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旺角駅～佐敦駅のグルメ＆スイーツをご紹介！

香港グルメ今週の
マチ駅
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香港 香港

今週の香港ピックアップ Harbour City Summer Public Art project
Memorial Rebirth

～8月20日

無数のシャボン玉が妄想的な雰囲気を演出
　尖沙咀のハーバーシテイーでは‘‘Harbour City Summer Public Art project”の一環で

ビクトリアハーバーを背景に一分間に10万個以上のシャボン玉を飛ばすことによって見

慣れた景色を変貌させるアートパフォーマンス「Memorial Rebirth」をハーバービュー

が美しいオーシャンターミナルのフォーコートで開催する。同イベントは、国内外で活躍

する日本人のコンテンポラリーアーティストで、鑑賞者の感覚を呼び覚ますダイナミック

なインストレーションやパブリックアートなどで知られる大巻伸嗣氏の作品。これまでに

日本をはじめ世界20か国で開催されている。会場には、6階建てのピラミッドが設置さ

れ、各階から異なった角度でシャボン玉を飛ばす。子供はもちろんのこと大人も子供心

に戻って楽しめるイベントだ。

歌あり笑いありの心揺さぶられる繊細なドラマ
　3人のドラッグクイーンがポンコツバス “プリシラ号” に乗り、シドニー

から砂漠の田舎町へと旅するロードムービー。アカデミー賞を受賞し、

2006年にはオーストラリアで

ミュージカル化し世界中で大ヒッ

トしたミュージカルが待望の香港

公演を行う。

ミュージカル版「プリシラ」
PRISCILLA, QUEEN OF THE DESERT

9月29日～11月15日

監督：山下敦弘
原作：北杜夫
出演：松田龍平、真木よう子、
  　　大西利空、寺島しのぶ、
  　　宮藤官九郎

Ocean Terminal Forecourt, Harbour City
14:30、18:30
(852) 9012-1236
無料

Lyric Theatre, Hong Kong Academy for Performing Arts
1 Gloucester Rd., Wanchai
(852)3128-8288
www.hkticketing.com
スタンダード：HKD995、HKD795、HKD445
学生：HKD872、HKD672、HKD330https://globalexpress.rakuten.co.jp/?scid=sn_hk_RGX_paid_pr_20170525

