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今週のオススメ記事
サービスアパートメント
「マデラレジデンス」
ブティックホテル

「マデラ・ハリウッド」をご紹介！

の に
しっぽりと

粋なお酒と肴をお愉しみあれ。
シェフお任せ「刺身盛り合わせ」を

ご注文いただくと、
大吟醸「出羽燦々」を１本贈呈！

（９月まで）

45周年記念

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載記事及び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

今週の香港ピックアップ 日本最大級の海外ビジネス総合展
「海外ビジネスEXPO2017」

11月7日・8日開催

　「Digima～出島～」や「オフショア開発.com」「海外BPO紹介センター」など、海

外ビジネス支援に特化した情報提供サイトを運営する「株式会社Resorz」は、1

日で海外ビジネスに必要な情報＆パートナーが見つかる日本最大級の海外ビ

ジネス総合展「海外ビジネスEXPO 2017」を11月7日・8日の2日間開催する。

　ASEAN市場の拡大や、2020年の東京オリンピックに向けたインバウンドビジ

ネスの加速、国内の人材不足やコスト削減による海外アウトソーシングなど、昨

今、企業規模に関わらず盛んに海外企業との関わりを検討している中で、海外ビ

ジネスに対する情報収集の場が求められてる。同社はWebプラットフォームで

の情報提供のみならず、リアルな場でパートナー企業やノウハウが得られる場と

して海外ビジネスEXPOを開催する。

　今回で3回目の開催を迎える同イベントは、世界各国から海外ビジネスのプロ

が集まるこの機会を2日間に増やすことで、セミナー講演数も昨年までの2倍の

20社の登壇が決まっている。さらに、基調講演として両日1名づつ特別ゲスト講

演者が登壇することも決定している。

ユダヤ人を救った動物園～アントニーナが愛した命～小説 実写化映画
　舞台は第二次世界大戦で、軍需工場に労働者として多くのユダヤ人を

雇い入れて、その時、多くのユダヤ人はナチスに迫害されていた。ワル

シャワ動物園の飼育員として勤務してい

たジャビンスキ夫妻はその状況を見て、

自らの危険を冒して300名のユダヤ人の

命を救った。

映画
ユダヤ人を救った動物園 ～アントニーナが愛した命～

9月7日上映

50年以上の歴史を誇る香港ブランド
小寧波湯円の新作がもうすぐ発売！

9月発売予定

小寧波の職人がつくり出す伝統の味
　歴史的な香港ブランド「小寧波湯円」は今年の中秋節に向けて新商

品を発表した。栄養満点の秘伝のレシピを使って、「寧式湯圓」という

薄い皮に餡がたっぷりと包まれた湯円（団子）を作る。栄養価は昔より

高くなり、餡も倍量された。ぜひ家族や友人と一緒に試してみよう。

展覧会
青銅製の鏡と甲骨

～9月17日

青銅製の鏡と甲骨の展覧会を開催
　香港中文大学の中国文化研究所は50周年を記念して9月17日まで青銅

製の鏡と甲骨について展覧会を開催中。青銅製の鏡は麦氏教授が博物館

に贈った古い鏡。香港の中に最も多い甲骨

が集まる中文大学で、鄧氏家族と李氏から

贈られた。この機会にぜひ足を運んでみて

ほしい。

Gallery I, Art Museum, 
Institute of Chinese Studies, CUHK
(852)3943-8501、(852)3943-5535

「秋葉原UDX（4F ギャラリー・ギャラリーネクスト）」
東京都千代田区外神田4-14-1（アクセス案内：http://udx.jp/access）
運営主催：株式会社Resorz　海外ビジネスEXPO実行委員会
10：00～17：30（入退場自由）
www.digima-japan.com/event-news/expo2017/reservation
「事前お申込み」もしくはご招待券をお持ちの方は無料（当日受付の場合1,000円）

