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「ままサプリ」「ままサプリ」読むだけで
ママが笑顔に

好評
連載中

第5回 「兄弟喧嘩は裁かない」

  今年の冬物、
ラグジュアリーブランドでキメるなら

全品新品で常時最大60%OFFのISSI OUTLETへ

KITEC店
NOW OPEN
住所： Shops 24-31, G/F.,  KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay　電話：(852)2725-1811

日本人パティシエが作るクリスマスケーキ日本人パティシエが作るクリスマスケーキ

Café LifeCafé Life

キヤノンショールーム
Canon Image2が
リニューアルオープン！

イメージ作成をより身近に

歴史ある7つの
メンズインポートブランドを扱う

クリスマス＆
ニューイヤー大人のお洒落は足元から！

数量限定予約開始



香港

　忘年会も多くなるこの季節。少し飲みたりないという時におすすめな
のが尖沙咀（チムサーチョイ）にある「BUONASERA」。便利の良い立地に
もかかわらず落ち着きのある上品な雰囲気の店内は、忘年会や飲み会
の後にぴったりの場所だ。窓際にはウイスキーをはじめ数百種類のアル
コールが類所狭しと並び、眺めるだけでも楽しい。一人一人の好みやイ
メージにあわせてカクテルを作ってくれるのでお気に入りの一杯が見つ
かるはず。ウイスキーの品揃えも充実しており、中でも「竹鶴12年ピュア
モルト」はバーテンダー暦17年の経験を持つオーナーの森川氏の一押
し。さわやかな香りとスムースな飲みやすさのバランスが絶妙で、スト
レートにも向いた一品だ。また、特に女性におすすめしたいのは紅茶リ

キュールの「Jossie Earl Grey」。ミルクで割れば大人のミルクティーとして
味わえる。隠れ家のような空間で気の置けない仲間と共に話に華を咲
かせながら、本格カクテルやウイスキーを楽しもう。

ひとを愛することの「素晴らしさと歯がゆさ」を描いた
観る者すべての感情をかきみだす、かつてないラブストーリー
　「ゆれる」「ディア・ドクター」の西川美和監督が、第153回直木賞候補
作にもなった自著を自身の監督、脚本により映画化した「永い言い訳」が
12月8日に公開される。
　人気作家の衣笠幸夫は、突然のバス事故により、長年連れ添った妻を
失うが、夫婦の間にはすでに愛情と呼べるようなものは存在せず、妻を
亡くして悲しみにくれる夫を演じることしかできなかった。そんなある
時、幸夫は同じ事故で亡くなった妻の親友の遺族と出会う。幸夫と同じ
ように妻を亡くしたトラック運転手の大宮は、幼い2人の子供を遺して旅
立った妻の死に憔悴していた。その様子を目にした幸夫は、大宮家へ通
い、兄妹の面倒を見ることを申し出る。子供を持たない幸夫は、誰かの
ために生きる幸せを初めて感じ、虚しかった毎日が輝き出していく。妻を
亡くした男と、母をなくした子供たち。その不思議な出会いから、「あたら
しい家族」の物語が動きはじめる。

　「おくりびと」以来7年ぶりに主演を演じるのは本木雅弘。イメージを大
きく覆す新境地に挑み、歪んだ自意識とコンプレックスに溺れるタレン
ト小説家を見事に演じる。幸夫の妻には深津絵里、他にも贅沢な共演陣
が、緊張感と豊かさをスクリーンに焼き付ける。
　強烈な心理描写と、かつてない優しさや希望にあふれた感動作。いつ
しか物語に深く入り込み、主人公たちとともに悩み、迷い、そしてたしか
な幸福感に涙する作品だ。

映画『永い言い訳』
12月8日公開
原作・脚本・監督：西川美和
出演：本木雅弘、深津絵里、竹原ピストル、藤田健心、白鳥玉季、堀内敬子
挿入歌：手嶌葵「オンブラ・マイ・フ」

忘年会の2次会、3次会で立ち寄りたい。
チムサーチョイの落ち着くBarでオトナ飲み。

BAR BUONASERA
住所： 7/F., Mody House, 30 Mody Rd., TST
時間：18:00～2:00 (金曜日のみ3:00まで)
電話:：(852) 2111-4444

