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香港

今週の香港ピックアップ 海外で作る自分年金セミナー
in香港＆深圳開催のお知らせ

8月4日～8月6日

　今年7月1日に香港は英国から中国に返還されて20年を迎えた。米国に次ぐ経
済大国に成長した中国にとって香港の経済的な重要性は低下しているとの意見
もあるが、大手格付け会社の米スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)は、香港の長
期発行体格付けを最高の「AAA」に据え置いている。その理由として、香港は経済、
金融、統治などの面で「一国二制度」が保たれており、多くの政策範囲が香港に認
められた「高度な自治」の下にあり、「中国化」は見られないと指摘している。
　S&Pは報告の中で、中国に返還されて20年を迎える中、香港は中国とのつなが
りが深くなっているものの、経済、金融、政府統治の面では中国と明確に異なる制
度が維持され、「一国二制度」の枠組みに合致しており、香港が「中国化」へと変化
を遂げたことを証明するような事象はなく、香港と中国の連動性が今後一段と強
まったとしても、それは両地間の経済と金融システムが1997年の返還以降に市場
化の方向へと進んだことによるものにすぎないと結論付けている。
　今年で香港在住が15年目となる謙信アセットコンサルティング(香港)の木津英
隆氏は「この20年間で一番大きく変わったことと言えば、両地間の経済と金融シス
テムが市場化の方向へと進んだことによって、中国人富裕層によるマンションの
買い占めが発生し、不動産価格が大幅に上昇したことだ。その一方、世帯別の平

均所得が不動産価格の上昇に追いついていないため、ほとんどのサラリーマン世
帯にとって不動産の購入が高嶺の花となっている。」と述べている。
　物価の高い香港での生活は楽ではないが、香港の経済自由度指数は22年連続
で世界一の評価を受けるなど、外国人にとって最もビジネスをしやすい環境が香
港にはある。いまでもアジア屈指の国際金融センターである香港の金融商品を活
用するメリットについて詳しく知りたい方は、「海外で作る自分年金セミナー」に参
加されてみてはどうだろうか？ 香港・深圳での個別相談会は随時開催しているの
で、気軽に問い合わせてみると良い。

アメリカとイタリアを融合したスペシャル料理
　リーガル九龍ホテル内にあるグリルレストラン「Mezzo」は、家族や

友人と一緒にワイワイと食事を楽しむのに最適でカジュアルな雰囲気

のお店。そんな同店で

は、8月13日までクラシッ

クなアメリカンイタリ

アン料理の代表料理を

期間限定で提供する。

リーガル九龍ホテル
グリルレストラン「Mezzo」

～8月13日

Cotai Arena, The Venetian Macao
19:00～
香港: (852)3128-8288
マカオ: (853)2855-5555
www.hkticketing.com/events/MCONECH0817
HKD140～HKD1,980

原作：藤子・F・不二雄
監督：高橋敦史
主題歌：平井堅「僕の心をつくってよ」

1/F., Regal Kowloon Hotel, 71 Mody Rd., TST
ランチ12:00～15:00、ディナー18:00～23:00
(852)2313-8778
www.regalhotel.com

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
8月4日（金）香港10:00～12:00もしくは19:00～21:00
8月5日（土）香港10:00～12:00もしくは14:00～16:00
8月6日（日）深圳10:00～12:00もしくは14:00～16:00
※以下HPの「セミナー申込」もしくはQRコードをスキャン
(852)9062-0532　　            　   www.kenshin.com.hk　　
kitsu@kenshin.com.hk　　 　 WeChat：hidekitsu1

ドラえもんがカチコチに凍る史上最大の危機!?
　日本の国民的アニメ「ドラえもん」の37作目となる長編劇場版「南極カ

チコチ大冒険」。真夏の暑さに耐えきれず南極にやってきたドラえもん

とのび太たちの、氷の下に眠る謎の古代

都市を巡る大冒険を描く。夏休みに家族

みんなで映画館へ見に行こう！

映画ドラえもん
のび太の南極カチコチ大冒険

8月3日公開

総合格闘技のマカオ大会
ONE:KINGS & CONQUERORS

8月5日

最強の男たちの熱い闘いがマカオで開かれる！
　アジア最大の総合格闘技団体ONE CHAMPIONSHIPによる今年で2回

目となるマカオ大会が8月5日に開催。メインイベントは、バンダム級暫

定王座決定戦となるビビアーノ・フェルナンデス（ブラジル）とアンド

リュー・リオーネ（アメリカ）の対戦。この注目の闘いを、ぜひ会場で観戦

しよう！

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締役。格付け
会社勤務経験を生かした金融商品のリスクとリターンの
丁寧な説明に定評がある。ブログ「香港IFA木津英隆のマ
ネーは巡る」でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

