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三菱電機（香港）社会インフラ事業部は、卓越した「技術力」で、電力・公共・交通分野の業界を絶えずリードしてきました。
今年は「技術力」に「現場力」と「人間力」を融合させた三本柱で、
香港・マカオ・中国の更なる発展に貢献できるよう、挑戦していきます。

2017年、香港からマカオ、中国へ事業拡大します！
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　今年も賑やかな旧正月が過ぎ、2017年酉年を迎えた香港。街中のお
祭りムードの余韻が覚めやらぬなか、今年の干支である「酉=鳥」を描い
た美術品を展示した展覧会が、香港中文大学中国文化研究所のミュー
ジアムにて3月5日まで開催中だ。
　その昔、食用としてではなく、時を知るために飼われていたとも言わ
れる雄鶏は、毎朝正確に「コケコッコー！」と我々人間に夜明けを知らせ
てくれる、信頼と時間厳守の象徴だ。そして、「雄鶏の鳴き声で世界が明
るくなる」「闇を一掃する『光の使者』だ」と言われる。また、縁起が良いと
される伝説上の鳥、フェニックスに現実世界でもっとも近い存在ともさ
れていることから、「福をもたらす鳥」として、中国では古くから雄鶏を描
いた絵や陶器などが数多く作られてきた。今回は、同ミュージアムが所
蔵する作品だけでなく、香港内の個人コレクターが所有するものも併

せ、漢王朝から現代までの間に作られた53点の作品が展示されている。
入場は無料。新しい年の始まりに、今年の主役からこの1年をより豊かに
過ごすための活力とエネルギーをもらいに訪れてみては。

アパルトヘイトの時代に人種を超えて結婚した
アフリカ人王子とイギリス人女性の実話に基づく物語
　イギリス領だったベチュアナランド王子セレツェ・カーマと、銀行員の
イギリス人女性ルース・ウィリアムズの異人種恋愛を描く、実話に基づい
た映画「A United Kingdom」が2月16日から公開される。
　舞台は1940年代。アパルトヘイト政策が推進されていたこの時代に
おいて、白人と黒人の恋愛はタブーとされていた。しかし、王子の留学先
イギリスで出会った2人は恋に落ち、1948年に結婚した。カーマは白人
女性の新妻を連れて初めて帰国した際、親族、民衆全てから猛反対を受
けた。しかし、彼は「ベチュアナランドは誰もが調和しあえる国づくりを目
指す」と訴えかけ、それが受け入れられて王位継承を認められたのだっ
た。1966年、ベチュアナランドがボツワナ共和国として独立した時、彼は
初代大統領に就任したのだ。
　独立以降のボツワナ共和国は、アフリカ諸国の中でも高い教育水準
と、安定した経済、成熟した民主主義を実践する国として知られている

が、カーマは一体どうやって民衆を導いていったのか。それを妻がどう
支えていたのか。激動の中で生きた勇敢な2人を鮮明に描いている。
　主人公カーマをデヴィッド・オイェロウォ（「グローリー／明日への行
進」「ヘルプ～心がつなぐストーリー～」）、妻ウィリアムズをロザムンド・
パイク（「ゴーン・ガール」）が演じる他、ジャック・ダヴェンポート、ローラ・
カーマイケル、トム・フェルトンらが脇を固める。

新しい年「酉年」の干支をモチーフにした作品の美術展
「Heralds of Spring」香港中文大学にて開催中

Heralds of Spring
場所：Gallery II, Art Museum, Institute of Chinese Studies, CUHK 
日時：～3月5日（日） 10:00～17:00（月～水、金・土）、13:00～17:00（日）
休館日:木曜日
料金：無料

A United Kingdom
2月16日公開
監督：アマ・アサンテ
出演：デヴィッド・オイェロウォ、ロザムンド・パイク

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibition Our Gallery
書僧・福山一光個展