優秀な日本商品をダイレクトに世界へ届ける
　日本の大型ショッピングサイト「楽天市場」は12か国・地域のショッ

パーのために、公式海外配送サービス「Rakuten Global Express」を開

始した。香港、中国本土、台湾、韓国、シンガポール、タイ、オーストラリ

ア、ニュージーランド、カナダ、米国、英国、ドイツではこのサービスを通

じて、楽天市場と楽天グローバルマーケットと楽天ブックスから買った

商品を転送できる。また、楽天会員の人は毎回このサービス利用して貯

まったポイントを次回以降の買い物に使用することができる。

楽天市場の公式グローバル配送サービス
楽天グローバルエクスプレス

繋がれた絆が今、動き出す
　人気アイドルアニメ「プリティーリズム・レインボーライブ」のスピン

オフ作の続編。フィギュアスケート、歌、ダンス、そして心の躍動を型破り

なイマジネーションで表現したプリズムジャンプを組み合わせた「プリ

ズムショー」で世界を輝かせる少年たちの物語。

劇場版KING OF PRISM
-PRIDE the HERO-

8月26日公開

芥川賞作家のロングセラー小説
実写化映画「ぼくのおじさん」

公開中

新・癒しキャラ＝ぼくの「おじさん」登場
　芥川賞作家・北杜夫が自身をモデルに書いたロングセラー小説が映

画化。ぐうたらな大人だけどどこか憎めない「おじさん」と、子供とは思え

ないしっかり者の「甥」の可愛らしい凸凹コンビ、そして個性豊かな登場

人物が織りなす、おかしくて懐かしいほっこりムービー。

監督：菱田正和
声優：柿原徹也、前野智昭、
  　　増田俊樹、寺島惇太、斉藤壮馬

香港ピックアップ
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香港

香港ローカルニュース
  香港で大人気の「エビ釣りバーベキュー店」に問題発覚
　香港では水槽の中に放されたエビを釣り、その場でバーベ
キューが楽しめるレストランが大人気のようですが、ライセン
スの未取得に加え、水中に化学薬品が大量に入っている可能
性があるとして「化学蝦！」というタイトルで香港メディア東網
が大きく取り上げています。
　今回のニュースの中で香港の専門家は、エビ釣りを売りと
している店舗は養殖ライセンスを持たないため、適切な水質
管理等の知識が不足しており、大量の化学薬品が使われているのではないかと指摘しており、国際
食品安全協会は、化学薬品の中の化学物質は焼くだけでは分解されず、食中毒などを引き起こす
可能性が高まるとの発表をおこないました。
　また、エビ釣りを売りとしているある店舗に東網がインタビューをおこなったところ、「毎日新鮮な
エビの投入はしているが、死んだエビの処理は必ずしも毎日実施してはおらず、水質自体は分から
ない。」と店舗側が回答したそうです。
　ライセンスについては、全4店舗において本来取得するべきレストランライセンスと公共娯楽ラ
イセンスが未取得であることが判明しており、お酒を提供していた店舗においてはリカーライセン
スも取得していなかったことが分かりました。
　香港で大人気のエビ釣りバーベキューレストランですが、詳細が明らかになるまでは、訪問を控
えた方が良いかもしれません。

  旧空港跡地にSOGO（そごう）の建設が決定
　世界一着陸が難しいと言われていた旧香港国際空港（カイタック空港）の跡地に、SOGO（そごう）
やエンターテイメントなどの施設が入る、革新デザインの巨大ツインタワーが建設されることが発
表されました。

　香港政府は、旧空港跡地がある啓徳（カイタック）から観塘
（クントン）までを第二のビジネス中心エリアへと成長させた
いと考えており、旧空港跡地の競売を開始。大手ディベロッ
パー8社による入札の結果、SOGO（そごう）を運営する利福國
際（Lifestyle International）が73億8800万香港ドル（約1071
億円）で約14,159平米の土地を落札し、昨日SOGOを含む商
業施設の開発の発表がおこなわれました。
　旧空港跡地の市場価値は、82億香港ドル～110億香港ドル

（約1189億円～1595億円）と試算されていたことから、安い買い物ができたと言えるのではないで
しょうか。
　商業施設の完成日は未定ですが、約15億香港ドル（約218億円）の建設工事費がかかるだろうと
予想されています。
https://hongkong-bs.com/topics/20161124/

  事故物件や家賃がわかる新アプリ登場！
　香港の住宅購入・賃貸情報を取り扱う「Spacious.hk」が、今年大きな話題
となったポケモンGOに用いられているAR（拡張現実）技術を取り入れ、近く
の空き物件の「家賃（販売価格）」と「事故物件」がわかる便利アプリ

「Spacious（千居）」を開発しました。事故物件は値下げ交渉がしやすくなる
ため、意外にも注目の機能となっています。
　このアプリでは、地名や地図による基本的な住宅検索機能に加え、スマ
ホのカメラ撮影画面にて自分の近くの物件の詳細をチェックすることがで
き、家賃や部屋内の写真が見れるほか、事故物件には「オバケマーク」と「オ
バケがいる理由」が表示されます。
　尖沙咀（チムサーチョイ）にある当社周辺でオバケがいる物件を調べて
みると、「韓国人女性が男女関係のもつれから飛び降り自殺した」「14才の
女子中学生が恋愛問題が原因で父親とケンカした後に首つり自殺した」などとリアルな情報が表示
されました。
　本日はハロウィン、オバケがいる物件を探して盛り上がるという使い方もできそうですが、普通に
住宅をお探しの方にも便利なアプリなので、興味のある方はダウンロードしてみてはいかがでしょ
うか。以下のリンクよりダウンロードできます。
App Store：https://itunes.apple.com/us/app/id889041542
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=spacious.home
https://hongkong-bs.com/topics/20161031/

