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ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは
HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402

第七回香港和僑会恒例

各回先着

60
名様

Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Road, 
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
お問合せ：香港和僑会事務局（news@wa-kyo.org)
Website： http://www.wa-kyo.org
連絡先： オフィス (852) 2730-1055　高橋 (6850-9300)

第1回目講演 14：00～15：00 (受付13:30～）
第2回目講演 15：30～16：30 (受付15:00～）

6　17　●開催日時：

料金： 大人　会員 HK$100、一般 HK$150　子供　HK$ 50
※未就園児をお連れいただいた場合でも子供料金を申し受けます。

●会場：香港和僑会オフィス

月 日（土）

主催 協賛
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

Calvin Kleinウォッチ＆ジュエリー
2017春夏コレクション

シンプルで女性らしいデザインでプレゼントに最適！
　アメリカの世界的ファッションブランド「カルバン・クライン」が、2017年春夏の新作

ウォッチ＆ジュエリーを発売。1997年からスウォッチグループと共同で製造されている

時計シリーズ。今期は、女性らしいシンプルで優しいデザインが特徴。色は全3色。バンド

が2重になっていて、シンプルながらも、パーティなどのドレスアップシーンのコーディ

ネートにも最適だ。続いて、新作ジュエリーのコンセプトは「メッセージ」。シンプルな

ネックレスとブレスレットに、「LOVE」、「ETERNITY」の文字がさりげなく入ったデザイン。

色はピンクゴールドとシルバーの2色。価格はHKD400～750。プレゼントとしても喜ばれ

る今期の新作をぜひ店頭でチェックしよう！

目を引くデザインでまわりと差をつける！
　スポーツウェアを販売するPure Apparelから

2017年春夏の新シリーズが登場。幾何学的な

ジャングルの柄で目を引く明るいデザインが特

徴。心地よさと機能性を兼ねそなえ、4方向のスト

レッチ、耐久性、防臭対策もバッチリだ。新しいウェ

アで気持ちいい汗を流そう！

Pure Apparel春夏の新作
「トロピカルカプセルコレクション」

発売中

Shop 2023, Level 2, Ifc, 2-38 Yun Ping Rd., Central（Central店）
G/F., Shop 107 Lee Gardens Two, CWB（CWB店）
(852)2882-7143（Central店）、(852)2234-7132（CWB店）

Shop B224B, Basement 2, Time Square, CWB（CWB店）
Shop B212, Basement 2, K11 Art mall, 18 Hanoi Rd., TST（TST店）
Kiosk SHT K1, Shatin, Shatin Station（SHATIN店）
(852)2506-2508（CWB店）、(852)2518-9709（TST店）、(852)2462-6680（SHATIN店）

3/F., Hutchison House 10 Harcourt Rd., Admiralty（Hutchison House店）
3/F., ifc mall, 8 Finance St., Central（ifc店）
25/F., Soundwill Plaza, 38 Russell St., CWB（Soundwill Plaza店）
4/F., Lincoln House, Taikoo Place, 979 King’s Rd., Quarry Bay（Lincoln House店）
(852)8105-5838（Hutchison House店）、(852)8129-8000（ifc店）
(852)2970-2299（Soundwill Plaza店）、(852)8129-1188（Lincoln House店）

Comix Home Base, 
7 Mallory St., Wan chai
10:00～22:00
無料

Log-on、HMV、CSL
(852)3403-2813

イヤホンはライフスタイル！ 季節ごとにチェンジを！
　個人的のセンスとスタイルを反映できるスウェーデンのイヤホンブ

ランド。「Urbanista」のイヤホンは各国の都市名称がつけられたシリー

ズ。San Francisco、Seattle、Berlin、Boston四つのシリーズはそれぞれの

特色があり、様々な好みに対

応できる。どれが自分のスタ

イルに相応しいか、店頭で手

に取ってみては。

現代人に相応しいイヤホン
「Urbanista」

発売中

早くも秋シリーズ‐ROOM 303登場
　女性に人気のあるイタリアンブランドMiu Miuの新しい秋シリーズ

‐ROOM 303が発表された。プロカメラマンAlasdair McLellanがロン

ドンのMayfair Hotelにて撮った商品写真はリラックス感や、女性らしい

シャイなイメージを与え

る。ジュエリーのバックル、

カシミヤとウールコート、

シルクドレスも今回シリー

ズの特色。興味がある人は

ぜひショップへ。

Miu Miu
オートネン2017 

Ka Sau Chan's
Nasal Snoring Center

6月11日～

「いびき」をテーマにしたユニークな展示会
　普段なら気になって寝れないと感じるいびき。しかし、一度パート
ナーのいびきになれると安心感や心地良さを感じるようになることも