～4月1日

心穏やかに水墨画の世界に触れてみよう
　湾仔（ワンチャイ）のアートギャラリー「Our Gallery」で、日本人水墨画家である福山光

一氏の海外初個展が開催中だ。中国を発祥とする水墨画は、中国の禅僧が頻繁に日本

との間を往来したことで日本へともたらされたと言われている。自身も寺院の長男として

産まれ、東京芸術大学院在籍中には休学して福井県の永平寺で修行を経験したという、

禅僧でもある同氏。歴史的にみれば、水墨画と禅宗との間に直接的な関係はないという

ことではあるが、古の時代、禅宗の世界で大きな重要があり、多く禅僧により描かれてい

た「モノクロの絵画」の世界。この機会に、自分が持つ価値観にとらわれることなく物事

を見つめることが大事だという禅の教えのもと、固定観念を外して触れてみてはいかが

だろうか。

UG 10, C C Wu Bldg., 302-8 Hennessy Rd., Wan Chai
火～土 12:30～19:00、日 13:00～7:00
www.ourgallery.com.hk

Grand Theatre, Hong Kong Culture Center, 
10 Salisbury Rd., TST
19:30～
HKD300～800

20世紀のもっとも軽妙なオペラの一つ！
　ヤナーチェク8作目のオ

ペラ「マクロプロス事件」が

2月23、25日の両日、「香港

アートフェステイバル」の

一環として公演される。こ

の作品は、カレル・チャペッ

クの同名の戯曲が元となる3幕からなるオペラ。報われない愛の痛みと

悲しみをスパイスに展開する素晴らしい物語。

ヤナーチェク
歌劇「マクロプロス事件」

2月23、25日

Sun Yat Sen Memorial Park,
16 Eastern St. North, Sheung Wan
Silent Disco Zumba class 16:30～17:15
Silent Disco Yoga 17:30～19:00
(852)2378-9988
Zumba Class HKD150
Yoga Class HKD250
Both Classes HKD350

世界中で大人気の新しいヨガの形。心地よいフローで癒されよう！
　ヘッドフォンを付けDJの奏でる音楽に合わせて身体を動かすサイ

レント・ヨガ。定期的に行われているこのイベントだが、今回はアメリカ

からヨガ講師のMatthew Cohen氏を招いたスペシャルサイレント・ディ

スコ・ヨガが開催される。新しいヨガを体験してみてはいかが。

Special Silent Disco Yoga
サイレント・ディスコ・ヨガ

 3月26日 

The Mint Box Studio, 
S1/F., Sing Kui Comm. Bldg., 
27 Des Voeux Rd. West, Sheung Wan
www.themintboxstudio.com
HKD380/2時間 （材料費含む）

可愛すぎるモフモフ感がたまらない！
　いぬやうさぎ、りすなど好きな動物を毛糸やフェルト等で作る「動物

ポンポン」づくりのワークショップが開催される。レッスン費と材料費込

みでHKD380（最大8名まで申し込み可能）。材料には良質なオーストラ

リア産ウールを使用しているため、出来上がりの触り心地が気持ちい

い。ぜひ子供と一緒に参加してみては。

PomPom Animal Workshop
動物ポンポンワークショップ

  

Grand Theatre, Hong Kong Culture Center, 
10 Salisbury Rd., TST
2月16～18日 19:30～、18～19日 14:30～
HKD300～980

香港アートフェステイバル
バイエルン国立バレエ団「La Bayadere」

2月16日～19日

月光の注ぐステージで踊るバレリーナに圧巻
　バイエルン国立バレエ団のフルメンバーによる古代インドの舞姫と
戦士ソロルの恋を描くインドの舞姫「La Bayadere(インドの舞姫)」が香
港アートフェステイバルの一環で公演される。香港で20年ぶりとなる今

回の公演では、バレエの歴史で最も有名な
シーンも含まれる。

香港ピックアップ
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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

マーケティング・
企画・リサーチ/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島 インテリジェンス
香港20K～40Kデジタル広告制作チームの立ち上げと指揮。

ブランドPR。★5年以上の関連経験。

マーケティング・
企画・リサーチ/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島 インテリジェンス
香港25K～30K