© Disney. All rights reserved.
© Disney • Pixar, All Rights Reserved

© Disney. All rights reserved.
© Disney • Pixar, All Rights Reserved
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今週の香港ピックアップ Exhibition Hong Kong Shop Cats
Marcel Heijnen

12月10日～11日

オランダ人写真家が撮った香港の「看板猫」たち
　香港の街を歩くと猫を良く見かける。特に古い店では猫を飼っているところが多く、店

の看板猫として立派に君臨している。人懐こく優雅にお昼寝している猫もいれば、お客

さんを出迎えてくれる猫もいて、慌ただしい香港の生活の中で、疲れがちな気持ちをほ

のぼのとさせてくれる。尖沙咀（チムサーチョイ）の信和便利店の看板猫「クリーム兄貴」

が話題になったのも記憶に新しい。

　そんな「猫看板文化」の魅力に興味を抱いたオランダの写真家Marcel Heijnen氏は香

港の猫の写真を撮り続けている。彼の撮影した表情豊かな「看板猫」の写真集発売を記念

したポップアップ展示会が上環（ションワン）のZZHK ギャラリーで12月10日（土）、11日

（日）の両日開催される。写真集は12日よりブルーロータスギャラリーで発売開始予定。

ボディービルの頂点に立つのは？
　アマチュアのボディービルダーのトップを競う「OLYMPIA AMATEUR 

ASIAN HONG KONG 2016」が12月5日(月)～8日(木)まで九龍湾のスター

ホールで開催される。

今大会は、アジアのボ

ディービル連盟(AFBF)

に加盟しているアフリ

カ、イギリスを含む

国々の選手であれば

参加可。

OLYMPIA AMATEUR ASIA HONG KONG 2016
ボディービルコンテスト

12月5日～8日

Units 751~759, 7/F., 1 Trademart Drive, Kowloon Bay
www.ifbb.com

原作：臼井儀人
監督：高橋渉
出演者：矢島晶子、ならはしみき、藤原啓治

ZZHK Gallery, G/F., 3 Wa Lane (between 227-229 Hollywood Rd) Sheung Wan
11：00～18：00

Grand Cinema, 2/F., Elements, 1 Austin Rd. West, TST
www.msffilmfestival.com

Sai Wan Ho Civic Centre Theatre
14：30～
www.aftec.hk/?a=doc&id=625
HKD230、HKD200、HKD150

西洋市場最大の伝説王・アーサー王の挑戦とは
　イギリスでは子供から大人まで多くの人達に愛されている英国の英雄

アーサー王。勇敢な救世主としても知られる彼の騎士道精神、冒険、魔術、

華 し々い宮廷生活、ロマンスを描いた演

劇が西湾河（サイワンホー）のシビック

センターシアターで開催される。

Classics for Juniors 2016: King Arthur
西湾河シビックセンターシアター

12月17日～18日

人類の安眠を守ることはできるか？
　誰もが見たい夢を見ることのできる夢の世界を訪れたしんのすけたち

カスカブ防衛隊は、喜びいっぱいだった。しかし、謎めいた女の子・サキの

登場により、人々は恐ろしい悪夢に閉じ

込められてしまう。人類の安眠を守るた

め、しんのすけたちは立ち上がるが…。

クレヨンしんちゃん
爆睡! ユメミーワールド大突撃

上映中 

国境なき医師団の映画祭
Medecins Sans Frontieres Film Festival

12月1日～4日

援助活動の現場に見る世界の現状
　世界各国で、病院のない場所や危機のある場所に駆けつけ緊急医師活
動を行っている「国境なき医師団」。そんな彼らの様々な活動をドキュメン
タリーで紹介する「国境なき医師団」映画祭が12月1日～4日までエレメン
ツの「The Grand Cinema」で開催される。

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・販売系/
金融・保険 香港/九龍 RGF 香港22K～28K

投資アドバイザリーを行う香港系金融機関にて日本人営業
担当者の募集。日本人顧客のフォローアップ、投資セミナー
の実施、ビジネスパートナー各社との営業企画業務となる。
個人営業ノルマなどは有りません。IIQE(1,3,5)/IIQAS 
(1,3,5)/PIBE/CIB等の保険ライセンス保持者優遇。