ある。そんな感情をテーマに、観客に
ユーモアのある生活の一コマを想像さ
せるようなアート作品を集めた展示会
が開催される。

香港ピックアップ
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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

香港ローカルニュース
  丸亀製麺を運営するトリドールが香港の有名店を買収

2017年05月16日
　丸亀製麺（うどん店）などを世界的に展開している日本企業トリ
ドールホールディングスが、香港の有名ヌードル店「譚仔雲南米
線」の運営会社とその関連会社の全株式を「約150億円」で買い取
るという発表をおこない、香港ではその金額の大きさに驚きの声
が上がっており、また、「譚仔」ブランドを育ててきた譚（タン）一族
の兄弟不仲がクローズアップされ話題になっています。
　「譚仔雲南米線」は香港の若者を中心として人気のローカル

ヌードル店舗で約50店舗を香港域内で展開しています。30～40香港ドル程度（約500円）で米線（ライ
スヌードル）が注文ができ、好きなスープベースやトッピングが選べます。
　2008年までは譚（タン）一族の兄弟が「譚仔雲南米線」を運営していましたが、経営方針や利益分配に
関する衝突が起こり分裂。兄は別ブランドとして「譚仔三哥米線」を開店し、弟は「譚仔雲南米線」として
店舗を継ぎました。今回、トリドールは弟が運営している「譚仔雲南米線」を買収し「中国本土に進出して
店舗網を拡大する！」と意気込んでいるのですが、譚仔という商標は兄が既に中国で取得していることか
ら、中国ではこの商標が使えないとの噂もありますので、今後のトリドールの展開には注目です。
　なお、今回の報道に対して香港内では「150億で売れたなんてすごい（高い）」、「買収後、値上げとな
らないかが心配だ」、などの様々な声が上がっています。
　トリドールは2011年にハワイに丸亀製麺を初出店して以来、香港含む世界11ヶ国・地域に約200店
舗を出店しています。今回の大規模な買収によりさらなる海外での成功が期待されます。

  香港の焼肉「牛角」で男女が大乱闘
2017年04月25日

　旺角に位置する日本の焼肉レストラン「牛角」で、男女のカップルが2,200香港ドル（約31,000円）の
支払いを巡って口論となり、殴るなどの大乱闘に発展しました。二人は怪我を負い病院に運ばれた
後、警察に拘束されています。
　今回、派手な喧嘩を繰り広げたのは、事件の2日前にインターネットを通じて知り合った37歳の男性と
38歳の女性。初デートということもあり、派手に飲み食いをしたカップルの支払い金額は2,200香港ドル
（約31,000円）となり、男性がワリカンを要求した結果、女性側が「男性側から誘ったのだから男性が払っ
て当たり前でしょ！」と拒絶したところから喧嘩の火種が生まれたようです。

結局、女性側も1,100香港ドルを出したようですが、男性は女性の支払い
の態度が気に入らないと腹を立ててお金を破り捨て、それを見た女性は
堪忍袋の緒が切れて殴り合いのケンカへと発展したようです。男性は鼻
を、女性は手に怪我を負いました。
　今回の支払いトラブルの事件に対して、インターネット上では「あまり知
らない間柄ならワリカンは当然」、「なんで男がいつも払うの？」、「昔の人
なら男がすぐに払ったけどね」、「牛角は男二人で食べても700香港ドルく
らいなのに、2,000香港ドル超えるってすごいな」、などと様々な声が上
がっています。
　以前、とある香港人女性が「始めはおごってもらうけど、長い付き合いになったら相手の懐も気にな
るので時々ワリカンにする」と言っていました。さて皆様のご意見はいかがでしょうか。
本日午前10時頃、事件の真相が明らかとなる香港牛角のオーナー黃傑龍（Simon Wong）氏のコメン
トがアップルデイリーに掲載されました。
　実際には、男性側が全ての料金を支払おうとしたところ、女性側が断り、女性側が男性の手の中に
500香港ドルを握らせた。これに腹を立てた男性が、女性から渡されたお金を破り捨てたことが大乱
闘の発端となったようです。
　さらに理解しがたいニュースとなりました。