「香港返還20周年を迎えて」

香港ピックアップ
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香港広東

香港ローカルニュース
  旅行客増、家賃低下で香港の小売業に勢い
　香港で小売業を営む外資系企業と香港企業50社を対象に、
今後の事業拡大計画についてのアンケート調査がおこなわれ
ました。その結果、62％の企業が香港内での事業拡大を視野に
いれていると回答し、その他の多くの企業も前向きであるとい
う回答をおこないました。（JLL ジョーンズラングラサール調べ）
　香港はここ数年、家賃高騰や中国本土からの旅行客数減少
に悩まされ続けていましたが、不動産に関しては回答者全員が「まだ高すぎる」と答えたものの、家賃
高騰のピークであった2013年～2014年から比べると家賃が約50％も下落している地域もあることか
ら、これを好機と捉えて新規出店や店舗数拡大のタイミングをうかがっている企業が増えているよう
です。ショッピングモール内での店舗展開を検討するか、それ以外かについては意見が約半数に分か
れたようです。
　中国本土からの旅行客数も、2017年1～5月の旅行客数が2016年1月～5月と比べて3.4％増加して
おり、問題となっていた中国本土からの旅行客減少も回復傾向にあるようです。
　また、オンラインショッピングに関するアンケートも同時におこなわれました。香港はオンライン
ショッピング人気が低いものの、回答者の72％が「これから5年間のうちに消費者のオンラインショッ
ピング利用が増加するだろう」、との回答があったようです。
　小売業が低迷していた香港で、前向きな拡大計画のチャンスを図る企業が増えている喜ばしい
ニュースとなりました。

  西九文化区で無人自動運転バスのテスト走行開始
　九龍エリア、ビクトリアハーバーの西側に面した「西九文
化区（ウェストカオルーン）」で、今月から無人自動運転バス
のテスト走行が始まっています。1ヵ月間のテストを行い問題
がなければ、一般客の搭乗が可能になるようです。
　西九文化区は香港内で余暇・文化や芸術を楽しむために
設けられた施設で、40ヘクタールに及ぶ広大な埋立地には、
公園、広場、芸術作品の展示スペースなどがあり、今後は香

港の故宮博物館もここに設立される予定です。
　採用された無人自動車バスですが、フランス製「NAVYA ARMA」。ウェストカオルーンの敷地内の主
要エリアを走る路線バスとして200万香港ドル（約2,900万円）で購入されました。バスは11名乗りで、
立ち席はもうけないそうです。バス自体は時速40キロまで出るそうですが、公園内は時速15キロ走

行、10分程度で路線を1周できます。走行中、3m以内に障害物を見つけた場合は減速し、人やモノだ
けでなく、猫、犬や雀までも感知するとのことです。
現在この無人自動運転バスは、フランス、アメリカ、シンガポールなどで走行しており、全世界でもま
だ45台しか走っていないのだとか。早ければ8月から体験ができるそうです。