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28K～35K

日系大手製造企業にてエグゼクティブ・アシス
タント（秘書）の募集。中国・アジア統括責任者
の秘書として出張フライト/ホテル予約業務、
スケジュール調整、ビザ・ライセンス各種手続きを
担当。英語もしくは北京語ビジネスレベル必須。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/
金融・保険 40K～90K

金融機関にて日本人を対象としたプライベート
バンカーの募集。金融機関（銀行、証券会社、
投信会社等）で5年以上の勤務経験があり、
運用会社での投資信託・債権の営業経験が
3年以上ある方。SFC Type1保持者歓迎。

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～18K

日系大手金融機関にて日本語⇒英語の翻訳
担当者（パートタイム）を探しています。勤務日・
勤務時間相談可能です。金融当局への報告書類
および社内書類の一次翻訳業務。英語ビジネス
レベル必須、金融業界出身者歓迎。

RGF 香港営業・販売系/
金融・保険 香港/香港島 35K～45K

米系金融データ提供会社の香港支社にて、日本人のセー
ルス・マーケティングマネージャーを募集。APAC内での
マーケティング活動・セミナー企画を担当する。金融業界
での営業、営業推進、マーケティング経験、株式・債券
インデックス、マクロ経済指標の一般知識を有する方。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（食品・日用品・アパレル） 

35K～45K香港/九龍

日系アパレル小売企業にて香港事業の責任者
（駐在員）を募集。既存店舗および新規出店計画
立案、予算策定、オペレーション管理・マネジ
メント業務。アパレル小売業界での経験者。
本社採用・香港駐在（家賃手当等有）。

RGF 香港香港/香港島 22K～28K
インターネットソリューション・Ｅコマースを提供
する会社にて経理総務の担当者を探す。事業会
社もしくは会計事務所で経理の実務経験が3年
程度ある方。総務人事業務の経験者歓迎。

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 

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 

RGF 香港35K～70K香港/香港島
大手監査法人にてコンサルタントの募集です。
会計士資格、および海外での監査実務経験
必須。中国本土税務に関する知識があると
望ましい。英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/
金融・保険 25K～38K

外資系投資銀行にて日本人プライベートバン
カーのアシスタントを募集しています。金融機
関のミドル業務・証券の受発注業務の経験者。
SFC Type1保持者歓迎。英語ビジネス上級
レベル（TOEIC900点レベル以上）。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港香港/香港島企画・広報・経営管理系/
エステ・美容・理容 30K～35K

美容サービス事業の運営管理者の募集。コンサ
ルティング業界で経営企画・営業戦略立案、
KPI 管理、BtoCマーケティング等の経験者、
もしくは小売流通業界で地域統括・スーパー
バイザーの経験者。

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 18K～23K

保険・金融商品のブローカー企業にて日本人を
対象としたコンサルタント職の募集。顧客の資産
運用アドバイス、ポートフォリオ作成、受発注業
務、投資セミナー開催補助業務など。既存顧客の
フォローアップがメイン。

企画・広報・経営管理系/
メーカー
（機械・電気・電子） 

35K～50K

日系製造業(自動車関連）にて内部統制・業務監査
担当者を募集。香港および中国地区の子会社・
工場の事業監査、リスクマネジメント・社内法規
策定をチームで行う。JOSOX対応経験者、会計
士資格者優遇。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港
技術系
（メディカル・化学・食品）/
小売・流通 

50K～70K香港/新界

大手食品メーカーで包装材工場の責任者を
募集。食品包装材・ラミネートに関わる開発
技術者、もしくは生産工程管理や工場経営の
経験を有する方。本社採用駐在員、もしくは
現地採用となります。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（機械・電気・電子） 

香港/九龍 25K～34K

日系大手電機メーカーにて、オフィス機器の
市場調査担当者を募集。各市場調査機関の
レポートをまとめ商品開発部・生産技術部・
マーケティング部にレポートする業務。同業界
もしくは近しい経験必須。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 25K～30K

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてＥコマース
担当者の募集。対象は日本の病院・医療機関
となり、日本語訳・WEBサイト更新・SEO対策、
その他受発注業務サポートを行う。デジタルマー
ケティングに興味ある方、未経験者歓迎、急募。