   香港で蚊が大量繁殖中
2017年05月15日

　香港内の蚊が、大量繁殖していると東方日報が伝えました。香港政府
は毎年、34地域で蚊の観測をおこなっていますが、今年4月の観測では
13地域で蚊の繁殖が確認されました。昨年の4月はどの地域でも蚊が発
見されなかったそうです。
　香港は4月から9月は雨季となり、雨によってできた水たまりから蚊が
一気に繁殖するようなので、ご自宅でのバケツに水を溜めるなどの行為

も控えるべきだと香港政府は注意を呼びかけています。蚊が媒介する伝染病（日本脳炎、デング熱な
ど）も多いため注意が必要です。ちなみに香港にいる蚊は日本の蚊よりも痒いとも言われています。
　蚊だけでなく、ブヨ（サンドフライ）という虫は、蚊以上にも強く長引くかゆみを起こしますので、これ
からの時期は虫除けスプレーが必須となりそうです。外出時、在宅時ともに虫除け対策を怠らないこ
とをおすすめします。

プレゼンツ

ローカルニュース
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広州

   香港ドラゴンボート・カーニバルが6月2日に開催
　6月2日（金）～4日（日）の3日間、香港ドラゴンボート・
カーニバルが中環（セントラル）ハーバーフロントで開
催されます！ 毎年、日本チームを含め世界各国からの
チームが参加し大盛り上がりとなるビッグイベント。応援
会場で開催されるサンミゲルビール・フェスタでは、音楽
バンドによるパフォーマンスやビール飲み大会がイベン
ト全体の雰囲気を益々盛り上げます。
　ドラゴンボート・カーニバルは毎年6～7月頃（旧暦の

端午の節句が終わった後）に行われる香港の恒例イベントの1つ。1976年に初めて開催され、当時の
開催地は香港島の東にある筲箕灣（サウケイワン）、参加者は香港勢9隻と海外勢は日本の長崎だけ
という小規模なものでした。現在では国際大会が8レース、海外からは15か国のチームが参加すると
いうビックイベントへと成長しています。そして香港返還20周年の節目を迎える今年は、香港各地の
精鋭チームによる「20周年特別レース」も企画されています。
　ドラゴンボートの漕ぎ手のタイミングを合わせる太鼓の音が海に鳴り響き、各チームのカラフルな
旗が空に舞う華やかなイベントです。入場料無料で気軽に訪れることができますので、是非楽しんで
みてはいかがでしょうか？
≪ 香港ドラゴンボート・カーニバル ≫
場所：中環海濱（Central Harbourfront Event Space）（Google Map）
開催日：2017年6月2日（金）～6月4日（日）
試合開始時間：2日（金）12:30pm、3日（土）8:30am、4日（日）8:30am
入場料：無料

   ルーブル美術館の収蔵品が香港で展示
　世界で最も有名な美術館の1つであるフランス・パリ
の「ルーブル美術館」の収蔵品約130点が、7月24日ま
で、沙田（シャーティン）にある香港文化博物館で展示
されます。
　今回の展示作品には、オランダ巨匠のレンブラント・
ファン・レインの作品「病人を癒すキリスト」、バロック期
の有名な宗教画家アンソニー・ヴァン・ダイクの作品
「Saint Sebastian Bound for Martyrdom」、ギリシャ・アテ
ネから出土した紀元前500年頃の馬の首の塑像、紀元前2,500年頃の古代エジプト第5王朝の高官の
像など、幅広い分野が展示される予定となっています。
　ルーブル美術館は元々、フランスの王が使用していたルーブル宮殿内に設立されたことが始まりで
す。ルーブル宮殿は12世紀より王宮として使用され、約800年にわたり時の権力者によって美術・芸術
のコレクションが集められました。