  地下鉄MTRの壁の色に隠された秘密
　香港の地下鉄MTRの壁に注目すると、駅ごとに異なる色のタイル（ガ
ラス繊維も有り）が敷き詰められていることに気付きます。実はそれぞ
れの壁の色には意味あるものが多く、昨日のSCMPニュースでも話題と
して取り上げられていたので当社からも紹介します。
　中環（セントラル）や旺角（モンコック）などは重要な「ハブ駅、終着
駅」として赤を基調とした色が使われています。尖沙咀（チムサーチョ
イ）は明るい黄色ですが「利用者の多い駅」は目立つ色が中心に使わ
れるのだとか。黄埔（ウォンポー）は海の近くにあるので水色、何文田
（ホーマンティン）は丘の上にあるので緑色と、環境により色が設定されることもあります。
　また、駅名から色が設定されることも多く、黄大仙（ウォンタイシン）は黄色、太子（プリンスエドワー
ド）はイギリス王室を連想させるロイヤルパープル、荔枝角（ライチーコック）はライチを連想させる
濃いピンク、鑽石山（ダイヤモンドヒル）はダイヤモンドを表現した黒に細かい白のドット、彩虹（チョ
イホン）は虹からレインボーカラーが設定されています。機場快線（エアポートエクスプレス）の各駅
も、空港カラーとして定められているグレーが使用されています。
　なお、地下鉄の壁に特徴を持たせるようになったのは1970年代のこと、MTRの建築主事であった
アンドリュー氏の「地下の暗い雰囲気をなくすため鮮やかな色で飾りたい、目印は屋外建物だけでな
く駅構内にも欲しい、駅名の漢字が読めない人に目印を与えたい」などの想いが反映されました。
　壁の色に意味を持っていない地下鉄駅もありますが、地下鉄MTRの楽しみ方の一つとして意識して
利用してみるのも良いかもしれません。

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

プレゼンツ

ローカルニュース
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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

技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/香港島 RGF 香港50K～75K

外資系ヘッジファンド運用会社にてエグゼク
ティブアシスタントの募集。社内役員および
投資家などのCレベルコミュニケーション業務
や出張手配など。3年以上の法務・金融業界の
エグゼクティブレベルの秘書業務経験者。

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30K～40K

【急募】独立系ITシステム企業にてカスタマーサ
ポート＆システムオペレーターの募集。取引シ
ステムのカスタマーサポート業務全般、日本人
顧客の出入金管理・トレーディングサポート。
英語日常会話レベル。即入社可能の方歓迎。

香港/九龍 RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～18K

企業クライアントへの情報通信技術（ICT）
ソリューションの推進。営業リードの開拓と
顧客要求の特定。日本の法人顧客とのと良好な
関係確立。市場シェアと企業収益の向上。英文
文書作成および英会話堪能な方。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K

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。

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

40K～50K

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 18K～20K

日系食品商社にて購買担当の募集。日本から
香港への仕入・調達業務。船積用コンテナの
積載管理。香港内倉庫から各拠点への配送
管理。仕入先や納入先との納期調整や管理。
仕入・調達業務の経験のある方。

日系会計事務所にて会計コンサルタントのアシ
スタント（パートタイム）を募集。日本語ホットラ
インの対応や庶務および一般事務。1年以上の
経理経験者優遇。ビジネスマナーのある電話
対応ができる方。在宅勤務。

RGF 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 20K～30K

アートギャラリーにて会計スタッフを募集。東京
のアートギャリーの売上・経費計算など経理
業務一般。香港会計スタッフ・日本オフィスと
の調整、その他事務関連業務。2年以上の日本
での会計経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 10K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

RGF 香港18K～21K香港/香港島

海外Eコマース事業のコンサルティングを行う
IT企業にて経理・総務スーパーバイザーの募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。香港
の事業会社にてバックオフィスの就業経験の
ある方。英語ビジネスレベル。

日系のクラウドソーシング出版・印刷サービス
提供企業にてプロジェクトコーディネーター
を募集。翻訳サービスのプロジェクトマネジ
メント。フリーランスの翻訳家への業務割り
振り、スケジュールマネジメントなど。

RGF 香港香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

23K～25K

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証と結果
を英文レポート作成。リリース商品の市場反応
のモニタリングや複数のソーシャルメディア内
でのフィードバックを収集。英語堪能な方。

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

香港/香港島 22K～26K

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System I（AS / 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。システム開発と
RPGプログラム開発担当のシステムアナリスト
のチームの管理。英語・中国語ビジネスレベル。

日系大手電気・プリンターメーカーにてセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K RGF 香港香港/九龍

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 30K～45K香港/九龍

EMS事業を行う日系商社にて会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告。香港も
しくは海外法人での会計実務経験者。

香港/新界 18K～25K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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。定期支払業務、
請求書発行指示。出勤管理・賃金支払業務。
経理・総務業務または物流業界経験者歓迎。