日本 30K～38K RGF 香港営業・販売系/商社

スマートフォンの電子デバイスリサイクルを
行う米系ベンチャー企業にて営業マネジャー
（東京勤務）の募集。法人営業の経験者で数字に
強い方。英語ビジネスレベル（上司はアメリカ人）、
香港採用・勤務地は東京・青山。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～35K

日本食材を扱う貿易商社にて営業担当者～
マネージャーを募集。業界問わず3年程度の
法人営業経験を持ち方、もしくは飲食業界で
店舗マネジメントなどの経験者。物流・商社の
経験者歓迎。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

35K～40K

日系大手物流会社にて、会計財務のマネジャー
を募集。事業会社でのフルセット経理業務
経験５年以上、年次予算策定、中国子会社との
連結決算業務経験必須。英語ビジネスレベル、
北京語出来る方歓迎。

香港/新界

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
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービス
の募集。日系クライアントからのお問い合わせ
対応、各種配送手続き代行、各ベンダーへの
連絡業務。英語・北京語出来る方歓迎。

18K～22K

RGF 香港
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） 

香港/九龍

外資系大手アパレル企業にて、カスタマーサービ
ス部署の責任者を募集。日本・海外問わずコール
センター/カスタマーサービスチームのマネジメント、
KPI管理、顧客レポート作成経験を有する方。
英語ビジネスレベル（レポートラインは英国）。

35K～45K
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香港＆広東

香港

【講師】
士護弁 ）うとうと ょし（ 韜韜　諸

華東政法大学卒業、同校にて法学学士及び修士の学位を取得。また、華東師範大学にて第二専攻として金融学
を学び、金融学士の学位も取得。2005年から2011年まで森・濱田松本法律事務所上海オフィス及び東京オフィ
スに勤務。2011年6月世澤律師事務所に加入し、シニア弁護士として活躍。業務範囲は外商投資、M&A・企業再
編、会社日常法務、労務、企業コンプライアンス、訴訟、仲裁等。

＜お申込み方法＞
①お名前②貴社名③お役職④希望会場(香港/広州)
を明記の上、下記担当者まで直接メールでお申込みください。

 ※同業者のご参加はお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

香港会場 広州会場

日時

場所

テーマ ①
（15:00～16:10）

テーマ ②
（16:10～16:40）

テーマ ③
（16:40～17:00)

2016年12月12日（月） 15～17時
香港銅鑼灣謝斐道535號 Tower 535 9樓
香港日本人倶楽部「松の間および菊の間」

「企業管理に関する法務問題」
講師：世澤律師事務所 パートナー弁護士 諸韜韜
企業の従業員募集管理における問題点
企業の従業員日常管理における問題点（及び従業員不正行為の対策）
企業の従業員解雇における問題点

「NACグループ人事労務サービスのご紹介」
NAC HR (Asia) Limited 宮井雅人
NAC名南広州事務所 福家 大輔

「アジアの経済ニュースと求人情報がまとめて読めるNNA Jobwireのご紹介」
NNAC Limited Director 小林 比呂武

広州市天河区天河北路233号
中信広場（オフィス棟）B1階会議室

」定規新最の当手育生・休産るけおに省東広「.1
    講師：NAC名南深セン事務所 方 君婷
    　　  NAC名南広州事務所 労 健霞

」介紹ごのスビーサ務労事人プールグCAN「.2
    NAC HR (Asia) Limited 宮井雅人
    NAC名南広州事務所 福家 大輔

2016年12月13日（火） 15～17時

【広州】
担当者：福家（ふけ）

ten.naniem-can@ranimes：liamE
TEL：020-3877-3776 (#316)　
FAX：020-3877-3775

【香港】
担当者： 関根

moc.kh-yawsgnik@enikes：liamE
TEL：852-2522-0686　
FAX：852-2523-9133

（申込先）

定員　先着50名
無料

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 

香港WORKS
営業・販売系/
メーカー
（素材・化学・エネルギー）

香港/九龍 25K～35K営業マネージャー。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント 

香港/香港島 ～20K
2年程度事務経験。日本人顧客の電話・メール
での問い合わせ対応。語学不問。就労可能な
ビザホルダーの方。

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 ～40K香港/九龍

5年以上の購買経験。購買部のマネジメント、
スタッフの指導。各種商品の海外からの購買。
値引き交渉や、配送計画のフォロー。ビジネス
レベルの英語。新規ビザトータルサポート
あり。