　現在では国立美術館となっているルーブル宮殿、世界的に有名なコレクションを見ることができる
稀な機械を是非、お見逃しなく。
「Inventing le Louvre: From Palace to Museum over 800 Years」
開催日：2017年4月26日～7月24日
場所：香港文化博物館
ウェブ：http://www.heritagemuseum.gov.hk/en_US/web/hm/exhibitions/data/exid246.html
入場料：20 HK$（全日制の学生、高齢者や身体の不自由な方には割引あり）
休館日：毎火曜日（祝祭日は除く）

   古代エジプトのミイラが香港科学館で展示
　イギリス大英博物館が所蔵する3000年以上前の古代エジプトのミイ
ラが6月2日から10月18日までの約5ヵ月間、香港科学館で展示されます。
　今回、展示される6体のミイラは歌手、子供、貴族の女性や司祭など身
分が様々です。また、ただミイラを眺めるのではなく、CTスキャン（コン
ピューター断層撮影）を使って、ミイラの衣装・皮膚・骨格や内臓までも透
視し、人間の目ではみることのできない姿までをも見られるという、科学
館らしいアプローチとなっています。
　その他にも、楽器、お守りやおもちゃなどのエジプト人の当時の生活
が感じられる200点もの品々が同時に展示されます。
　3000年以上前に栄華を誇ったエジプト古代文明を身近に体験できる
チャンスですので、是非ご覧になってはいかがでしょうか。

「ETERNAL LIFE」
開催日：2017年6月2日～10月1日
場所：香港科学館
ウェブ：http://hk.science.museum/en_US/web/scm/se/se.html
入場料：30HK$（全日制の学生、高齢者や身体の不自由な方には割引あり）
　　　  毎水曜日は無料
休館日：毎木曜日（祝祭日は除く）

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc
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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/香港島 RGF 香港18K～23K

日系電子部品商社にて総経理を募集。人事労務、
会計などの管理部門のチームの統括や営業
部門の管理。日本及びアジア地域へのプリン
ター部品の輸出管理。10年以上のメーカー
または商社での営業経験者。

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港50K

マタニティとランジェリーウェアのショップお
よ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/九龍 RGF 香港
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～25K

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。
中国工場への出張あり。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。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～30K

日系大手物流会社にて秘書業務担当者を募集。
日本人重役秘書業務。スケジュール管理、文書
事務、電話、来客者応対。総務部のサポート業務。
英語ビジネスレベル必須。北京語・広東語出来る
方歓迎。

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

19K～20K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 18K～24K

大手日系銀行にて企画総務シニアオフィサーを
募集。部門内の内部統制の構築、運用状況の
監査、与信管理に関連する報告書の作成など。
金融機関等で主に内部監査業務、リスク管理
業務、融資管理業務の経験をお持ちの方。

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 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 35K～45K

証券会社にて、貸株ビジネス（Securities 
Lending Services）のジュニアトレーダー
担当者を募集。現地顧客、投資家への営業活動、
商品説明や受発注管理、東京本社への取り次ぎ
業務など。英語ビジネス上級必須。

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

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

RGF 香港20K～23K香港/香港島

日系大手総合商社の電子部品関連の営業担当者
を募集。既存顧客のフォローと新規顧客開拓、
発送管理などの業務。3年程度の営業経験の
ある方。英語または北京語必須。

RGF 香港香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

40K～50K

外資系IT企業にて、オンラインゲームのカスタマーサ
ポート（夜勤務/16：30～/シフト制）を募集。日本人顧客
からの問い合わせ対応。顧客レポート作成、翻訳業務。基
本的なパソコンスキルのある方。オンラインゲームやモ
バイルゲームが好きな方歓迎。英語日常会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 20K～25K

日系保険ブローカーにて資産運用コンサルタン
トを募集。資産形成コンサルティング及び提案。
香港の日系法人企業のリスクコンサルティング
とフォローアップ。保険ライセンス保持者優遇。
コミュニケーションスキルの高い方。

大手電気通信サービスプロバイダーにてコーポレートセー
ルスエグゼクティブを募集。各種携帯デバイス、データ、
マルチメディア商品の法人営業や企業向けソリューション
の調査と開拓。法人営業またはサービシング業務経験者。
情報通信技術の知識のある方歓迎。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/
その他サービス 20K～25K RGF 香港香港/九龍