香港/新界 50K～70K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社

日系電子部品・化成品商社にて、駐在員・総経理
クラスの営業マネージャーを募集。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。

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

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。中国語日常会話レベル以上。

香港/新界 28K～30K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシス
タントマネージャーを募集。既存企業のフォ
ローおよび一部新規開拓。サービスの提案、
受発注、見積書作成。物流会社での業務経験者。
英語ビジネスレベル。北京語できる方歓迎。

RGF 香港事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

15K～20K

大手日系航空会社にて日本語スタッフの募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。
グランド業務のチェックなど。3～5年以上の
航空業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/商社 35K～40K

日系アパレル系商社にて出荷マネージャーを募集。
出張ベースでの海外各拠点の物流マネージャー
の指導。物流業務の改善・最適化。船積み手配、
コスト交渉、ルーティーン化した輸送サービス
の再構築。10年程度の商社物流経験者。

香港/九龍

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系企業
クライアント営業、受発注業務、生産/物流/納品
管理。繊維業界、アパレル業界の経験者歓迎。東京、
華南地区、バングラデシュ、ミャンマーへの出張
有り。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

RGF 香港
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 20K
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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 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

香港/九龍 インテリジェンス
香港22K～30K

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！

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20K～30K

アパレル業界より営業兼マーチャンダイザー
募集！！お客様の問い合わせ対応、折衝、工場へ
の縫製方法の指示だし、生産管理など。★縫製
知識がある方、就労ビザをお持ちの方。

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/
小売・流通・通信販売

20K～26K

ITコミュニケーション企業よりカスタマーサー
ビス日本のお客様からのご注文をお電話で受
け、パソコンで簡単なデータ入力業務。★基本
的なPCの操作やエクセルができる方。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K

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

香港
時給ＨＫＤ
50～70

（経験により
応相談）

食品・飲料業界よりパートタイムの商品開発
募集！新商品のメニュー開発や、商品に関す
る棚卸し（在庫確認など含む）。★週３日勤務
9：00～18：00⇒応相談可能！

投資運用企業よりIR担当募集。Global(アメ
リカ・ヨーロッパ・HK・Singapore)のお客様
対応。ヘッジファンドの運用・説明。★投資関連
のご経験、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/
金融・保険・投資顧問 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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 25K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
香港香港/香港島 25K～30K

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス

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20K～22K香港/香港島

金融系情報ベンダーにて、パートタイマー募集！
セミナー開催に伴う、インビテーション送付、
Cold call等。[勤務時間]月～金8:30am～
2:30pm（内昼休憩1h)。★英語上級レベルで、
イベントサポートが出来る方。

日系企業に対して紙媒体や情報サイトの営業。
出張なし、休日出勤なし、残業ほぼなしでプライ
ベートとの両立を図りやすい仕事。★ビザ取得
基準を満たす方。

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

印刷業界よりVicePresident募集。主に日本
本社からのIPO企画サポート。香港やシンガ
ポールの顧客とのやり取り、英文資料のチェッ
クなど。★3年以上の翻訳経験者、語学に長け、
管理能力のある方。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 時給
HKD128

カスタマーサポート（香港医療サービスへの問
い合わせ対応）、カルテ作成、契約書更新作業、
緊急対応サポート。★医療業界経験者。英語
コミュニケーションレベル。看護師免許所持者
尚歓迎！

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K

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
香港香港/新界

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

16K～28K香港/新界
日系食品企業よりマーケティング管理者募集！！
メディア関連対応、ブランド戦略。★2～3年の
関連経験者（サービス業界経験者は尚可）香港
市場に詳しい方。

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/
旅行・レジャー・観光

香港/新界 16K

物流業界より営業募集！！基本的にはインサ
イドセールス業務全般。主に既存顧客のフォ
ロー。見積もり作成や新たな物流に関する提案
業務。★関連経験（物流業界1～2年、海外未
経験者は5年ほど）のある方。

フレンドリーな雰囲気で愛される4つ星ホテル
での、日本人のお客様専任のゲストリレー
ション職。ビザサポートあり。★接客業経験、
英語コミュニケーションレベル以上。