1日で各国ビジネスのノウハウが得られるチャンス！ 

監督：ニキ・カーロ
原作：ダイアン・アッカーマン
出演：ジェシカ・チャステイン、
  　　ヨハン・ヘルデンベルグ、
  　　ダニエル・ブリュール、
  　　マイケル・マケルハットン

(852)2151-9001
www.yue-shing.com.hk
SiuNingBo

Exhibition

香港ピックアップ
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深圳
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香港

香港ローカルニュース
  香港人女性が増加 男性に求める条件に変化

　昨日、香港統計局が2017年度の人口を算出し「男性
3,392,100人、女性3,997,400人」と発表。香港では女性の
人口が増え続けており、男女の人口バランスが保たれてい
ないことから、将来に不安を抱える女性が増えており男性
に求める条件にも大きな変化がみられているようです。
　パートナー紹介会社のHK Romance Datingによると、こ
れまでの香港人女性は「自分より学歴の低い男性、見た目
が良くない男性は結婚対象とはしたくない。」という傾向に
あったが、最近の女性は「容姿は気にせず、自分を大切に
してくれる人なら良い。」というように変化をしてきており、
男性に求める条件は2年前とは明らかに違ってきていると
伝えています。また、最近の香港人男性は香港人女性の要
求が高すぎるという理由から、中国人女性と結婚する男性
が増えてきており、このような背景もあり、香港人女性が香
港人男性に求める条件が大きく変化してきたとも分析さ
れています。

　香港人女性が男性に求める条件の変化に、果たして香港人男性は喜んでいるのか興味深いとこ
ろです。

  18歳未満の飲酒が問題に 日本とのルールの違いにも注目
　香港の法律では18歳からお酒
を飲むことができますが、現在、18
歳未満の飲酒の多さが問題視さ
れています。
　香港の沙田（シャーティン）区議
会が、18歳未満、1,025人を対象と
した飲酒調査をおこなった結果、
約50％が18歳未満での飲酒経験

があり、約25％が13歳未満で飲酒経験があることが分かりました。また、14店舗のコンビニやスー
パーを対象に、6歳の子供がお酒の購入ができるかを調べたところ、11店舗で購入ができたことも分
かり、コンビニやスーパーでの年齢確認の厳格化が求められています。
　なお、日本と香港では法律が異なるため、飲酒、喫煙やギャンブルなどの年齢制限なども全く違うも
のとなっておりますので以下にご紹介いたします。
■飲酒・タバコ
日本では飲酒もタバコも20歳からですが、香港では18歳から認められています。
■ギャンブル
日本ではパチンコは18歳。競馬の馬券購入は20歳から、しかし競馬場への入場には年齢制限があり
ません。香港では馬券の購入は18歳から、18歳未満は競馬場への入場は禁止されています。（マカオ
のカジノ入場は21歳から）
■男女関係
日本の結婚は男性18歳、女性16歳からですが、香港では男女ともに16歳から結婚ができます。また、
日本では地方自治体の条例により18歳未満との淫行が禁止されており、13歳未満との性行為は同意
があっても強姦罪として処罰の対象となります。香港では16歳未満との性行為は5年間の禁固刑、13
歳未満の女性との性行為は終身刑の対象となります。

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

お酒
タバコ
ギャンブル

男女関係

香港
18歳
18歳
-
18歳
16歳
16歳

日本
20歳
20歳
18歳
20歳

男18歳 女16歳
13歳

バチンコ
競馬
結婚
性行為

ローカルニュース
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中秋の
定番
今年のオススメ
月餅10選 

湖洲地方に伝わる伝統月餅で一味違った中秋節
　緑豆あんとタロいもあんが入った湖洲地方伝統の月餅（HKD198～）
を提供している「Pak Loh Chiu Chow」。味わいは軽く、甘さ控えめ。
鹹蛋（卵黄の塩漬け）は少しドライなので、食感はフレーキーで繊細。
オーソドックスな月餅を食べ慣れている人には新鮮に感じるので、広東
式の月餅しか食べたことがない人はぜひ試してみてほしい一品！ギフト
ボックス(HKD298)は月餅４つと特製XO醤、ティーパックがセットに
なっています。