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香港/九龍

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
諸国への出張有り。英語または北京語ビジネ
スレベル必須。

日本 17K～20K RGF 香港
技術系（建築・土木）/
建設・建築・
内装・住宅関連

日本の電線の地中配線工事を請け負うエンジ
ニアリング会社にて施工技術者を募集。日本で
の1～2年の研修後、本社（日本）もしくは香港
支社を基点として世界各地で業務。出張有り。

日本 20K～25K RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

大手ITベンチャー企業が日本・福岡にてモバ
イル広告アプリのプランナーを募集。企業用集
客アプリのプランナーとして利用促進、イベン
ト・セミナー企画運営。アプリケーション使用
方法やプロモーションの企画・提案。

香港/新界 30K～35K RGF 香港技術系（IT・通信）/商社

日系大手物流企業にて営業担当者を募集。新規
顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。５年
程度のフォワーディング業務または輸出入業務
経験のある方。ビジネスレベルの英語もしくは
北京語、広東語が必要。

その他の
中国地域 20K～25K RGF 香港営業・販売系/商社

日系EMS事業・物流企業にて、営業担当者を
募集。中国国内の製造メーカー顧客の開拓や
図面、仕様書に基づいた顧客折衝、契約書の
締結。工業製品の営業経験者歓迎。北京語
ビジネスレベル。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～40K

非日系電子部品メーカーにてQAマネジャーの募集。QA
および環境システムを設計、実装、管理。QMSとEMSの
定期的監査。QMS ISO9001/EMS ISO14001、
RoHS指令とREACH規則、製品安全基準に関する知識
を有する方。英語・北京語ビジネスレベル。

その他の
中国地域

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

日系電子部品・化成品商社にて、駐在員・総経理
クラスの営業マネジャーを募集。香港現地法人
のマネジメントおよび営業業務。現地企業の
ニーズ発掘、上海・タイ法人との連携。10年以上
の製造業の営業もしくは購買調達経験者。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/新界 50K～70K
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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

キングスウェイ
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 ～20K
学習塾における英語講師。会社提供の教材を
用いて、小中学生の生徒へ指導。トレーニングの
実施あり。指導レベルの英語力。ビザサポード可。

インテリジェンス
香港16K～35K香港/香港島

大手IT企業の営業。★システムインテグレー
ション、データセンター、ネットワークのどれ
か一つでも経験がある方。営業経験者。

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港 40K～50K
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。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験者。

インテリジェンス
香港

キングスウェイ
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 ～29K
翻訳サービスの手配業務。翻訳者の選定、プロ
ジェクトのスケジュール管理。日本本社とのやり
取り。アイクロソフトオフィス運用スキル要。ビジ
ネスレベルの英語。ビザスポンサーチェンジ可。

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

～22K香港/香港島
金融経験ある方歓迎（新卒も検討可）。日系顧客
からの問い合わせ対応。営業部門のサポート、
翻訳、書類作成など。ビジネスレベルの英語。
ビザサポートあり。

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

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

20K香港/香港島
IFAのRM業務（日本のビジネスパートナー
または、エンドクライアントのサポート、各種
変更手続き）。★IFA経験者（または興味のある方）
英語ビジネスレベル。

香港/香港島 20K～24K

大手日系銀行より与信管理に関わるミドル
オフィス業務。レポート作成、データ整理、日本
本社との連絡。★2～4年の就労経験（金融
業界以外も検討可）。エクセル、パワーポイント
作成に慣れている方。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～22K香港/九龍
繊維試験担当。品質チェック、中国の工場へ
行って過程チェックをすることもあり。★経験
者歓迎！ 英語または広東語コミュニケー
ションレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリー
運営、部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

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

18K香港/九龍
書類翻訳（日本語→英語）、日本本社との連絡、
書類作成等。★日本語と英語に長けた方で、
翻訳・総務ポジションの経験者は尚歓迎！

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港16K～香港/香港島

広告会社より日本語スピーカーの営業募集！
★広告業界に興味があり、フレキシブルな方、
日本語・英語必須。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

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

16K
在宅業務も可の秘書ポジション。各ミーティン
グや出張手配。★英語ビジネスレベル、秘書
経験5年以上。[勤務時間]月～金9：00～
17：30（2017年12月末まで）。

