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香港&広州

恋愛・結婚でお悩みの方へ
複数占術で占うルタオ氏の助言が道しるべに
　「今年こそ運命の人と出逢いたい」、「離婚して新しいパートナーが欲
しい」、「つき合っている人との将来が気になる」など、恋愛・結婚につい
て悩んでいる人はいないだろうか？そんな方に、恋愛・結婚占いに定評
のあるルタオ氏を紹介しよう。ルタオ氏は、占い師の傍ら、昼間は金融
マンという別の側面を持つ。父親の影響で日本に興味を持ち、日本の大
学・就職していた経験から日本語が堪能。また、丁寧なヒアリングと、占
い結果からの助言により、日本人のリピーター率は90％を超えるほど、
香港で人気を博している。ルタオ氏の占うスタイルも特徴的。20種類の
カードを操り、占う人の質問内容によってカードを選び、占星術やタロッ

トカード、ギリシャ神話など、複数の占術を組み合わせて占う。あなたも
恋愛・結婚について占ってみてはいかが？

The Kingdom Healer
住所：64 Tung Lo Wan Rd.,CWB
電話：9136-0453（日本語可）
時間：月～金19：00～22：00、土・日10：00～22：00 ※完全予約制
料金：HKD600/40分（延長HKD100/10分）
ウェブ：www.thehealingkingdom.com

現在無料体験授業受付中。講師は全員現役の京大生。
彼らの学習のノウハウがネットで学べる学習塾
　現役京都大学生（大学院生）の中から、京都にある京大指導センター
にて厳しいプロの研修を終えて、採用率17％という高い選考基準をクリ
アした講師だけを採用している「海外どこでもe先生」は、京都大学に合
格するために蓄積してきた、勉強のコツやノウハウなど現役大学生が持
つ「鮮度の高い」勉強法を、海外の自宅で学ぶことができるインターネッ
トを介した学習塾だ。オリジナルの個別指導専用テレビ会議システムを
利用することで、海外の自宅で日本水準の質の高い学習指導が受けら
れ、日本在住の現役京都大学生が、海外在住の生徒にマンツーマンま
たは講師1名：生徒2名にて、ただ単に映像を流すだけの一方通行の授
業ではなく、テレビ会議システムを利用することで、お互いの顔を見な
がら双方向で個別指導を行ってくれる。1回80分の授業を、通塾不要で

自宅で受講可能なため、通塾のための交通費も不要だ。現在キャン
ペーンを行っており、入会金、諸経費は一切不要。詳しくはサイトで
チェック。

■受講料： １：２コース HKD1,980～ 80分授業 週２回(月8回)の場合
■入塾金・諸経費・年会費：一切不要
ウェブ：http://e-pa.net
電話：(852)9122-2356
電話受付時間 10：00～20：00 [日・祝日除く]
メール：customer@e-pa.net

香港トピックス
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香港 香港

香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

ベストセラー小説映画化
「海賊とよばれた男」

公開中

「海賊」出光佐三氏をモデルにした物語
　第10回本屋大賞を獲得した百田尚樹のベストセラー小説「海賊とよばれた男」を、同

じく百田原作の「永遠の0」を大ヒットさせた監督と主演コンビ、山崎貴と岡田准一の

タッグで映画化。敗戦後の1945年、主要燃料が石炭だった当時から、石油の将来性を見

抜いていた主人公・国岡鐡造は、北九州の門司で石油業に乗り出し、戦後の混乱期にも

かかわらず誰も解雇せず、独自の経営哲学と行動力で事業を広げていく。やがて欧米の

石油メジャーも国岡を警戒し、石油輸入ルートを封じられてしまうが、国岡は唯一保有

する巨大タンカー「日承丸」を秘密裏にイランに派遣するという大胆な行動に出る。出光

興産創業者の出光佐三氏をモデルにしたといわれる主人公を岡田が演じ、吉岡秀隆、染

谷将太、綾瀬はるか、堤真一ら豪華キャストが共演する。

花々が舞い散るビーチルック!
　世界的に人気の高級ブランド「Miu Miu」が2017年春夏コレクション

を紹介。今季は、1950年～70年代のイタリアの夏をテーマに鮮やかな

赤や青やレトロ調のデザインが

多く使用され当時の面影をプラ

ス。注目したいのは、海へ飛び込

みたい気持ちを掻き立てるスイ

ムウェア。

Miu Miu
2017年春夏コレクション

発売中

S303, Staunton St., Central
12:00～19:00
(852)5564-7640
www.pmq.org.hk/event/
koji-usaka-ceramic-exhibition
無料