東莞 RMB～27K インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

金型技術。社内・協力工場にて絞り金型の設計
及び設計製作の指導を行う。金型・機械加工全
般の指導。★プレス絞り金型設計経験と絞り型
製造(組立)経験を有していること。北京語：不問
（できれば尚可。）

広州 RMB
20K～40K

インテリジェンス
広州

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・内装・住宅関連

建設工事の現場監督として工事全体の管理
業務。★【歓迎】建築業界での施工管理経験者
で業界経験10年以上お持ちの方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
その他サービス 20K～30K

音響・イベント系企業より営業募集!! コンサート
の音響やコーディネーションの仕事。音楽関
係先（アーティスト事務所など）への営業業務
全般。★英語・広東語コミュニケーションレベル
以上。

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～23K

営業。日系OA機器メーカー、自動車部品
（Tier1,Tier2を中心とした既存顧客のフォ
ロー及び新規開拓。★三角法の図面が読めるこ
と、営業経験不問。北京話：初級。日本採用。

深圳

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

物流業界より倉庫管理。顧客訪問、現場・スタッフ
の管理、指導業務。★最低でも3年以上の物流
業界での倉庫管理経験必須。

20K～25K

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



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
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/九龍 18K～20K
マネージャーアシスタント。日本側との連絡
業務。旅行会社とのパッケージ旅行商品作成。
山形県や岩手県をPRしてパッケージ旅行商品
を開発する仕事。

Reeracoen14K～18K香港/香港島
日系宝石企業で、事務職を募集。一般的な経
理業務、エクセルに金額の入力等を担当。人
物重視の採用、業界経験は問わない。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

香港/香港島 20K～23K
香港にある日系企業へ各種保険の提案。年金、
会社の任意保険、従業員向けの医療保険など
の商品提案。

Reeracoen

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）

深圳 18K～30Kプロジェクトマネージャー：日本語での顧客
対応、プロジェクト日程管理、北京語必須。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

RMB
25K～40K深圳 1:成型技術者2:購買3:営業。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

20K～30K香港/香港島
米系企業で、顧客サービス担当者を募集。香港
で約1年半の研修プログラムを受けた後、将来
は日本で営業職を担当。

香港/香港島 15K～23K
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の業務。
シフトでの業務となるが、空港で働きたい方、
旅行や空港での業務経験のある方大歓迎。

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光

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/香港島 投資顧問会社での顧客開発マネージャー業務。

仕事上で英語使える方。 香港WORKS

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 20K～23K香港/九龍

日系メディア企業で、営業担当を募集。メイン
は日系企業向けの新規開拓。既存顧客のフォ
ロー、契約更新、請求書の発行や、お客様から
の要望・問い合わせに対する対応など、多岐に
渡る。

Reeracoen

営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～30K香港/九龍
大手日系アパレル企業で、営業担当を募集。
既存顧客のフォロー、および新規開拓を担当。
華南地区への出張もあり、部署によっては
英語・広東語が必須となる為、言語力も求む。

Reeracoen

Reeracoen25K～32K香港/香港島
日系担当の部署で、日系法人企業様の営業担
当を募集。日系企業様向けに、駐在員保険、貨
物保険、建設保険など幅広い保険商品のセー
ルスを担当。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 25K～30K

有名日系レストランで、レストランマネー
ジャーを募集。スタッフのマネジメント、レスト
ランの管理、飲食の提供がメインの業務。

香港/香港島

Reeracoen会計経理・経営管理/
物流・倉庫 18K～25K香港/香港島

日系船舶会社で、経理総務担当を募集。将来的
なマネージャー候補として、日本本社への
レポート作成、事業計画の提出、その他総務の
仕事を担当。

RMB
25K～30K

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子）

外資系美容家電メーカー/技術部長（品質管理・
保証マネージャー）。

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

時給
HKD70～120香港/香港島 進出コンサル企業でのパートタイム業務。

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

香港WORKS香港/九龍
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～30Kセールス＆プロダクトコントロール担当。アパ
レル業界必須。

香港WORKS香港/香港島
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

20K～40K会計コンサルタントまたは顧客窓口。

香港WORKS香港/九龍営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～30Kセールス経験。英語でコミュニケーション出来