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

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。

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 RGF 香港22K～26K

日系アパレル商社にて営業マネージャーの募集。
家庭用品や雑貨を中国から輸入、北米向けに
販売。日系、北米企業クライアントを担当し、新規
顧客開拓、既存顧客対応。受発注業務、生産、
物流、納品管理。10年以上の営業経験者。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/商社 40KRGF 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

日系保険会社にてカスタマーサポートを募集。
日系企業を中心の既存顧客のフォローアップ
業務。日系保険ブローカーの窓口業務、社内の
関係部署へ報告、交渉など。損保関連経験者
歓迎。英語ビジネスレベル。広東語尚可。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

外資系ゲームサイト運営会社が日本マーケット
担当のテクニカルコンテンツライターを募集。
日本マーケットのオンラインゲームサイトの
運営。Webサイト上のコンテンツ作成。Web
業界、モバイルゲーム業界経験者歓迎。

日系不動産企業にて営業担当者の募集。新規
顧客の開拓、既存顧客のフォロー。不動産情報
の提供、物件下見・同行、クロージングまでの
一連の業務。香港での就業経験もしくは営業
職経験者。英語で業務上対応可能な方。

RGF 香港香港/香港島 15K～19K営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

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。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K営業・販売系/商社

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/香港島 21K～25K

イギリスのハイブランド企業がカスタマーサー
ビス担当者を募集。電話やメール、SNSによる
顧客へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、
商品改善に貢献する。カスタマーサービスの
経験者や、顧客対応に長けた方。

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

20K～30K

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/
コンサルタント

香港/香港島 10K

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。

香港/香港島 RGF 香港技術系（IT・通信)/
金融・保険

50K～75K

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港18K～21K

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。

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
の募集。品質保証管理、新規仕入先開拓。・品質
保証経験（10年程度）または仕入先指導の経験
がある方。出張訪問で仕入先工場の良否を判定
できる知識がある方。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/商社 40K RGF 香港香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/商社 35K～40K

日系アパレル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。

日本

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。

香港/新界 15K～20K 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

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 20K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系大手物流会社の空輸事業部にてセールス
コーディネーター（内勤）の募集。営業サポート
業務、見積もり書作成補助、インボイス発行、
書類準備、デリバリースケジュール調整など。
営業、営業事務、貿易事務などの経験者。

香港/九龍 30K～45K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社

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。

RGF 香港
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル)

20K

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系企業
へのクライアント営業、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。

香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

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。

香港/九龍

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
文書作成および英語堪能な方。

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

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

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～40K

香港にある日系証券会社にて機関投資家や
個人投資家向けの新規開拓営業を担当。主に
日本株や投資信託の販売が中心。入社後は英語
にて香港の証券取扱者資格の試験を受ける
必要有り。

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 香港/香港島 30K～45K

香港創業の大手日本飲食店で、店舗マネー
ジャーを募集。マネジメントを担当して頂き、
スタッフおよそ20人を指導。日本人のVIPを
サービスし、レストランの運営を担当。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～32K香港/香港島

日系担当の部署で、日系法人企業の営業担当を
募集。日系企業向けに、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。

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！

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

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

30K～40K香港/香港内

飲食チェーンよりシニアマネージャー募集！
香港での店舗事業戦略の考案を始め現場
スタッフの育成、新店舗立ち上げ、本社とのや
りとりなど。★飲食店舗の管理経験者、広東語
出来る方歓迎。

インテリジェンス
香港30K～35K香港/香港内

金融業界よりアシスタントマネージャー募集！！
中国・ASEANマーケットにおけるリサーチ・
アドバイサリー・レポート業務。★3年のリサーチ
または営業経験者。

経営・店舗管理・
現場責任者/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 20K～30K香港/香港内

商業用船舶のオペレーション。さまざまな部
門と協力して各航海の利益をあげる。★シッ
ピング経験者尚可（研修サポート充実）、ビザ
ホルダー。

香港/香港島 15K～20K
宝飾卸業界より経理募集！経理補助業務（帳簿
付け）、本社との連携、会計会社との窓口。★経理
未経験者歓迎。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 14K～25K香港/九龍