Carpenter Rd. Playground, Kowloon City
12:00～18:00
waterfest.hk
無料

21/F., The One, 100 Nathan Rd., TST
11:45～22:00
www.wooloo-mooloo.com

TST店 1 Peking Rd., TST
中環店 Shop 2023, Level 2, Ifc, 
 2-38 Yun Ping Rd., Central
TST店  (852)3417-3111
中環店 (852)2234-7132

原作：百田尚樹
監督：山崎貴
出演：岡田准一、吉岡秀隆、綾瀬はるか、堤真一、鈴木亮平　他

繊細でカリスマ性の漂う陶芸品に魅了する
　函館をベースに、香川県の灯油窯とを行き来しながら作陶活動を行

う作陶家で、細やかな赤絵に金彩を施した豪華絢爛な作品を独特な

フォルムの器や小さな香合に展開する苧坂 恒治。彼の香港で初となる

陶芸展が開催される。

香港初の陶芸展
苧坂 恒治

～4月2日

香港で体験するタイの水かけ祭り！
　世界的にも有名なタイのお

正月を祝う水かけ祭りこと「ソク

ラン」。香港でも毎年ミニタイと

も言われる九龍城で香港在住

のタイ人をはじめとする地元民

たちで行われている。今年も、タ

イの伝統衣装に身を包んだ人達のパレードやライブバンド演奏などが

予定されている。

タイのお正月祭り
ソクラン

4月9日

イースター休日のブランチ＆ディナー
Wooloomooloo Prime

4月14～17日 

イースター休みはラム肉を存分に楽しもう
　スタィリッシュで洗練された雰囲気の中で良質のおいしいステーキが
楽しめるレストランとして香港で定評のある「Wooloomooloo Prime TST」
では、イースターホリデーの週末にぴったり、ラム肉を存分に楽しむ事が
出来る特別ブランチと4コースイースター
ディナーHKD788を用意。

香港ピックアップ

04 Pocket Page Weekly 07 April 2017 No. 586
B



香港 香港

香港

香港

05Pocket Page Weekly 07 April 2017 No. 586
B



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/小売・流通 香港/香港島 RGF 香港22K～28K

香港系金融サービス企業にてカスタマーサー
ビスを募集。契約後のフォロー、アフターサー
ビスなど日本人クライアントへのカスタマー
サービス業務全般。ある程度の金融知識をお
持ちの方優遇。英語ビジネスレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 RGF 香港22K

グローバルに展開する日系人材サービス企業にてリ
クルーティングアドバイザーを募集。日系企業・外資
系企業の人事採用コンサルティング。候補者サーチと
面談、企業側への推薦、面接調整。2年以上の社会人
経験。法人営業の経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

香港/香港島 RGF 香港営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 25K～35K

非日系会計事務所にて、リレーションシップマ
ネージャーの募集。香港・中国華南地区にある
日系企業の顧客フォローアップ。BtoB営業、
会計、会計コンサルタント経験者歓迎。会計に
関するある程度の知識をお持ちの方。

香港/九龍 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）/
コンサルタント

25K～40K

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/香港島 40K～50K

大手物流企業にて経理・財務の責任者を募集。
香港法人および各子会社の連結決算業務。月次・
年次決算報告書と収支計画作成および監査対応。
会計・監査法人出身または大規模な物流会社で
の経理財務経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

外資系IT企業にて、オンラインゲーム・ポータルサイト運営の
プロジェクトマネジャーを募集。日本マーケットを対象とした
オンライン/デジタルマーケティングやオンラインゲーム・
アフィリエイトサイトの運営。オンラインまたはアフィリエイト
手法によるマーケティング経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