香港/香港島

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 16K～20K香港/香港島

通信業界よりシニアマネジャーを募集。ソフト
ウェアのローカル版のテストなど。★通信機器
（携帯電話、タブレットなど）に強く、英語ビジ
ネスレベル。

～23K

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

日本での就労経験要。日系顧客に対する各種
保険の営業およびコンサルティング。セミナー
講師。コミュニケーションレベルの英語。経験
によりビザサポート可。

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 香港/新界 15K～18K

商品管理部：スタッフ、アシスタントマネジャー
募集。商品情報・在庫の管理。★事務経験者、
明るい方、仕事に対して真摯な方を希望。

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） 20K～25K香港/新界

電子部品商社より営業募集！ ★営業経験
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品を扱っていたらベスト）。30代
で英語または北京語できる方。

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/
物流・倉庫

～20K香港/新界
輸入航空貨物のカスタマーサービス（顧客受注
対応、各種出荷手配、当社内海外支店とのやり
取り、トラブル対応など）。★広東語必須、若手
歓迎！

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

20K香港/新界
ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプラ
イヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

インテリジェンス
深圳深圳生産管理・品質管理・購買/

メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

サプライヤー工場の品質管理全般。工場の定期
訪問・生産品の品質管理、検査管理。★品質
管理、検査関連の業務に携わった経験がある人
（玩具、雑貨系優遇）。英語か北京語でコミュニ
ケーション可能な方（英語優先）

インテリジェンス
広州広州会計・監査・経理/

メーカー（機械・電気・電子）
RMB

12K～20K 

日系製造会社の財務部長として、本社への月次・
年次決算報告、資金繰り表、支払伝票作成など
製造現場での経理・財務全般の業務を担当。
★中国での経理・財務経験のある方歓迎。

キングスウェイ香港/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

日系電子部品商社で、営業スーパーバイザー
業務。クライアントは日系企業となり、電子部
品の納期管理、既存顧客のフォローが中心。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 Reeracoen25K～45K

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応業務。
シフト制。空港で働きたい方、旅行や空港での業
務経験のある方歓迎。

香港/新界 Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K

日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
担当。クライアントの依頼に合わせた、日々の
入出荷のオーダー管理や在庫管理、納期管理
など。

香港/新界 Reeracoen営業・販売系/
物流・倉庫 20K～35K

日系商社より出向という形で、東莞の工場にて
勤務。技術系以外の事務系の仕事全般を担当。東莞 Reeracoen

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

RMB
15K～20K

一部上場の香港法人にて、香港や中国大陸にお
けるビジネス開発業務。日本では様々な分野
にてNo.1クラスのビジネス規模を誇るが、中華圏
では事業拡大中の為経験豊富な方を募集。
小売・飲食の経験豊富な方大歓迎。

香港/九龍 Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K

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

香港/九龍 ～20K
日本人マネジャーの秘書業務。スケジュール
管理、書類作成、電話、来客対応、営業、総務の
サポートなど。英語ビジネスレベル、ビザサ
ポート可。

2年以上の経理経験。グループ全体の経理管理
補佐。経理部長の補佐、その他アジア拠点への
出張あり。ビザサポート検討可。

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。

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

香港/香港島 ～35K
金融経験不問、事務経験ある方歓迎。投資顧問
会社における金融商品の説明、契約後のアフ
ターサポート。営業部門サポートなど。ビジネ
スレベルの英語。ビザサポート検討可。

キングスウェイアジア拠点 応相談
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

キングスウェイ香港/九龍
会計経理・経営管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

～30K

日系商社にて、経理業務および2～3名程度の
マネジメント業務。事業会社での経理経験必須。 Reeracoen営業・販売系/

専門商社・総合商社 香港/香港島 20K～30K

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 Reeracoen25K～40K

日系証券会社にて、機関投資家向けの営業を
募集。日本や香港での証券業界での経験者の
応募大歓迎。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 Reeracoen20K～30K