Pak Loh Chiu Chow
　 (852)2577‒1163
　 www.pakloh.com 

ココロが躍りだす花満開の月餅シリーズ
　カラフルなボックスを開ければ、縁起の良い満月と美しくデコレートさ
れた月餅（HKD228～）が顔を出すパッケージはランダムな花の模様に
なっていて、パズルのように組み合わせると、花達が満開に咲き乱れる
光景が出来上がります。優雅で独創的ななマルコ・ポーロ・ホテルズの月
餅で、家族や友人へ日頃の感謝を伝えてみてはいかが。

Cafe Marco
 　1/F., Marco Polo Hongkong Hotel, Harbour City, TST
 　(852)2113-3912
 　cafemarco@marcopolohotels.com

Three on Canton
 　3/F., Gateway Hotel, Harbour City, TST
 　(852)2113‒7828
 　three@marcopolohotels.com

add@Prince
 　3/F., Prince Hotel, Harbour City, TST
 　(852)2113‒6046
 　restaurant.prn@marcopolohotels.com
 　www.marcopolohotels.com/en/marco_polo/corporate/news/
 　mph-mooncake-gift-boxes.html

住

WEB

✉

住

✉

住

✉

中秋節のメモリアルなひとときを
　マンダリンオリエンタル香港のマンダリン・ケーキ・ショップでは10月4日まで、「月餅
（HKD388～）」やミシュランの星を獲得した「Man Wah Restaurant」からは750個
限定で「ミニ月餅のギフトボックス（HKD598）」など、魅力的な商品を取り揃えていま
す。月餅には最高品質の材料を使用しており、今年も白、もしくはゴールデンの卵黄が２
つ入った蓮あん、エッグカスタード、サツマイモや栗などのミニマッシュケーキなど、
様々な味を楽しむことができます！

Mandarin Oriental Hong Kong
　 5 Connaught Rd. Central, Central
　 (852)2825‒4008
　 mohkg-cakeshop@mohg.com
　 www.mandarinoriental.com

伝統的な蓮の白あんが入った月餅から現代的な月餅まで
　「Cuisine Cuisine（國金軒)」は、カスタード風味からアガベシロップ
やバラジャムを使った現代的な月餅（HKD398～）に注目！ 「Tsui Hang 
Village（翠亨合）」からは柑橘をふんだんに使った「White Lotus Seed 
Puree Mooncakes with Double Yolks（雙黃白蓮蓉月餅）」（HKD368～）、
タヒニと黒ごまを組み合わせた月餅を盛り合わせたナチュラルテイストの
ギフトボックス「Full Moon Duo(花好月圓)」（HKD288）が登場！ 両店
舗とも、伝統的な蓮の白あんが入った月餅も取り扱っています。

Mira Dining
　 supergiant@miramoonhotel.com
　 www.miradining.com/mooncake

可愛いキャラクターの月餅をご友人やご家族に
　今年の月餅はサンリオの色々な人気キャラクターとコラボレーション
し、中秋節を一緒にお祝いします！ 最高級塩漬けの卵黄に上質の材料を
組み合わせた「赤月セット（HKD168）」、「藍星セット（HKD168）」と2
種類のパッケージにそれぞれ人気キャラクターをデザインし詰め合わせ
しました。お買い上げ頂くと、もれなく可愛い限定バッグも付いてきます！
可愛いサンリオのキャラクターと一緒に中秋節を過ごしませんか？ いま
すぐお店で予約しましょう ！

A1 Bakery
　 香港全域60店舗
　 www.a-1bakery.com.hk/en
　 A-1 Bakery Group
　 a1bakeryhk  
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秋節の
定番
今年のオススメ
月餅10選 