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 20K～25K

日系フィンテック企業にて営業サポートスタッフを
募集。見積書/契約書の作成と管理、請求書発行と
金額管理。メールや電話による顧客フォローアッ
プ。営業資料作成サポートと営業事務と契約管理
のオペレーション構築など。英語ビジネスレベル。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

20K～30K香港/九龍

主にアミューズメント機器に部品を提供する日系
メーカーにて電子基板の営業担当者を募集。
生産管理業務全般と顧客からの問い合わせ対応。
中国工場への出張有。営業もしくは購買調達の
経験者優遇。北京語日常会話レベル以上。

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

サービス系/外食・フード RGF 香港40K～45K香港/香港島

フランス資本企業の高級寿司店にて接客業務
担当者を募集。顧客は欧米人や香港人富裕層。
丁寧な接客が出来る方。飲食やホテル業界での
接客経験がある方歓迎。英語日常会話レベル。

フランス資本企業の高級寿司店にて、寿司職人
を募集。欧米人、香港人・中国人富裕層をター
ゲットにした高級寿司店での寿司調理・接客業務。
寿司職人として10年以上の経験者。日本語の
みでＯＫ。

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

外資系IT企業にて、オンラインゲームのアカウントマネ
ジャーを募集。日本マーケット対象のゲームサイトの運営。
使用状況モニタリング、データ分析、マーケティング戦略
策定。営業、オンライン/デジタルマーケティング経験者。
モバイルゲーム業界の経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港サービス系/外食・フード 香港/香港島 22K～25K

外資系オンライン化粧品販売企業にて日本の
マーケティング担当者を募集。日本マーケット
の開拓と化粧品、ラグジュアリー商品の販売、
ウェブサイトの翻訳等。ウェブマーケティング
や化粧品・美容関連商品の業界経験者歓迎。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～30K

日系プラスチック原材料商社にてセールスマ
ネジャーを募集。新規顧客開拓とフォローアッ
プ。セミナーの開催とプレゼンテーション資料
の準備。出張有。3～5年の営業経験者優遇。
英語または北京語日常会話レベル。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 40K～80K香港/九龍

日系金融機関にて日本人の向けプライベート
バンカーを募集。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
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 20K～25K

日系産業用部品商社にて営業事務を募集。営業
事務/サポート全般。見積もり、請求書作成、
在庫、納期確認、購買、サンプル手配、不良品の
チェックなど。必要に応じて中国出張有。営業事
務経験3年以上。英語ビジネスレベル。

マタニティとランジェリーウェアのショップ及
びオンライン販売を行う企業にてデザイナー
を募集。マタニティ・育児向けの機能的な既
製服コレクションの考案とデザイン。婦人服に
関するデザインや製品開発の経験のある方。

香港/新界 24K～30K RGF 香港技術系（IT・通信）/商社

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてデジタ
ルマーケティング担当者を募集。日本と香港
マーケットでのSEO対策、Webサイトの更新、
その他。デジタルマーケティングに興味ある方、
経験者優遇。

その他アジア 30K～35K 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）/
コンサルタント

ミャンマーの日系企業の進出を支援する会計
事務所にて公認会計士を募集。日系顧客向け
税務・会計アドバイス。コンサルティング業務
全般。日本もしくは米国公認会計士、税理士の
資格を持つ方。勤務地：ヤンゴン（ミャンマー）。

RGF 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）

35K～40K

日系大手メーカーでプロダクトマーケティング
担当者を募集。業界情報の収集と報告や本社
との連絡のアシスタント業務。中国やアジア
諸国への出張有。英語または北京語ビジネス
レベル必須。

香港/九龍

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～25K

日系物流会社にて経理・総務の担当者を募集。経理総務
業務全般と出入金管理、月次・年次レポート作成、会計監査
対応。ベンダーへの定期支払業務、請求書発行指示。出勤
管理・賃金支払業務。本社への定期報告。経理・総務業務ま
たは物流業界・製造業界経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍

ファイリング、データ入力、電子メールなど、日本
の役員に秘書業務や管理業務全般。会議や必要
関連資料の準備、議事録作成、その他の業務
サポート、日英翻訳など。南アジアエリアへの
出張が可能な方。