日系金融企業にて、法人向け保険商品の営業。
ノルマがなく、コミッション制もないため、安定
した働き方が可能。

投資顧問会社での顧客開発マネジャーを募集。
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

25K～30K+
コミッション

香港WORKS香港/香港島

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

広州 RMB
15K～20K 華南WORKSサービス系/外食・フード 大手飲食チェーン店舗スーパーバイザー。

香港/九龍 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）

アパレルデザイナー。

深圳 RMB
25K～30K 華南WORKS

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

QC（品質管理）マネジャー。

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35Kセールス＆マーケティングマネジャー。香港/九龍

香港WORKSクリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～22KDTP制作オペレーション&営業補助。香港/九龍

寿司板前。 香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～45K
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香港＆広東

　広報担当者によると、HSBCやシティバンクは今年末までに韓国や英国の支
店数を大幅に削減すると発表しているが、香港には同様の動きは見られない。
デジタル化が進む局面においてもなぜ香港では銀行は支店を保持している
のか。そこにはいくつか理由がある。
　HSBCのGreg Hingston氏は、「支払い等基本的な取引はオンラインなどへ
と移行が進んでいますが、我が社の顧客は引き続きパーソナライズされた
サービスを要するウェルス・マネジメントやモーゲージサービスに各支店を
利用しています。依然としてデジタルバンキングを使用しない顧客も一定数
おり、我々は彼らにサービスを提供するための投資を続けています。香港で

の支店あたりの顧客口座の集中度と、我々のネットワークの生
産性が非常に高い点は、他の市場と比較しても大きく異なるか
らです。また、香港の顧客は仕事場にどれだけ近いか、といった
利便性を重視する傾向があるのも、支店を維持する理由の1つ
です。」 と語る。
　Randstad Hong KongのMaggie Li氏曰く、「オランダのINGは
1,000人のスタッフを解雇し、デジタル化への移行を強化しまし
た。しかしそれが進んでいない香港では、支店の大幅な減少は起
きていません。こういった流れは、香港に雇用の面でプラスの効
果をもたらしています。」非常に高額な住宅価格も理由の1つだ。
　EYの金融サービス担当であるKeith Pogson氏は、「香港の住宅
ローンは他の地域の住宅ローンよりもはるかに額が大きいので、
銀行が支店を閉鎖した場合には必然的に大きな収益を失うことに

なるのです。」と語った。実際支店閉鎖は収益性の低い分野では起こっており、
昨年BEAは東アジアの証券を扱う22店舗全てを閉鎖した。
　香港銀行規制当局も実店舗を維持することを望んでおり、今後さらに多く
の銀行支店が開設される予定で、3つの紙幣発行銀行と5つのリテールバン
クは、遠隔地や公営住宅地の住民に基本的な銀行サービスを提供するため
に約10箇所の支店を開設し、1年以内に1つのモバイルブランチを展開する
予定だという。
　そんな中、支店内の様子に変化もある。
　「最近では取引を提供するだけでなく、顧客に追加のサービスを販売するこ
とが増えています。これは、銀行が支店スタッフの能力を高めるべく、彼らに多
少の変化を促したことを示しています。」
　現在、銀行側は提供サービスの順応と、多くがデジタル・ブランチ化の模索
を始めており、その他の「適応化」もなんらかの閉鎖と合理化を含んでいる可
能性がある。
　中国銀行の香港担当者は、「今後とも当行は革新的な銀行サービスの提供
経路を活用し、従来の支店サービスを超えて銀行の利便性を顧客に提供する
ために、支店ネットワークを合理化する可能性を模索し続けます」。と述べた。
　香港の消費者達が徐々にテクノロジー化に順応し、銀行が提供するサービス
も向上すれば、こういった変化のペースが加速する可能性は高くなるだろう。

香港の銀行事情
世界中で銀行の支店数は減っているが、
なぜ香港ではそうならないのか？

ビジネス（香港・広東共通）
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日経新聞を読むことが仕事の流れの一部になっているそ
うですね。
　新聞自体は学生の時から日常的に読むようにしていました。
日経新聞を読むようになったのは、社会人になってからです。
香港では毎朝届く日本経済新聞 国際版をオフィスで読んでい
ますが、日本への出張時にも駅の売店で購入して読んでいま
すし、場所に関わらずほぼ毎日欠かさず読んでいます。『日経
平均と円・ドルダービー』にも良く応募しました（笑）。最初は書
いてあることが読み切れず、苦痛でしたけど、読めるようになる
と面白いですよね。日経新聞を読むことは、仕事の中で自分の
ルーティーンとして身についている習慣です。ニュートラルな情
報を発信しているという安心感もありますし、読まないと何だ
か気持ち悪くて不安になってしまうかもしれません。