る方。電子企業経験者優遇。

香港WORKS香港/九龍クリエイティブ系/
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。

華南WORKS深圳
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香港＆広東

　中国の富裕層にドルチェ&ガッバーナのファンは多い
が、対して同ブランドのデザイナー、ドメニコ・ドルチェ氏
とステファノ・ガッバーナ氏がアジアへ寄せる思いは熱い。
　香港、東京で催されたショーに続き、両氏は、自らが提案
する「中国に寄せる歌（Ode to China）」へ男女のオートク
チュール製品であるアルタモーダ・アルタサルトリア・コレ
クションを発表するため、北京を訪問した。
　会場となったペニンシュラ・ホテルでは、女優のチャン・
ツィーイ氏やジュエリーデザイナーのバオ・バオ・ワン氏を
はじめとするセレブリティのファンが、100点以上もの衣装
を楽しんだ。「弊社は昨年12月に香港でショーをスタート
しました。イタリア国外では初めての試みでしたがその後、
他都市での開催をさらに検討しました。」
　今回披露されたコレクションでは、金のアップリケにス
パンコール、女性らしいフリルの付いた裾と袖、そして美し

い黒や赤、ビビットな花
柄をあしらったブランド
特有のグラマラスなデザ
インのドレスや、何千も
の色とりどりの羽根飾り
で装飾した巨大なスカー
ト、赤や赤紫色の花が咲
いた黒のドレスなどが注
目を集めた。
　男性モデルは、中国十

二支からインスパイアを受けた手書き
の雄鶏や華やかな宝石模様を配した
デザインのスーツとタキシードや、
オーダーメイドのパンツ、ふわっとした
形のシルクシャツ等を披露したほか、1930年代を思わせ
る、抽象的なプリント柄の遊び心あふれるパジャマやバス
ローブなどもファンの目を引いた。
　これまで他ブランドがパリのステージで使用されたもの
を活かして日本や中国でオートクチュールショーを催した

り、ヴァレンチノ氏が
自身の旗艦店を出す
ため、2013年に赤を
テーマにした一度限
りの上海向けコレク
ションを発表したこ

とはあったが、他にはない”アジア専用のコレクション”を
用意することはヨーロッパの常識では考えられないこと
だった。既存の慣習を破ったD&Gだが、ショーに出た高級
品を買い求める顧客が増加の一途を辿っていることから、
企業戦略としては間違っていないといえる。多くのブランド
がショーの規模を縮小する中、D&G内の空気は自信にあ
ふれ、業界に広がる不透明感などどこ吹く風だ。
　ショーの後、両氏は顧客達と対話を楽しんだ。そうした
接客こそがリピーターを増やす一番の方法だと心得てい
るからだ。

　「弊社の強みは自らの進むべき道を自分で決め、実行で
きるところです。ドメニコはアジアに夢中で、いつも帰りた
がっていますよ。」と、ガッバーナ氏。
ドルチェ氏は、「単なるビジネスではなく、そこには限りの
ない愛があり、それは私たちの生きる力の表れです。こう
やって親密な関係を築けるショーでは販売のみならず、ぜ
ひ中国の皆さんに弊社のことと、私達2人の名前をブラン
ド名としてではなく血の通った一個人として知ってもらい
たいのです。」と、ガッバーナ氏は言う。
　共に50代で31年間一緒に仕事をしてきた2人のデザイ
ナーは、今なお進化を続けている。
　「今回のイベントを終え、文化や人々とその生き方、食べ
物、香港、中国、日本の違い、体型など、アジアへの理解が
深まりました。ここを訪れなければ学ぶことはできず、学ぶ
べきことは尽きません。」と、ガッバーナ氏は語った。
　また別の意味でも北京での開催は実り多きものだった、
とドルチェ氏は言う。
　「私達はこの都市で、上品で肌も肉体も素晴らしい理想
の男性モデルを見つけました。私が思うに今この瞬間、ア
ジアの美こそ世界一です。ファッションの未来はここアジア
にある、と私たちは思います。この思いは変わりません。」

溢れるアジアへの情熱
ドルチェ&ガッバーナ、
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普段、どのような読み方をされていますか？
　日本で働いていた頃は、日経新聞だけを読んでいたので
すが、2016年に香港に来てからは主に日経電子版を利用し
ています。ご存知の通り、香港は人口密度が高いので、移動
中に紙面を広げて読むのが窮屈に感じたため、これを機会
に日経電子版へ切り替えることにしました。移動中はスマホ
で気軽に閲覧、オフィスでランチをするときはデスクトップで
閲覧したりしています。