秋節に欠かせない「月餅」は元々、月神への供え物でしたが、後年、中秋節に
月見をしたり月餅を食べることは家族円満の象徴とされ、次第に中秋節の贈

答品へと変わっていきました。現在では、様々な種類の月餅があり、風味も地方によって
異なります。そもそも中秋節とは中国の伝統的な祭日で、2017年の中秋節は新暦の10
月4日。中秋節は「月節」や「月夕」と呼ばれたり、丸い月が団らんや円満を象徴すること
から「團圓節」とも呼ばれています。「團圓節」についての最も古い記述は明の時代の
もので家族団らんで集まる「團圓節」に言及されています。毎年、中秋節では家族一緒
に過ごすために地方へ帰省したりして家族同士で食卓を囲む習慣があります。中秋節
の日は最優先で家族全員が集まって夕食を共にし、夕食が終わった後に友人や恋人と
過ごすことができます。中秋節の翌日は祝日で休みなので、ついつい羽目を外す人もい
るとか？！ 今年の中秋節を香港で過ごす方は家族や友人で一緒に月餅を囲んでみては
いかが？

今年はショウガ入り月餅でプレゼントに差をつける
　「Hyatt Regency Hong Kong」にあるバーのスペシャリティなカク
テル「Pomerotini」などにヒントを得て、沙田（シャーティン）で採れた
ポメロと伝統的なスナックの砂糖漬け生姜をミックスして創作された
「Mini Ginger Pomelo Mooncake」（各ボックスHKD338～）、有名
なアイスクリーム「Sha Tin 18」にインスパイアされた「Mini Chinese 
Wine Chocolate Mooncake」（各ボックスHKD338～）の２種類を
提供しています。

Hyatt Regency Hong Kong
　 (852)3723‒1234
　 hongkong.shatin@hyatt.com
　 www.hongkong.shatin.hyatt.com WEB
✉

高級感漂うスタイリッシュな月餅
　高級感とラグジュアリーさ、忘れられない経験を表現したフロー
ラルクチュールと香港の景色がプリントされたモダンなパッケー
ジングは、サヴァンナ・カレッジオブアートアンドデザインの学生た
ちによるもの。月餅（HKD368～）は小ぶりでスタイリッシュ。香港
オブザベーション・デッキ上のCafé 100で限定販売しています。

The Ritz-Carlton Hong Kong
　 (852)2263‒2270
　 cafe100.hk@ritzcarlton.com
　 www.ritzcarlton.com/hongkongWEB
✉

アジアと西洋文化を融合したデザインで決める
　「月餅ギフトボックス」（HKD338）は、真ん中の伝統的な結
び目で飾られたスタイリッシュな黒のケーシングと、黄金の黄
色のボックスのベースとの対比がクラシックでスタイリッシュ
な雰囲気を醸し出します。黄色は威信の象徴であり、何千年も
の間、天皇によって使用された独占的な色で、特に中秋節では
繁栄と長寿を願う意味があります。

Tycoon Tann
　 (852)3125‒3228
　 info@tycoontann.com
　 www.tycoontann.com WEB
✉

元祖月餅をペニンシュラで優雅に楽しむ
　今日では多く見られるようになったエッグカスタードの月餅。
実は1987年に同店が売り出したのが元祖。ココナッツミルク
とバターの甘さ、カスタードの風味が織りなす味わいは絶妙。
毎年、完売してしまうほどの人気月餅「Mini egg custard 
Mooncakes」（HKD３３８～）をペニンシュラ・ブティックでも
同じレシピのミニサイズを販売します。今年からはオンライン
でも注文可能。

Peninsula Boutique
　 (852)2696‒6969
　 オンライン予約：https://mooncake.peninsula.com
　 ペニンシュラ月餅ギフトボックス：www.peninsulaboutique.com/
　 hk/collections/mid-autumn-festival