デジタルマーケティングマネジャー募集。★4～
6年の関連経験。Facebookなどのソーシャ
ルメディアに長けた方歓迎！

香港/香港島 インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～20K
電子デバイス企業より、シニアマネジャー募集。
ローカライズされたソフトウェアのテスト等。
★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 16K～20K

日系保険会社での営業業務。日系法人顧客向
けに損害保険商品の案内。★３年以上の損害
保険業界経験者。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～25K

Payrollの管理ポジション募集。日本・香港に
基づく給与計算と日本語でのシステム入力等。
★5年以上の社会人経験があり、経理経験者
は尚歓迎！ 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/
専門商社・総合商社 18K～25K香港/九龍

電子部品商社の営業。価格交渉やアフター
サービスの提供。★北京語ビジネスレベル。
関連業務経験者は尚可。

インテリジェンス
香港香港/香港島 20K～30K

会計事務所にてプロジェクトマネジメント。顧客
窓口としてニーズを把握、ソリューションを
提供・実行。監査および税務申告業務のサー
ビス案内。★北京語できる方尚歓迎！

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

サービス系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

インテリジェンス
香港25K～35K香港/香港島

ITアウトソーシング企業より、システムのモニ
タリングマネジャー募集。お客様のフォロー
アップ。★コミュニケーションスキルが高い方。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～30K

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力長けた方（2年以上
歓迎）で、英語日常会話レベル。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

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。

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

香港/香港島 18K～20K
アウトソーシング企業にて、日本人ユーザー向
けのカスタマーサポート業務（メール・電話・
チャット）★英語ビジネスレベル。ビザホル
ダー。

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

20K
日本の化粧品・健康食品などのネット販売に
対するデジタルマーケティング・コーディネート
業務。★関連経験、英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港/九龍

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 18K～30K香港

保険業界より、顧客対応のアシスタントマネ
ジャーと、保険ブローカーバックオフィスの同
時募集。★英語ビジネスレベル、ビザホルダー
のみ。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～40K

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバ
リー運営、スタッフ指導。★業界経験者、英語
コミュニケーションレベル。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍 18K～23K
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。

広州 RMB20K インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

［商品開発マネージャー］※北京語不問。★必須
条件：電気回路の設計が分かる方。歓迎条件：
家電業界での設計開発経験をお持ちの方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 30K～60K

資産運用企業より日本人顧客を対象としたRM
業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

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～25K

サプライチェーンのマネジメント業務。納期に
対し、社内の生産調整や部品納期管理。★生産
管理・SCM経験者。電子業界経験者歓迎。英語
準ビジネスレベル以上。北京語不問。

東莞

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界

営業レポート作成、システムの管理など。★2～
5年以上の営業サポート経験、英語・北京語
コミュニケーションレベル。

30K～35K

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
輸出入業務、またシッピングチームのサポート。
サプライヤーとのやり取りの確認（メール内容
のチェック）など。★北京語または広東語ビジ
ネスレベル。

20K

06 Pocket Page Weekly 10 February 2017 No. 578
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港

香港

香港

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

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 18K～20K

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。

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 香港/香港島 ～21K

購買業務。卸先はグループ会社の海外拠点の
ため、既存顧客対応の営業。オフィスでの納期
調整業務、仕入先との連絡業務。出張対応可
能な方。英語ビジネスレベル。新規ビザサポー
トあり。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談日本

営業経験3年以上。海外子会社をサポートする
にあたり、1～2ヶ月の長期出張を繰り返すスタ
イルの営業。長期出張対応可能な方。英語ビジ
ネスレベル。

キングスウェイ～35K香港/香港島
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ニング。プロ
ジェクト管理、各種企画立案。英語ビジネスレ
ベル。新規ビザサポート検討可。

技術系（IT・通信）/
その他サービス

香港/九龍 ～35K キングスウェイ
GMのアシスタント業務全般。資料、レポート
の作成が主業務。通訳、翻訳、日系顧客の応対、
接客など。北京語、もしくは英語ビジネスレベル。