主にどのような記事に注目されて読まれていますか？
　香港に進出する日系企業の関連記事の絞り込みまではし
ていませんが、全般的に気になる記事を閲覧するようにして

います。また空いた時間には、MYニュースに登録している
「私の履歴書」や「国際事情」、「ビジネスリーダー」など先人
たちの面白おかしい記事を読むのが日課です。様々な分野
で活躍される方々の「ストーリー」は私自身、海外で経営をす
る上での重要な指標になっています。

記憶に残っている記事はどんな記事ですか？
　2013年から2016年にかけて時代の流れを遡ってみると、
2013年や2014年には中華圏の株の急激な上昇や急騰する
元高などの出来事が多かったですが、2016年頃からは状況
が一転、随分、中華圏に対する新聞の評価がだいぶ変わった
な、という印象があります。もちろん、皆さんご存知だと思いま
すが、中華圏からの訪日観光客の爆買いの意欲がなくなった
り、中華圏に住んでいる私としましては、中華圏で起きる出来
事には大変興味があります。今後、中華圏はどのような時代
に突入していくのだろうという懸念はあります。

橋本さんにとっての日経新聞は？
　読み物として、ビジネス関連の掘り出し情報が読めるのは
面白い。いつでもどこでも読めるのは一番ありがたい。イン
ターネットで見つけた記事を読んでもあまり面白くないし、個
人的には役立つ情報としては不足している感は否めないが、
日経新聞の記事はどのテーマも内容が充実しているので、
ビジネスシーン以外でも非常に役立っています。先ほども申
し上げました通り、日経電子版は香港に来てから利用してい
ます。日本で働いていた頃は日経新聞を読んでいました。電
子版または日経新聞どちらも目的や用途に応じて臨機応変
に活用することができます。他社では電子版を取り扱ってい
ないので、こちらも一つの強みになるのではないかと思いま
す。日経電子版の良さとしては語彙解説機能が付いているの
で、わからない用語があれば直ぐに検索することができるの
は日経新聞にはないメリットだと思います。関連記事も併せ
て読めるので、さらにより深くニュースを知ることができます。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　主に食品工場やレストラン向けに業務用ユニフォーム、
ケータリングサービスを行っているユニフォームレンタル
会社です。我々のサービスの特徴としては、折り畳み不要の
「ハンガー納品」
を採用しており、
配達員が納品先
でハンガーを掛
ける業務に特化
した品質重視の
サービスを提供
しています。また
各ユニフォームに識別番号が備え付けられたチップを採用
しており、専用リーダーで瞬時に読み取り、会社名や個人名
を特定することができます。今年7月よりユニフォーム販売
及びレンタルに特化したウェブサイトを立ち上げたので、現
地企業向けに弊社サービスも強化していきます。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

日経電子版を活用してより効率的に
仕事とプライベートで充実した日経ライフを

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、
海外で活躍する日本人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・電子版」。

今回は、香港でユニフォームレンタル会社を創業した橋本一聿彦さんに、
紙媒体から電子版へ切り替えた経緯や、中華圏の情報を収集するための活用方法を聞いた。

YAMATO UNIFORM RENTAL LIMITED
代表
橋本  一聿彦（はしもと かずひこ）さん
創業明治24年の126年の歴史がある足袋販売事業から開
始した株式会社カクテン屋の常務であり、2006年よりユニ
フォームレンタル業務も開始したカクテンレンタル会社の
代表を務める4代目の橋本さん。昨年5月、同社は香港で
YAMATO UNIFORM RENTAL LIMITEDを創業。若人会や異
業種交流会にも積極的に参加、日本進出企業の顧客から
の信頼は厚い。

YAMATO UNIFORM RENTAL LIMITED

住所：Unit 301, Sun Fung Industrial Bildg., 
　　  8-12 Ma Kok St., Tsuen Wan
電話：(852)9126-2860
ウエブ： www.yamatohk.net

ビジネス（香港・広東共通）
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