WEB

初お披露目の月餅
　今年6月に「Cha Chaan Teng Tea Restaurant」
をオープンした「Lai Yuen（茘園）」は中秋節に限定商
品のギフトボックス「“Mini Egg Yolk Creamy Custard 
Moon Cake」（HKD256）を販売しています。黄金の
月餅を二つに割ると、絹のように滑らかなクリーム色
のカスタードに塩味のある卵黄の香りが口中に広がり
ます。ギフトボックスは「Lai Yuen（茘園）遊園地」の
アトラクションをモチーフに色鮮やかなデザインに仕
上がっています。見た目も楽しみみたい方にはおすす
めです！

Lai Yuen
　 Shop 12, Granville Bldg., 12-16 Granville Rd, TST
　 (852)6524‒4557
　 www.laiyuenrestaurants.com

住

WEB
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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を募集。
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/
小売・流通 香港/香港島 RGF 香港22K～26K

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/小売・流通 香港/香港島 30K～35K

ハンドヘルド機器および販売代理店の世界的
ブランドの企業にて事業開発エグゼクティブを
募集。日本市場での販売とマーケティング。オン
ライン家庭用電化製品またはモバイルアクセサ
リー業界で3～5年の営業経験がある方。

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を募集。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を募集。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

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。

香港/香港島 RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～21K

日系ITシステム会社にてプログラマーを募集。既存Web
サイトの管理、提携先顧客のシステム管理、データベース
開発等。同業界で3年以上の経験がある方。IBM DB2/ 
DB2 iSeries, C#.NET, Java J2EE and MS 
Accessの知識のある方優遇。英語ビジネスレベル。

香港/九龍 RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～28K

日系アパレル商社にて営業マネージャーを募集。
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 40K

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
を募集。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/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～48K

日系の電子部品商社にて、営業担当者を募集。
深圳・香港のセールス、FAE、コーディネー
ターのチームの監督と華南地区および上海
中心の販売活動。電子分野での営業経験もし
くは管理やスーパーバイザーの経験のある方。

香港/新界

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を募集。
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）を募集。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。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 35K～50K

日系Eコマース企業にてEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。マーケティン
グ業務や新規顧客獲得の企画。5年以上の
オンラインマーケティング関連業務経験者。

香港/九龍

香港/新界 12K～18K RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系産業用コネクタの製造企業にてセールス
コーディネータを募集。新規市場・顧客開拓。シッ
プメントウィンドウとP.O.状況の管理。2年以上の
セールスコーディネーター関連業務または営業
の実務経験を有する方。広東省への出張有り。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 25K～35K

日系Eコマース企業にてマーケティング/広報
マネジャーを募集。企業イメージの宣伝や販売
促進。テレビ、CM、雑誌などへの企業PR、イベ
ント企画。新規顧客開拓。小売店スタッフの管理
など。経験者優遇。

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



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会計経理・経営管理/
外食・フード 香港/香港島 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。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 40K～60K

「日本基準の安心」と「世界トップ水準の商品
サービス」を提供する、資産運用サービス専門
銀行での業務。一般～ウェルスマネジメント層
の個人顧客に対し、RMとして従事する。

Reeracoenサービス系/外食・フード 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/香港内 30K～35K
金融業界よりアシスタントマネージャーを募集！！
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。

インテリジェンス
香港

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

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 16K～20K香港/香港島

保険業界よりマーケティングサービスのシニア
エグゼクティブを募集！ 既存の日系法人顧客の
アカウント管理、営業活動、シニア営業の補佐
など。★ビジネス英語。

インテリジェンス
香港～30K香港/香港島

既存顧客への営業活動ならびに新規顧客の
開拓、中国工場へ行き、生産管理/品質管理など。
★営業経験必須、社交的な方、北京語or英語
コミュニケーションレベル。

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 15K～20K香港/香港島

宝飾卸業界より経理を募集！ 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。

香港/香港島
経験により
応相談

30K～50K

金融業界より法人営業（日本語スピーカー）を
募集！営業として顧客対応と関係づくり、金融
商品のプロモーションなど。★証券業界にて
日系営業経験、最低3年以上、日本語・英語
ビジネスレベル以上。