キングスウェイ～30K香港/香港島
デザートメニューの開発、製造業務全般。
パティシエ経験のある方、もしくはレストラン
で製菓担当の経験。ビザトータルサポート
あり。

サービス系/
外食・フード

香港/九龍 ～25K キングスウェイ
経験不問。幼児教育講師。メソッドの企画開発、
運営。教室の運営。父兄対応。小学校入学
情報の提供。バイリンガルプレイグループの
ご経験、ビジネスレベルの英語尚可。

キングスウェイ～22K香港/九龍

電子部品営業系経験者。既存顧客のフォロー
アップ、新規顧客開拓。その他書類作成業務。
出張対応可能な方。コミュニケーションレベル
の英語または中国語。経験によりビザトータル
サポートあり。

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
その他サービス ～35K

WEBサイトの管理、コンテンツ管理、アクセス
解析、および分析に基づくプランニング。プロ
ジェクト管理、各種企画立案。ビジネスレベルの
英語。就労可能なビザホルダーの方。

香港/香港島

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 

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍 ～22K

2年以上の営業事務もしくはカスタマーサービス
経験。カスタマーサービス全般、現場立会い。
顧客問合せ対応。書類作成業務。コミュニケー
ションレベルの英語。就労可能なビザホルダー
の方。

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 

～40K香港/九龍
会計部門のマネジメント。各会計レポートの
作成最終確認、本社の経理部署との連携。
会計士資格者、その他簿記系資格の方歓迎。
経験により新規ビザトータルサポートあり。

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 キングスウェイ

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

応相談アジア拠点
日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系
既存顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士
との調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮します。

キングスウェイ 華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

東莞 RMB
20K～25K総経理候補。

香港WORKSサービス系/
外食・フード 18K～25K香港/新界 日本人宿舎料理スタッフ（日本食）。

キングスウェイ営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 ～25K香港/香港島

3年程度の営業および金融業界経験者歓迎。
日本人顧客へ不動産投資の説明、コンサルテー
ション。ビジネスレベルの英語。顧客問合せ
対応。社内構成の関係でパーマネントビザホル
ダーの方のみ。

RMB
15K～18K

営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

ITセールス。

香港WORKS営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/九龍 18K～25K営業担当。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～40Kプロジェクトマネージャー/ビジネス英語/

会計知識優遇。

香港WORKSサービス系/
エステ・美容・理容 13K～18K香港/香港島 脱毛施術エステスタッフ。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

HKD40
～50/1h

香港/九龍 顧客窓口、メール対応、事務全般。

香港WORKS香港/九龍
生産管理・品質管理/
メーカー
（機械・電気・電子）

20K～30Kプロダクトコントロール（生産管理）。

香港WORKS香港/九龍
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

30K～40K管理マネージャー（財務・人事・総務）。

華南WORKS深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東香港

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

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

香港/九龍
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

応相談
外資系玩具メーカーでのMerchandiserを
募集。法人営業経験2年以上必須。日本語と
英語もしくは広東語ビジネスレベル必須。

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/新界
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

応相談
大手電子部品製造メーカーにてTranslator
を募集。通訳・翻訳業務経験2年以上必須。
日本語＆広東語＆英語ビジネスレベル必須。

香港/新界
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 応相談

大手電子部品製造メーカーにてSa l e s 
Executiverを募集。法人営業経験3年以上
必須。日本語＆北京語＆英語ビジネスレベル
必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

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 

香港/香港島 応相談
香港、中語、オーストラリアなどに展開している
日本人の子供を対象とした塾で講師を募集。
塾講師経験2年以上必須。海外勤務経験必須。
教員免許取得者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 応相談

日系ネイルサロンにてネイリストを募集。ネイ
リスト実務経験1年以上必須。広東語もしくは
英語ビジネスレベル必須。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

25K～27K香港/香港島
経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍 18K～30K
大手日系企業にてOperation Managerを
募集。ファッション業界での店舗・店長指導経験
1年以上必須。ファッション業界での就業経験
5年以上必須。英語ビジネスレベル必須。