電子業界よりセールスアシスタント募集！★英語
or北京語必須、セールスコーディネーター経験
有れば尚可（商社や貿易会社）。

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）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K～20K香港/九龍

【香港在住の台湾語話者大募集】ゲーム業界
より翻訳者。商品の開発/広報/販促に伴う
各種翻訳業務（日→中文・繁体字）、商品発売
イベント準備。★繁体字（香港・台湾表記）/
日本語に精通している方。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港20K～30K香港/香港島

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。

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

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

～35K
金融業界よりプランニングマネージャー募集！
計数管理、データ分析（マクロ、エクセル等の
PCスキル重要）経費管理、各種会議資料作成
など。★英語ビジネスレベル。

香港/香港島

25K～30K会計経理・経営管理/
外食・フード

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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～30K香港/九龍
金属関連企業にて営業業務（華南・東南アジア）。
出張あり。★最低3年の営業経験（業界不問）。
英語・北京語ビジネスレベル。ビザをお持ちの
方のみ。

インテリジェンス
香港香港/九龍営業・コンサルタント/

専門商社・総合商社 20K～30K
日系食品メーカーからの問い合わせ対応、香港
のレストラン、スーパーマーケットなどのベン
ダー/顧客に日本食食材を販売。★営業経験の
ある方、即日勤務可能な方尚可。

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（食品・
日用品・アパレル）

RMB～20K

品質管理。サプライヤー工場の定期訪問、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方。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）。

Reeracoen香港/香港島営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

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。

インテリジェンス
香港香港/新界生産管理・品質管理・購買/

外食・フード 17K～22K
日本食品全般の購買、調達業務、既存取引先
への発注、納期管理、価格交渉。★日本食品を
海外に広めたい志の方大歓迎。

Reeracoen香港/香港島
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香港/九龍
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。

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

時給HKD90香港/九龍

システムを通して入ってきた予約情報を、香港
ディズニーランドに伝える業務、事務サポート
など。【勤務時間】10:00～16:00、週3日程度
(曜日は応相談)。★英語もしくは広東語が
コミュニケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

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

Reeracoenサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～60K
香港創業の大手日本飲食店で、総料理長を募集。
マネジメントを担当して頂き、キッチンスタッフ
およそ30人を指導。長年の経験を活かし、レス
トラン運営や料理を担当。

広州 20～
30万円

華南WORKSサービス系/外食・フード 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

香港/九龍 時給HKD
40～50 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

パートタイム募集（曜日・時間フレキシブル
応相談OK）配偶者ビザお持ちの主婦の方/経験
不問。

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

香港/九龍 18K～22K 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

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
を開発する業務。

香港WORKS
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/九龍

香港WORKSサービス系/外食・フード 20K～25Kスイーツ専門店でのスーパーバイザー・エリア
マネージャー。

香港/香港島

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

香港国際空港にて、チケットカンター及びボー
ディングゲートでの業務全般を担当。シフト
業務となりますが、早朝、深夜出退勤の場合は
タクシー代を会社より支給。

Reeracoen
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 14K～18K
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。

Reeracoen22K～35K香港/九龍
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び
修理業務。香港各地に配置された設備を定期的
にメンテナンスを行い、香港人スタッフの教育。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
小売・流通・通信販売

香港/香港島 18K～22K
大手日系商社で、営業担当を募集。中国にある
クライアントから商材を仕入れ、それを社内の
海外グループ企業に引き渡す、ルート営業が
メイン。商材は車載のプリント基板。

Reeracoen

Reeracoenサービス系/外食・フード

営業・販売系/
専門商社・総合商社

時給HKD
50～80香港/香港島

日系レストランで、店舗ホールスタッフを募集。
料理の提供、ワインのサーブ、香港人スタッフに
日本のサービスの指導【正社員も検討可能】。

香港/九龍 20K～35K
日系の大手ゲーム会社にて、セールスとマーケ
ティング業務。アーケード、コンソール、モバイル、
カードゲームなど幅広いジャンルを手掛けて
いる。アジア市場開拓の一助を担う。