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

インテリジェンス
香港15K～20K香港/香港島

保険業界より営業職を募集！日系企業の営業
担当者として保険販売を担当、企業向けの保険
の契約更新や見直しなど。★英語or北京語
コミュニケーションレベル。

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

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 14K～25K

電子業界よりセールスアシスタントを募集！
★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）。

香港/九龍

14K～18K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

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。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB～25K深圳

成型技術。生産異常原因分析、対策改善及び効果
確認。生産成形部門技術及び部門日常業務。★成形
工程に精通、品質意識が強く、コストダウン改善
提案能力がある方。プラスチック工場の同職位
管理経験3年以上。北京語：日常会話レベル以上。

インテリジェンス
香港香港/新界

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K
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）
を募集。★英語・北京語or広東語できる方。

Reeracoen香港/香港島企画・宣伝・広報/
コンサルタント 30K～50K

大手ビジネスコンサル企業で、営業コーディ
ネーター業務の担当。営業担当と会計士の間に
入ってコミュニケーションを取り、最適な方法
を提案し業務をスムーズにすることが重要。

Reeracoen香港/香港島営業・販売系/
コンサルタント

30K～50K
大手コンサル企業で、コンサルティング営業
業務の担当。会計・法務に関する資格や経験
よりも、主体的にコミュニケーションを取り、
真のニーズを汲み取れる傾聴力が最重要。

Reeracoen香港/香港島営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 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
で香港の証券取扱者資格の試験を受ける必要
有り。

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

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 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。

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を大募集】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

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～23K香港/香港島

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

ビジネス（香港・広東共通）

09Pocket Page Weekly 01 September 2017 No. 607
B



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
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Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 20K～25K
日本食材の輸入、卸売り業務（香港内）および
再輸出。東南アジア•オセアニア諸国および
欧米諸国の食材の輸入、卸売り。日系企業を
中心とした既存ルート営業。

香港/九龍
～30K
(経験により
応相談)

Pasona Asia営業・販売系/商社

深圳・香港でのセールスマネジメント、既存顧
客とのビジネス拡大や新規顧客の開拓と営
業チーム・部下の指導を行います。電子部品
商社での営業経験、管理職・スーパーバイ
ザーの経験がある方。要英語・北京語。

香港/香港島 20K～22K Pasona Asia

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

バーチャルビデオ会議サービスのプラット
フォームを提供するＩＴ企業でのスケジューリ
ングスタッフのポジション。カスタマーサービス・
コールセンターの経験者尚可。英語ビジネスレ
ベル。

香港/香港島 ～30K Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

アートを取り扱う企業での経理ポジションで
す。香港でのフルセット会計のほか、日本オ
フィスの経理も管理します。日本での経理・税
務業務の経験がある方はキャリアが活かせ
ます。英語ビジネスレベル。

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 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を募集。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。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～30K
日系投資会社のリーガル・経理スタッフ達の
アシスタントとして事務回りを担当。秘書また
はアシスタント業務の経験があり、細かい業務
を正確に行える方。英語ビジネスレベル。

香港/香港島

AOBA専門職/
プロジェクトマネージャー 香港 応相談

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。

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光 香港/新界 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。

キングスウェイ～20K香港/九龍

日本食品取り扱い商社にて営業主任を募集。
既存フォローおよび新規開拓営業、納期管理、
プロモーション活動、営業データ分析など。英語
コミュニケーションレベル。ビザスポンサー
チェンジ可。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

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。

AOBA

キングスウェイ
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

～25K香港/香港島

外資系ITマーケティング企業にて日本語ライ
ターを募集。自社ウェブサイトの運営、コンテン
ツの拡充、マニュアルやニュースレターの文章
作成。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検討。

香港/九龍 ～25K
大手日系物流企業にて営業職を募集。倉庫
サービスの提案営業(新規開拓中心)、営業に
役立つデータの情報収集。英語ビジネスレベル。
ビザサポート可。