営業・販売系/
小売・流通・通信販売

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

16K～23K香港/九龍

日系旅行代理店にて営業職を募集。B to Bの
コーディネート業務を中心とし細かな業務迄
一貫して担当していただきます。法人営業経験
2年以上必須。広東語もしくは英語ビジネスレ
ベル必須。

会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K

大手日系企業にてAccounting Assistant を
募集しており内部監査・会計業務全般を担当
していただきます。中国出張有。会計実務経験
1年以上必須。英語もしくは北京語ビジネスレ
ベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/香港島営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 25K～35K

大手日系通信企業にてBusiness Development 
Managerを募集。新規法人顧客開拓経験3年
以上必須。マネージメント経験3年以上必須。
英語＆広東語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 応相談

ローカル電子部品メーカーにてProject 
Executiverを募集。法人営業経験2年以上
必須。日本語＆英語ビジネスレベル必須。

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

20K～30K
プラスチック・ゴムなどを扱う企業より営業募集。
新規開拓など。★プラスチック業界経験者、英語
ビジネスレベル。即勤務可能な方歓迎！

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

営業・コンサルタント/
医療関連 20K～30K香港/九龍

医療機器メーカーからの募集。医療部品など
を医療機関へ販売。海外出張あり。クライアント
同行等。★3年以上の営業経験者（業界不問）で、
マネージメント経験必須、英語/普通語：ビジ
ネスレベル。

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）/
その他サービス 

香港/香港島 20K～35K
印刷関連企業より翻訳ポジション募集。金融
に関する内容（日本語⇔英語）、その他オフィス
サポート。★3年以上の翻訳経験。日本語・英語
ともにネイティブレベル。

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/
旅行・レジャー・観光 

香港/香港島 22K～25K
旅行代理店の秘書業務。役員のサポート、ビジ
ネスミーティングの通訳・翻訳補佐など。★秘書
経験があり、5年以上の社会人経験がある方。

香港/新界 15K～18K インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 

貿易商社より商品管理ポジション募集。社内
システム、商品情報、在庫の管理など。★物流や
商品を管理した経験があり、基本的なエクセル
操作が出来、明るい方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 30K～40K

主に既存顧客のメンテナンス（トラブルシュー
ティング及び値上げ交渉等）。中国出張あり。
★数年の物流（輸出入）経験者（中国の通関
事情に詳しい方尚可）。英語日常会話レベル
以上。

香港/新界

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（食品・
日用品・アパレル） 

20K～25K
食品メーカーより、CS募集。店舗イメージや、
バウチャーの企画・準備、報告書作成など。★3～
5年のマーケティング経験者尚可。

香港/新界

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島

顧客対応。英語での提案書作成、プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業にて勤務経験のある方。
英語ビジネスレベル、+普通語または広東語で
きれば尚可。

25K～50K

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/九龍
債権回収の金融サービス企業よりCSスペシャ
リスト募集。電話対応やオフィスサポート等。
★英語日常会話レベル。CSの経験者は尚可。

18K～23K
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深圳

香港

　アクセンチュアの最高技術責任者（CTO）であるポー
ル・ドーアティ（Paul Daugherty）は次のように述べてい
る。「AIは、20世紀後半のコンピュータ技術の登場に匹敵
するインパクトでビジネスを変えつつあります。AIやクラ
ウド、高度なアナリティクスをはじめとするさまざまなテ
クノロジーの融合により、人間とコンピュータが協働する
方法や、組織と消費者との関わり方には驚くような変化
が起こり始めています。今回の調査では、AI技術の成熟が
経済成長を促し、ここ数十年の生産性の低迷や労働力不
足といった問題に対する強力な打開策になりうることが
明らかになっています。」 
　アクセンチュア・ハイパフォーマンス研究所はフロン
ティア・エコノミクスと共同で、世界経済の総生産の50%
以上を占める先進12カ国について、AIの影響力をモデル
化した。今回の調査では、2035年の各国の経済規模につ
いて、従来予想の経済成長を示す「ベースラインシナリ
オ」と、AIの影響力が市場に浸透した場合に期待される
経済成長を示す「AIシナリオ」を比較した。AIが最も高い
経済効果を生む国は米国で、「AIシナリオ」の場合、2035
年には年間8.3兆ドルの粗付加価値（GVA）が生み出さ
れ、GVA成長率が「ベースラインシナリオ」の場合の2.6%
から4.6%に上昇することが分かった。英国では、「AIシナ
リオ」の場合、2035年に年間8,140億ドルのGVAが生み出
され、GVA成長率が「ベースラインシナリオ」の場合の
2.5%から3.9%に上昇する可能性がある。日本では、「AIシ
ナリオ」における2035年のGVA成長率が、「ベースライン
シナリオ」の場合に比べて3倍以上になる可能性があり、