30K～35K

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍 18K～22K
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香港 香港＆広東

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

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～35K高級串揚げ専門店での料理長。

Reeracoen生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～20K東莞

日系大手総合商社関連会社にて、工場の間接
部門の業務全般をおまかせ。雇用主は香港法
人だが、勤務地は東莞で、中国でVISAも取得
し人民元での給与支給になる。

Reeracoen25K～30K香港/九龍
日系大手専門商社にて、営業マネジャーを募
集。既存フォローが中心で、日本、中国などへ
の出張有。アジア各国のクライアントと英語で
やり取りも。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍 25K～30K Reeracoen
大手日系専門商社で、営業マネジャーを募集。
主に日系の既存顧客フォローが中心となり、
中国・東南アジアにあるクライアントの各拠
点への営業活動を担当。

Reeracoen25K～35K香港/九龍

大手日系電子部品メーカーにて営業を募集。既
存フォロー、新規開拓の両方を担当する。中国
大陸への営業活動も強化していく方針のため、
北京語のできる経験豊富な方を希望。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K

一部上場の香港法人にて、香港や中国大陸にお
けるビジネス開発者を募集。日本では様々な分野
でNo.1クラスのビジネス規模を誇るが、中華圏
では現在拡大中のため経験豊富な方を求めてい
る。小売・飲食の経験豊富な方大歓迎。

香港/九龍

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/香港島 25K～30K
日本食レストランのメインシェフ。現在、日本人
専門シェフが不在のため、揚げ物の技術を持
つ日本人シェフを募集。

Reeracoen

20K～30K香港/九龍
香港企業の日系食品会社にて、MDの秘書を
募集。飛行機、ホテルの手配、資料作成、電話
応対、スケジュール管理にとどまらず、日本から
の顧客対応まで行う。

サービス系/外食・フード Reeracoen

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 is tant 
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
経験必須。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

18K～30K香港/香港島
香港、中国、オーストラリアなどで展開、日本人
のお子様を対象とした塾講師を募集。塾講師
経験2年以上、海外勤務経験必須。教員免許
取得者歓迎。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

香港WORKS
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 18K～22Kジャパンデスク担当：仕事上で英語使える方。

香港WORKSサービス系/外食・フード 35K～45K香港/香港島 寿司レストランでの寿司シェフ。

Reeracoenサービス系/外食・フード

サービス系/外食・フード

23K～30K香港/九龍

日系大手飲食企業にて、商品開発者を募集。
メニュー考案だけでなく、開発した商品の原
価管理・計算や、各店舗でイメージ通り調理さ
れているか、味や見た目が再現出来ているかの
管理も。

20K～25Kサービス系/外食・フード Sushiバーレストランでのホールスタッフ。

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。日本語および英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/香港島 15K～18K+

コミッション

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必須。北京語日常
会話レベル必須。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

会計経理・経営管理/
医療関連 16K～23K香港/九龍

大手日系企業にてAccounting Assistant 
を募集。内部監査・会計業務全般を担当する。
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 

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 17K～23K香港/九龍

日系旅行代理店にて営業職を募集。BtoBの
コーディネート業務を中心とし細かな業務迄一
貫して担当する。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/九龍営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 18K～20K

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。

CA HUMAN
RESOURCE
LIMITED 

香港/九龍生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 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。

香港WORKS香港/香港島

ビジネス（香港・広東共通）
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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

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港18K～28K

電子部品企業にて経理業務全般。香港人部下
の管理、中国工場との連絡業務。★日本および
香港両方での経理業務経験者（双方地域での
会計システムを熟知していること）。