キングスウェイ～30K香港/九龍
営業経験必須。既存顧客のフォロー、新規開拓。
見積作成、技術者との打合せ。英語、北京語ビジ
ネスレベル。経験によりビザサポート検討可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～23K

3年以上の電子部品営業経験。新規開拓、納期
管理、クレーム対応。中国出張対応可能な方。
英語、北京語ビジネスレベル。経験によりビザ
サポート検討可。

香港/九龍

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍 ～30K
3年以上の経理、財務、フルセット会計経験必須。
責任者への財務会計状況の説明、報告。英語
ビジネスレベル。経験によりビザサポートあり。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

応相談香港/九龍

自社webサイトの活用および開発・運用。宣伝
効果分析および広告掲載プランニング。日本
本社、ローカルスタッフとの連携及びスタッフ
管理。英語ビジネスレベル。新規ビザサポート
あり。

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 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）への配属も可。

キングスウェイ
CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 15K

ローカル専門商社にてMerchandiserを募集。
Merchandiser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。
出張有。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 18K～20K香港/九龍

ローカル電子部品メーカーにてSales and 
Shipping Coordinatorを募集。営業・出荷
手配などの実務経験3年以上必須。日本語＆
英語ビジネスレベル必須。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～25K香港/香港島
3年程度の事務経験。日本人顧客対応窓口。
コミュニケーションレベルの英語（北京語もしく
は広東語尚可）。金融経験があれば、新規ビザ
サポートあり。

15K会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

ローカル専門商社にてAcco u n t i n g 
Assistantを募集。Accounttingの実務経験
2年以上必須。英語＆広東語ビジネスレベル
必須。出張有

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～40K
ローカルIT企業にてERP Consultantrを募集。
ERPソフトウェア取り扱い営業経験必須。英語
＆広東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 18K～30K
香港、中国、オーストラリアなどで展開し、日本人
の子供を対象とした塾講師を募集。塾講師経験
2年以上および海外勤務経験必須。教員免許
取得者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

15K～18K
+コミッション香港/香港島

大手日系IT企業にてSenior Account Executiver
を募集。法人営業経験3年以上必須。英語ビジ
ネスレベル、北京語日常会話レベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 35K～37K香港/香港島

大手日系IT・通信企業にてAss i s tan t 
Managerを募集。IT・通信業界でのセールス
経験5年以上必須。5名以上のマネージメント
経験、英語ビジネスレベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 16K～23K

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まで
一貫して担当。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。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED

香港/九龍会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K

大手日系企業にてAccounting Assistant 
を募集。内部監査・会計業務全般業務。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

ビジネス（香港・広東共通）
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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

法人と個人の投資に関する姿勢が同じ国、違う国

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。

　中国からの資金流出が激しさを増している。
　2016年一年間の中国国内から海外への資金の流出額から
流入額を差し引いた金額は3,000億ドル（約35兆円）を超えて
前年に比べて6割ほど増加している。人民元が昨年に続いて対
米ドルで下落しているということが大きいという。
　「資金逃避（キャピタルフライト）」という言葉で語られること
も多いこの流れからは経済成長の曲がり角に立った中国から
富裕層が雪崩を打って逃げ出しているという印象を与えがち
である。中国人が国内のバブル崩壊が近いことに危惧を感じ
ているとか自国の通貨の人民元を信じていないとか、それは
確かに間違っていない。
　しかしこれは中国人のリスクに対する敏感さと投資嗅覚の
鋭さの裏返しでもある。実際中国本土の人が海外に資金を
送って投資をする流れは今に始まったわけではなくここ10数
年ずっと続いているのである。
　香港の不動産価格が2004年頃からこれまでに約3倍の水準
に上昇しているがこれには中国本土からの個人投資が大きく
影響している。平たく言えば中国人が香港の不動産を買い
漁った結果だ。これは最近のオーストラリアの不動産価格の
高騰にも同じことが言える。アメリカの某大手保険会社の香港
支社を訪れれば土日にも関わらずロビーは本土から訪れる契