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫

キングスウェイ応相談アジア拠点
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）
の配属も考慮。

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

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進出コンサル企業でのパートタイム業務。香港/香港島

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） ～35K深圳

台湾系電機メーカーにて中国駐在プロジェクト
マネージャー(生産管理)を募集。日系顧客対応、
プロジェクト日程管理、設計者とのやり取りなど。
北京話ビジネスレベル。中国ビザサポート可。

20K～40K
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

会計コンサルタントまたは顧客窓口。 香港WORKS香港/香港島

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍
～30K
(経験により
応相談)

部品調達・国際物流を手がける物流企業のロジス
ティックマネージャーとして、自社・外部顧客の
双方に向けて物流サービス（在庫・出荷管理、輸出
入手続き、空輸・海上輸送手配など）を提供。5年
以上の業界経験、英語ビジネスレベル。

25K～30K
(経験により
応相談)

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/商社

電子部品商社のセールスエンジニアとして日系
顧客企業と日本本社・中国工場との間に立ち、
技術的な問題の解決、顧客の工場アテンドを
担当。3年以上の業界経験、要英語・北京語。

Pasona Asia香港/九龍

10 Pocket Page Weekly 01 September 2017 No. 607
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港

中国全土

　「今までのやり方だと、10年後、弊社は残っていないかもで
すね。」先日訪問先の総経理から思わず出てきたお言葉です。
危機感に程度の差はあれ、経済成長の減速が著しい中、従来
のやり方にこだわらず、変化し続けねばとのお声を、多くの企
業様から伺っています。
　ところで、そのような変化し続ける組織創りのために、どのよ
うな取り組みが必要でしょうか。ここでは、そのヒントとして、弊
社調査結果およびコーチングプロジェクト成果をご紹介します。
　最初に調査結果ですが、常に新しいやり方を導入している
会社（＝変化し続ける組織）は、どのような特徴を持っているの
でしょうか。真っ先に、リーダーが旗を振って、ビジョンや信念
を積極的に発信しているイメージを浮かべる方もいるかもし
れません。しかし、実は変化し続ける組織は、そのような「リー
ダーの発信」より、「社員間のつながり」と大きく関係しているこ
とが分かっています。(右段図参照)
　「社員間のつながり」項目は下記質問によって構成されて
います。 
・職場のメンバーには異なる意見であっても相手の話を聞こ
うとする姿勢がある。
・社員は、自分が得た情報や経験を、積極的に職場のメンバー
に共有している。
・職場のメンバーは、相手が違う部署であっても、領域を超え
て協力している。
　これらの行動で満ち溢れている組織は、変化し続ける組織
である可能性が高いといえるのです。

　さて、社員間のつながり強化に有効なものとして、最近注目
されているのがコーチングです。「お互いに話を最後まで聞く
風土ができた」「ケンカが多かった組長同士でコラボが増え
た」。先日とあるお客様の成果報告会では、社員間のつながり
強化に成功した喜びのお声をたくさん聞くことができました。
コーチングでは、理想の組織実現に向けて、定期的に時間を
取り、そこでは部下に考えてもらうための質問以外では、聞き
役に徹します。

　このように上司からのコミュニケーションが変われば、影響
を受けて社員間の対話が変わり、さらには社員間のつながり
強化に影響することを多くの企業様が実感されています。
　みなさんは変化し続ける組織を創るために、早速今日から部
下とのコミュニケーションでどんな変化を起こしたいと思いま
すか。本テーマをはじめ、主体性の向上、現地リーダーが現地社
員を育てる文化の構築など、「組織変革」に本格的に取り組みた
い方、その第一歩として、弊社セミナーにぜひお越しください。

変化し続ける組織創りとコーチング

 802-803, Prosperous Bldg., 48-52 Dex Voeux Road Central, Hong Kong  　　　　 TEL:(852) 3468-5377