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 インテリジェンス

香港15K～30K

機械部品の関連企業より営業。新規開拓、既存
顧客対応として出張有。★4～5年以上の営業
経験（業界不問）半導体の販売経験者は尚可。

香港/九龍 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） 18K～22K

電子部品商社にて営業募集。新規開拓と顧客
フォロー。華南地域への出張多。★英語、北京語
要。3年以上の電子部品業界または商社での
経験必須。

香港/九龍 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） 18K～30K

香港WORKS
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 30Kアパレルデザイナー。

品質管理部長。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～25K顧客窓口＆セールス。

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）

20K～26K香港/九龍

プロモーションキャンペーンのCS（デザイン・
メールマガジン等）。電話またはメール応対
（日本語）。★PC作業とコミュニケーションに
優れた方。

香港WORKSその他
華南地域

RMB
25K～35K

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港20K～30K香港/香港島

パートナー顧客の香港および中国における新規
ビジネス開拓のサポート（会計・税金関連）。
★関連ビジネス開拓経験、英語ビジネスレベル、
北京語あれば尚可。

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！

香港WORKS東莞
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
30K～35K

総経理または副総経理（恵州工場管理）。

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/九龍 25K～40K

電子業界より経理ポジション（および管理業務
全般）。★長く経理実務経験があり、フルセット
アカウント可能な方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン

15K

ジュエリーデザイナー募集。★3～5年の経験。
言語は北京語ネイティブレベル、英語/日本語
いずれかビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港/九龍

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

20K～40K香港/新界
人気日本食販売店より、秘書兼総務ポジ
ション。★経営企画もできるような、丁寧な仕
事が出来る方。要日本語・英語・広東語。

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 ～30K

アパレル業界より日系顧客向け営業兼マー
チャンダイザー業務（生産管理/納期管理等）。
★アパレル経験者優遇。北京語または広東語要。

電子部品業界より営業/アシスタント募集。見積
り作成、仕入先との納期調整、サンプなどの出荷
対応。★シッピング経験5年以上。物流・製造・
貿易関連経験者。英語ビジネスレベル、北京語
尚可。

広州 25K～50K インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード

ラーメン店のセントラルキッチン運営管理、新
メニューの開発メイン。★スキル重視（スープ
仕込み経験）、北京語尚可。

広州 RMB
20K～25K

インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

［設備保守］必須条件：工場での設備保守経験者。
歓迎条件：①中国での就労経験ある方、②北京語
で業務交流できる方。

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） 25K

電子部品商社にて営業募集。価格交渉、納品
管理、問い合わせ・インボイス対応など。華南
地域へ出張有。★英語日常会話レベル。

香港/新界

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～26K

営業。日本本社と連携した新市場開拓及び
新製品開発。中国企業の新規開拓(ローカル営業
と連携)。★中国勤務経験者。プラスチックフィ
ルムまたは樹脂関連経験者優先、取引業界
の経験者でも可。北京語ビジネスレベル。

深圳

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
小売・流通・通信販売 香港/九龍

繊維・縫製の品質チェック。お客様は日系アパ
レル企業等。まれに工場へ過程のチェックに
出張も。★業界経験者歓迎。英語または広東語
ビジネスレベル。

応相談

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

香港/九龍 20K～23K
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（所在地） 広州天河区珠江新城華利路

（間取り） 3LDK　191㎡（建築面積）

（環　境） 地下鉄駅、AEON近く

（室　内） 家具、家電一式付き

（備　考） ブール、ジム、24時間セキュリティ、欧州調の落ち着いた内装

（月　額） 9,000元～

エ ジ ン バ ラ

（所在地） 広州天河区珠江新城花城大道37号

（間取り） 2LDK　90㎡（建築面積）

（環　境） 銀行、コンビニ、輸入食品店、日本料理、AEONなど生活便利

（備　考） ブール、ジム、24時間セキュリティ、日本人多

（室　内） 家具、家電一式付き

（月　額） 9,000元～

富 力 天 河 华 庭

君 玥 公 館

（所在地） 天河区华庭路

（間取り） 2LDK  118㎡

（環　境） 日本料理、コンビニ、クリニック、銀行、天河体育中心、IKEA

（備　考） プール、テニスコート、ジム、24時間セキュリティ

（室　内） 家具、家電付き、充実した設備

（月　額） 14,750元

ライフパートナーライフパートナーライフパートナー 広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州市天河区花城大道3-7号
南天広場6階F2-IB

(86)3881-3137/2014

広州
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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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