普段どのような読み方をされていますか。
　平日は毎日、昼休みの時間を利用して紙版を読んでいます。
経済のニュースや株価など、社会人として必要な情報として一
通り目を通し、社会情勢を把握するようにしているのは勿論で

すが、私はまず記事を読む前に、必ず紙面下の広告部分を見
るんです。本や雑誌の広告などが掲載されていますよね。経済
だけじゃなく芸能関係のものもあったりしますが、タイトルや
内容にその時々の世相が反映されていて興味深いなと思いま
す。経済の本であったりとか、コンサルティングの本だとか、為
替の本だとか、毎日多くの広告が載っていて、中にはすぐその
上の記事とは正反対のことを言っているタイトルだったりする
こともあって面白いです。実際にその広告を見て購入した本も
あります。

文化面にも注目されているそうですね。
　読んでいて、また見ていて面白いな、と感じるのは１面と文化
面、いわゆる「一番表と一番裏」だと思っています。１面のトップ

記事はその日の経済社会のニュースのなかで読者
に一番伝えるべき出来事として書かれていますか
ら注目していますし、その横に定期的に掲載される
連載記事もその時の経済や社会の流れに沿った読
みやすい記事で、テーマも面白いのでよくチェック
しています。文化面は仕事には直接かかわる部分
ではありませんが、必ず目を通しています。何で読ん
でしまうのかなと考えると、やはり著名な方々の生
の声を読むことができるからだと思います。「私の履
歴書」や「交遊抄」など、直接伺うことのできない著
名な方々の話を知ることができるのは貴重ですよ
ね。あとは私の好きな歴史についての記事が載るこ
ともあって、そんな時は更にじっくり読んでいます。
私にとって、楽しみながら知識を深めることができ
るのが文化面です。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　弊社は、株式会社明正が100％出資する海外拠点として
2002年に設立されました。主に、中国と香港間、そして香港
内の物流と倉庫管理業務、物流コンサルティング業務などを

行っています。工業用部品を多く取り扱っており、部品もピー
ス単位で管理するなど、日本企業らしいきめ細かなサービ
スを心がけています。現在、香港にある既存の冷凍倉庫を改
装工事中で、この6月に香港食物環境衛生署よりライセンス
を取得予定で、今後は冷凍及び冷蔵の食品も取り扱って行
く予定です。日系の企業が自社で冷凍倉庫を持っているとこ
ろはまだないと思うので、これからも香港内での人気が続く
と思われる日本の食品を、「安心・安全」の日本のサービスで
取り扱う会社として香港内外のお客様に広く知って頂きたく
思っております。また、弊社では、香港進出のお客様、すでに
香港進出済で香港事務所のコスト改善を考えのお客様向け
に、貿易書類作成、支払手続、政府関連書類その他雑用等、
事務所運営の代行をするバーチャルオフィスサービスの提
供も行っています。こちらの分野でも、今後は食品関係の会
社にも是非注目していただき、サポート件数を増やしていき
たいと思っています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

一番面白いのは「一番表と一番裏」
文化面にもじっくり目を通して
仕事にも生活にも広がりを

日本経済新聞 国際版・電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

香港・華南地区をはじめ、海外で活躍する日系企業の方たちに
不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞 国際版」。
今回はMeisei Hong Kong Limitedの小玉恒さんに、

日経新聞の日常への取り入れ方と仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

明正（香港）有限公司
董事総経理
小玉 恒（こだま ひさし）さん
株式会社明正にて、商社での修行も含め日本での仕事
に従事した後、2002年同社の香港事業所立ち上げのた
め来港。以降、現職。主に週末に活動している自身が所属
するバンドではドラムを担当し、月一回程ライブも行って
いるほか、ヴィンテージの時計集めも趣味。

明正（香港）有限公司

住所：suite 809-810, Shatin Galleria 18-24, 
　　  Shan Mei St., Fo Tan, Shatin, N.T
電話：(852)2690-5203
ウェブ：www.meiseihk.com

ビジネス（香港・広東共通）
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