フィンランド、スウェーデン、オランダ、ドイツ、オーストリ
アではそれぞれ2倍になる可能性がある。

2035年の各国のGVA成長率（GDP成長率にほぼ相当）に
ついて、ベースラインシナリオとAIシナリオで比較

　先進国市場では、革新的なAI技術によって労働生産性
が大幅に高まる可能性がある。これは、人間がより効率的
に時間を使うことができ、新たなものを創造するという、
人間が最も得意な仕事に集中できるようになるためだ。
調査対象となった先進12カ国の経済規模が倍増するま
での年数は、生産性の向上によって劇的に短縮される。こ
の年数は経済発展の指標の1つであり、国が技術イノ
ベーションをいかに幅広い経済基盤に普及させられるか
が大きく影響する。

ベースラインシナリオと比較した場合の2035年時点での
AIによる労働生産性の向上率
　アクセンチュア・ハイパフォーマンス研究所のマネジン
グ・ディレクターでチーフ・エコノミストを務めるマーク・
パーディ（Mark Purdy）は次のように述べています。「AIは、
経済と人類が共に顕著な成長を遂げる可能性を切り拓い
てくれます。今回の調査によって、AIには世界各国に驚く
べき利益をもたらす可能性があり、経済の減速や生産性
の落ち込みを跳ね返すだけの力があることがはっきりと
示されました。こうしたAIの持つ可能性を実現するため
に、多くの利害関係者は、知識、技術、政治、倫理、社会の
あらゆる点において十分に体制を整え、AIが日常生活に
深く関わるにつれて生じうるメリットや課題に対処してい
く必要があります。」

アクセンチュア（NYSE：ACN）の最新調査によると、人工知能（AI）が仕事の在り方を変え、人間と機械との新たな関係性を生み出すことで、
2035年には年間経済成長率が倍増する可能性があることが判明した。AI技術によって根本的に働き方が変わり、ビジネス成長における人
間の役割が強化されることで、労働生産性は最大で40％高まると予測された。

2035年には人工知能によって先進国の経済成長率が倍増し
労働生産性は最大40％向上することが判明
ア
ク
セ
ン
チ
ュ
ア
最
新
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査

ビジネス（香港・広東共通）
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都市名園  City Garden

蛇口ペニンシュラ1期

深圳

漾 日 灣 畔

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
(86)136-3285-3590(代表 本間)

深圳市福田区金田路3037号
金中環国際商務大厦B1129室

(86)755-2398-5391

（所在地） 羅湖区濱河路與寶安南路交匯處
（間取り） 2LDK/86㎡
（室　内） シンプルな内装で、家電家具が新しくて、
 清潔感が充実しています。
（環　境） 万象城（専門店街）、スーパー、レストラン、
 ウォルマート直上
（備　考） 税金と管理費別途
（月　額） 10,000元

（所在地）　南山区蛇口金世紀南路＆望海路        
（間取り） 2LDK/86㎡
（室　内） 日本式の内装、畳もあり
（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、
 華潤万家スーパー、室外プール
（備　考） 税金と管理費別途、日本人学校のバスルートに
 入っている、ジム、室外プール
（月　額） 12,500元

（所在地） 南山濱海路與后海路交匯處
（間取り） 2LDK/80㎡
（室　内） 木の床、バスタブとウォシュレットが取り付け可能
（環　境） 海岸城ショッピングモール、JUSCO、カルフール、
 天虹、映画館、ホテルジム、プール
（備　考） 税金と管理費別途、
 日本人学校のバスのルートに入っている
（月　額） 10,000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
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5002号地王大厦主楼40-10単元
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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