約者でごった返していた。
　基本的に中国本土から海外への送金はUSD50,000相当金
額が上限と規定されている。すなわち中国から海外にお金を
出すのは日本からそうするよりずっとハードルは高いのであ
る。にもかかわらず彼らは国内が実態とかけ離れたバブルに
沸いている今のうちに、人民元が過大評価されている今のう
ちに、と資産を海外へ分散している。自分と家族の生活を守る
ために高いハードルを超えて果敢に動いているのである。
　これは一党独裁という不透明、不確実な政治基盤の上にあ
る国の国民として極めて経済合理的な行動だ。一方で我々日
本人は自国の経済や自国通貨である日本円にはまだ安心感
が強いようである。1ドル=360円で固定されていた日本円は
1973年に変動相場制に移行し、対米ドルで上昇を続けていた
が1993年3月に1ドル120円台に突入した辺りを転機に1ドル
80円から130円のレンジ相場にあると言える。
　この286ヶ月間、月平均で130円を下回ったのは10ヶ月、80
円を上回ったのは14ヶ月なので実に9割以上の時間を1ドル
80円から130円で過ごしてきたことになる。結果論かもしれな
いが過去23年間80円台から110円ぐらいで自動的に外貨ある
いは海外資産に投資していれば利益（※少なくとも為替差益）
を手にできているはずである。

　皆さんはやっていただろうか?
　実は日本の会社が生き残ってグローバル企業になっている
のはこれをしっかりやってきたからである。かつて低コストで
良い製品を提供する世界の工場として大きな成長を遂げてき
た日本企業は人件費と日本円の高騰で岐路に立たされたが、
為替が上昇する度に逆に高くなった日本円を持って人件費の
安い海外の国で土地を手に入れて工場を建てたり、現地の会
社を買収したりしていたのである。
　その地道な投資活動のおかげで今では日本のGDPに対す
る輸出依存度は高騰した人件費と背景に10数%まで下がって
いるにもかかわらずトヨタやキャノンやソニーなどは世界的
なブランドして生き残っているのである。実は規模こそ違え法
人でも個人でも日本人が海外投資に関してやるべきことは同
じなのである。
　中国企業の海外直接投資額は10数年連続で拡大の一途に
あり、2015年にはアメリカに次いで世界2位の日本に肩を並べ
るまでになっている。中国に企業と個人の海外投資伸びはだ
いたい同じようなカープを描いている一方で日本の個人投資
家の危機感とリターンに対する鋭敏さが日本企業が持ってい
るそのレベルには足りないと感じるのは私だけであろうか。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港
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香港 広東
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香港

深圳

■毎月3日開催！  新たな繋がりを生む「昼メシ会」
　毎回主催者がテーマを決めて、その時間をナビ
ゲートする同社顧客限定の集い。参加者には多種多
様な経営者が多いため「視点を変えて課題の糸口が
見えたり、新たなビジネス機会を創出することができ
る」と好評！気になる方は問合せを。

◆設立から13年、約1400社もの法人設立と
　口座開設をサポートした「頼れるプロ集団」
　同社設立の発端は、当時上園氏が経営してい
た旅行会社の顧客から度々寄せられる「香港で
の会社設立、及び会社管理や銀行口座の開設ま
で一貫したサポートをお願いできないか」という
要望にあった。年々高まるこのニーズを踏まえ、
2003年「チャイナワールドセクレタリー」は、ビジ
ネスの利便性が高い尖沙咀（チムサーチョイ）に設立された。これまで約1400社を超え
る法人を設立し、同時に銀行口座開設もサポートしてきた実績から2008年度からほぼ
毎年、HSBCから「Valuable Business Partner Award」の盾が寄贈されている。このこと
からもビジネスパートナーとして銀行からの厚い信用を得ていることが伺える。
 
