判で口コミでの利用者も多い。
今回は労務問題の中で、あらゆる企業に関わってくる
「雇用契約書」「就業規則」に関して、
同社ダイレクターの関根慎介氏にお話を伺った。
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香港

香港

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

世界中のあらゆる取引に指先で参加できる時代

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　2016年9月21日は日銀の政策決定会合、23日はアメリカFRB
の連邦公開市場委員会（FOMC）という金融・投資の分野には大
きな影響を及ぼす発表が立て続けに行われた。今回の日銀政
策決定会合では、日銀がマイナス金利の深掘りを見送ったこと
で業績悪化の不安が和らいだ銀行の株などが買われて日経平
均株価は大幅に上昇、FOMCでは米ドルの利上げを見送ったこ
とで米国株が上昇し、円高ドル安が進むことになった。
　私は香港当局の認可を得たFAという立場で活動しているの
でこれらの結果はいつも緊張感をもって見守ることになる。
　特に世界の基軸通貨である米ドル金利の上昇は米国のみ
ならず世界の株価を下落させるほどの影響力があるが、それ
が見送られると逆に上昇することもあるので、悪影響を抑える
ために安定資産にスイッチングするかどうかの判断をしなけ
ればならない。
　こうしたイベント時には特に神経を使うのだが、私は普段も
世界各国の株式指数は逐一チェックしている。主要20カ国の
平均株価指数であればだいたいいつでも近似値で答えること
ができるし、どの国の市場が上昇基調にあり逆にどこが低迷し
ているのかというのも肌感覚で掴んでいる。
　そうすると短期では一時損失を抱えることがあっても長期の

トレンドではあまり間違えることはない。その他、主要通貨10
ペア程度の動向、米国長期国債10年物、30年物あたりは毎日
チェックしているポイントだ。仕事として染み付いている習慣と
それで得られた知識は自分自身の個別の投資にも利用する。
　個人的には世界4ヶ所の証券会社とFX会社に口座を持って
売買している。その4つの証券会社を通じて世界24カ国の市
場で個別株が取引できることになっている。一部では信用取
引もできるので株価下落時にも利益を得ることも可能だ。
　他にもそれらの証券会社内でReit、ETF、オプション、ファン
ド、国債、地方債、社債などに投資することも可能、すべてオン
ラインで取引できる。便利になったものだ。
　FX口座は長いトレンドで利益を狙うのと、上記の政策決定
会合やFOMCのようなイベント時の急激な動きがあるときに
素早く動けるように準備してある。商品の輸出入や国内販売な
ども個人が容易に参入できるようになっている。
　ヤフオクやAmazonなどに商品を出品して販売することで
個人がそれほど大きなリスクを抱えることなく商売に参入でき
るようになって久しいが、最近では商品を仕入れて、販売して、
それを梱包して郵送するという従来の物販ビジネスについて
回った面倒な作業もかなり省けるようになっている。

　例えばAmazonのFBA（フルフィルメントバイアマゾン）とい
うサービスは商品をAmazonの倉庫に送って在庫しておいて、
その商品が売れたらAmazonが代わりに発送してくれるという
サービスである。
　つまりきちんと売れてゆく商品を見つけたらそれを買い付
けてFBAに送っておけば売上がが積み上がってゆくという仕
組みだ。
　その商品をどこから仕入れてどこで売れば利益が確保でき
るか、ということもネットを通じて効率良く調べることができる
ようになっている。そうして見つけた「儲かる商品」を注文すれ
ば、仕入先を探して買い付けおこない、届いた商品を検品し
て、それをFBAまで運んでくれるというサービスまである。自分
の仕事は調査、注文、支払いと出品作業だけになるのでPCあ
るいはスマホ上の作業だけとなる。
　IT技術の発達や様々なサービスの出現で実物の商品を仕
入れて売るという商売もだんだんと投資に近づいてきている
ような気にもなる。「現物投資」あるいは「商品投資」と呼んで
も過言ではないかもしれない。いずれにせよパソコンやスマ
ホの小さな画面上で世界中のありとあらゆる取引からの利益
（損失）を得られるようになったのは確かだ。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東 香港 深圳

深圳
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（所在地） 珠江新城

（間取り） 1LDK   86m²

（室　内） 内装、全家具家電付き

（備　考） 大型スーパー、日本料理が周りにあり、

 日本人入居者多い

（月　額） 8,800元

星 汇 云 锦  

（所在地） 天河区

（間取り） 2LDK   142m²

（室　内） 内装、全家具家電付き

（備　考） 大型スーパー、地下鉄真上の物件

（月　額） 13,000元

凯 旋 新 世 界

ワ ンリン ク

（所在地） 珠江新城

（間取り） 3LDK   146 m²

（室　内） 内装、全家具家電付き

（備　考） 静かな住環境

（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
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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
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 
ライフパートナー TEL （86）20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB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
エイブルネットワーク深圳 TEL （86）755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

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

ライフ（香港・広東共通）
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