Reeracoen
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

Reeracoen20K～25K香港/九龍
日系医療業務企業で、カスタマーサポートのマ
ネージャーを募集。事故治療のレポート作成、
病院への同行、日本人顧客向けセミナーの開催、
医療機関への営業など、多岐に渡る業務。

サービス系/医療関連

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K

香港国際空港にて、チケットカンター及びボー
ディングゲートでの業務全般を担当。日系企業
での勤務。

香港/新界

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 23K～25K香港/九龍

大手食品チェーン企業で、商品開発管理の業務。
既存ブランドの店舗数拡大、新規レストランブ
ランド参入の為、メニュー考案、開発した商品
の原価管理・計算や管理を担当。

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香港/香港島 会計コンサルタントまたは顧客窓口。 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HKD
70～120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

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB２８K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネスレベル、英語読み書き以上。

応相談専門職/
プロジェクトマネージャー

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
の提案・実行。英語ビジネスレベル。会計税務
法務業務経験者、日本国公認会計士、又は税理
士免許保持者歓迎。

AOBA香港
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香港

香港

　忘れがちな事実だが、マイクロソフト社のX
ボックスでおよそ16年、ソニーのプレイステー
ションですら23年と、家庭用ゲーム機産業の
歴史は非常に浅い。だがゲーム業界のビッグ
ネーム2社が、事業開始から今年で40周年を
迎えた。
　「Atari」と任天堂はどちらも1977年にビデオ
ゲーム事業をスタートした。どちらも業界のアイ
コンであり、双方シェアに浮き沈みを抱えてき
たが、業界の中で依然としてオンリーワンの地
位を保っている。
　1977年9月11日、Atari2600で鮮烈なスタート
を飾ったAtariは、家庭用ゲーム機器の基盤を

築いたが、間もなくライバル達
の勢いの前に失速し
た。しかし現在でも

「Atari」ブランドは健在
で、根強いファンがいる。

同社の最後の製品は1993
年にデビューしたJaguarだったが、販

売は3年間のみだった。今年初めに、Atariboxと
いうデバイスをリリースする計画を発表した
が、詳細はまだ伝わってきていない。
　一方、任天堂の市場参入は地道なものだっ
た。マリオやゼルダ、ドンキーコングなどのキャ
ラクターが登場する以前から、同社はポン
（Atari社のビデオゲーム）を真似てColor TV 
Game 6とColor TV Game 15という2種のビデオ
ゲームを製造していた。
　それらのデバイスは原始的であったが、AC

電源アダプターを省き、
他社より製品を安い
価格に抑えるなど
の差別化を怠ら
なかった。この経
験は後に任天堂の3DS XLでも
生きた。
　任天堂の歩んだ道のりは決して平坦なもの
ではなかった。NESやスーパーファミコンなど
の製品は大ヒットしたが、GamecubeやWii Uの
売上は伸び悩み、しばしば任天堂の時代は終
わったのか、という議論の的となってきた。
　しかし同社の勢いはスイッチの発売で再び
復調の兆しを見せており、3月末時点で同製品
は全世界で224万台の販売を達成し、強力なソ
フトウェアラインナップによって、この夏最も注
目されるアイテムの1つになっている。
　需要に供給が追いつかないのが問題となっ
ているが、Nintendo of Americaの社長、Reggie 
Fils-Aime氏は、「改善に保証はできない」と述
べた。
　「ホリデーシーズンには多くの消費者に任天
堂スイッチを販売したいですが、それは両刃の
剣です。良質のコンテンツをより多く発売する
ほど、需要は増し、サプライチェーンに圧力がか
かります。 私たちはその挑戦を深く認識し、でき
る限り早く供給を増やすよう努力しています。」
と語った。
　任天堂は今年、スーパーファミコンの復刻版
もリリースする予定だという。

任
天
堂
と
ア
タ
リ

ビ
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オ
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