コーチ･エィ香港
ビジネスコーチ 

ソン・ヒョンモク
 宋　炯穆

お申込はこちらから。

◆◇「コーチングを活用した現地リーダーと組織開発」セミナー開催◇◆ 

https://www.coacha.com/seminar/

対象：98社のリーダーにおかれる部下3,455 名　期間：2011年9月～2014年4月　内容：リーダーシップおよび組織の状態に関する調査

日時： 201７年９月１２日(火) 1４:30～1６:30（14:15 開場）
場所： 広州建国酒店 中国広東省広州市天河区林和中路１７２号ー３楼M7庁 無料

対象： リーダー開発・組織改革に本気で取り組みたい方
定員： 30名 ※定員になり次第締め切らせていただきます
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オフショアクレーム(Offshore Claim)の対象
　香港で法人が設立しているが、売上は香港域外で商
取引が発生するといったケースや、香港と中国本土に
渡って発生する商取引があるといったケースは、「オフ
ショアクレーム(Offshore Claim)」の申請対象になる場
合があります。
　この「オフショア(Offshore)」とは、香港域外の源泉所
得のことで、香港税務条例(Inland Revenue Ordinance 
(IRO))に定められた法律をもとに課税範囲が決められ
ており、原則としての判断基準として下記のような場合
が対象となります。
•香港域外での販売活動による所得
•香港域外での売買契約が締結された場所等
•香港域外での製造発生場所による所得 等

但し下記のような場合は、香港での活動と見なされますので注意が必要です。
•映画、TV放映用フィルム及び録音等、又は香港で上映、発表及び使用した広
告宣伝素材等の使用料収入。
•特許、デザイン、商標、著作権付物販、未公開技術や技能等又は、その他類似
知的財産権等を香港で使用した場合の使用料や使用権に関する収入。
•香港における動産の使用、又はその使用権に関する資料やレンタル収入等。

オフショアクレーム(Offshore Claim)の流れ
　オフショアクレームを香港税務局（IRD）に申請を行うと、その後IRDによりそ
の業務内容を証明するために、法的義務を負った査定官により調査が行われ
ます(税務調査)。この調査では厳重に詳細を調べた上で判断されるので、提
供する資料は大変重要な判断材料になります。尚、一般的には下記のような
各種書類やデータが必要となります。

•契約書、契約に関する書類及びデータや通信履歴
•インボイス
•パッキングリスト
•発注書
•その他関連する書類及びデータや通信履歴等
•パスポートコピー又は香港IDカードコピー等
　上記は一般的なケースで提供を求められる書類です。業種等により異なる
場合が有り、細心の注意が要する申請になりますので、会計•監査を行う企業
へご相談された方が良いでしょう。
　KRSコンサルタンツでは、香港で活躍する中小企業のお客様を会計・財務
のあらゆる側面から、会計税務のプロフェッショナルとして、ビジネスの長期
的な成長と発展のお手伝いを致します。
　今回のテーマである「オフショアクレーム(Offshore Claim)」のようなデリケー
トな申請や、その他の会計財務、ビザ申請代行、新会社設立等でお困りでした
ら、是非お気軽にご相談下さい。
　KRSコンサルタンツでは、香港で活躍する中小企業のお客様を会計・財務
のあらゆる側面から、会計税務のプロフェッショナルとして、ビジネスの長期
的な成長と発展のお手伝い致します。
　今回のテーマである「オフショアクレーム(Offshore Claim)」のようなデリ
ケートな申請や、その他の会計財務、ビザ申請代行、新会社設立等でお困りで
したら、是非お気軽にご相談下さい。

KRSコンサルタンツ　リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127　日本語担当：クルス、ヘンリー、イマイ
ウェブ: www.krsconsul.com

中国本土とのゲートウェイとしての魅力や、アジアのビジネスハブとしての地位を持つ香港では、
 事業所得税の計算上での課税範囲について問題が生じることがあります。
そこで今回は、香港域外の源泉所得に対して申告する「オフショアクレーム(Offshore Claim)」について解説します。
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