◆「迅速かつ丁寧な対応」をモットーに千差万別な
　要望にも、銀行との万全なリレーションで！
　近年香港では、口座開設にあたって銀行の審査基準は
年々厳しさを増しており、また無事口座を開設できたとしても
銀行サイドの管理基準の変更・確認などによりトラブルが発
生することも少なくないという。しかし、同社の場合、多くの銀
行口座開設を実現してきたノウハウと、銀行とのタイムリー
なリレーションから、的確かつ迅速に顧客に情報を案内でき
ることが強みだ。さらに、ローカル価格での会計サポートや、
スムーズな税務サポートなど、一貫した対応が魅力でもあ
る。現在日本人2名を含む日本語対応可能なスタッフ5名で、
顧客ニーズを踏まえた柔軟な体制で迎えてくれる。

◆代表 上園良一 氏が語る今後の展望
　来港以来、あっという間に28年の年月が経ち
ました。昨今特に感じることは、「香港及びそれ
を取り巻く環境は日進月歩で変化し続けてい
る」ということです。また、その変化も激しさを増
しているように思います。そんな状況だからこ
そ、よりタイムリーに正確な情報をキャッチアッ
プしてお客様に届けていくという柔軟な対応が
必要だと思います。さらに最近は、今までお世話
になった香港への恩返しの気持ちも込めて、新
たな香港の魅力を伝えていきたいという思いが
強くなりました。昨年スタートしたばかりの「ビ
ジネスハブ香港」は、そんな想いを込めた情報
サイトです。今後にご期待ください。

2003年の創設以来、香港で法人設立・銀行口座開設をサポートするパイオニア的存在として、
顧客からも銀行からも厚い信頼を得る同社の魅力を紹介する。

住所：Unit 11C, China Insurance Building, 48 Cameron Rd., TST
時間：月～金 9:30～13:00、14:00～18:30　
休業日：土曜日、日曜日、香港の祝日
電話：(852)3118-7136　Fax：(852)3118-7137
メール: cws@chinaworld.com.hk
ウェブ: www.chinaworld.com.hk

法
人
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China World Secretaries Ltd (チャイナワールドセクレタリー)

■香港・華南の「今」を伝える
「ビジネスハブ香港」
　「ハブとしての香港」
をコンセプトに、現場
で発生している「生」の
ビジネス情報、生活情報、旅行情報を
盛り込んだ一大情報サイトの構築を
目指している。まずは、アクセスを。
URL：www.businesshub.hk

日本語で的確にサポートして
くれるスタッフと上園代表

2008年以来、毎年のように寄贈された盾

チャイナワールド
セクレタリー代表

1989年来港して以来、法人設立、銀行口座
開設、法人管理など、日本人のビジネス支
援をし続けている。特に、毎月の日本出張
や、日々来港する多くの邦人顧客との定期
的な面談を通じて、新たなビジネス機会を
創出することにも定評がある。一方で、肌感
覚での知見をビジネスに活かすべく2030
年までに、国連加盟国193カ国の全訪問を
目標とするなど活動的でもある。

上園良一氏
〈プロフィール〉
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ネットを使ってOPENスペース
で事務ワークも可能

様々な主催者が企画するため学び
の領域も多岐に渡る

ビジネス（香港・広東共通）
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【茘枝角店（D2 Place Shopping Mall）】

住所：D2 PLACE, 9 Cheung Yee St., 
　　  Lai Chi Kok
電話：(852)2377-0255
時間：11:00～21:00

【屯門店（H.A.N.D.S Shopping Mall）】

住所：2A Tuen Mun Heung 
　　  Sze Wui Rd., Tuen Mun 
電話：(852)2377-0255 
時間：11:30～21:00

【尖沙咀店（Shibuya 109 Shopping Mall）】

住所：Canton Rd., Tsim Sha Tsui 
電話：(852)2377-0255 
時間：10:00～22:00

・返品不可となります。・写真はイメージです。・福袋の内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
・商品が無くなり次第終了とさせていただきます。

新春福袋新春福袋
数量限定！数量限定！

販売中
販売中

HKD

88
HKD

88

は日本のファッション、ライフスタイル、食・游文化をお伝えするトレンド百貨店です。

●ROOTOTE（ルートート） 1個
●エコバッグ S.M.Lサイズ 各1枚
●レディースソックス（日本製） 3足

●レディースソックス（日本製）5足

HKD128
HKD128
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