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香港＆深圳 香港＆深圳

香港＆広州

今週の香港ピックアップ DAKS BIG TEDDY BEAR
「JEREMY」ｘ「RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE」のコラボが実現！

9月24日(日)～10月15日(日)

　英国王室御用達として3つのロイヤルウォラントを授与されている「DAKS」は

「ランドローバー」とのコラボレーションイベントを9月24日(日)～10月15日(日)

の期間中に開催する。同ブランドが主催するイベントには英国製のDAKSビッグ

テディベア「JEREMY」(座高155㎝)と世界初のラグジュアリーコンパクトSUVの

コンバーチブルモデル「RANGE ROVER EVOQUE CONVERTIBLE」が登場！希少

価値の高いテディベア関連商品「DAKS*RANGE ROVER」の限定商品を取り揃え

ている。

　キャンペーン期間中に一緒に写真を撮って、Instagram(daks_asia_pacific)に

ハッシュタグ「＃DAKS JEREMY」をつけて投稿するか、Facebook(Daks asia pacific)

に“いいね！”をして投稿するとDAKS限定のプレゼントがもらえるチャンスなので、

ぜひ会場に足を運んでプレゼントをゲットしてみよう！販売された売上金の一部

は「Save the Children Hong Kong」に寄付される。

 ■景品

1等賞（1名様）・・・18k（金）テディベア(ネックレス HKD16,480)

2等賞（2名様）・・・18k（金）テディベア(ネックレス HKD9,980)

※キャンペーン参加者全員の中から抽選で20名様にDAKSオリジナルテディベ

ア(HKD3,000相当)をプレゼント

※詳しくは、下記ウェブサイトをご確認ください

　https://www.daks-asia-pacific-campaign.com

水泳にかける少年たちの熱い想い
　ある事情で水泳から離れた水に特別な想いを持つ少年・七瀬遙は、自

分を想ってくれる仲間たちの大切さに気付き、再び泳ぐ決意をする。高校

最後の夏、将来を思い悩んだ遙は、仲間

たちとすれ違いを生んでしまう。新たな

スタート台からの景色に出会うまでを描

く青春物語。

映画
劇場版 Free! -Timeless medley- 絆

上映中

NY発デリ マカオに上陸
Dean & Deluca in Macau

世界で話題沸騰のデリ、遂にマカオへ
　NY生まれ、世界60店舗で行列必至。日本航空の機内食にも提供される

「Dean & Deluca」が遂にマカオ進出。おなじみのデリだけでなく、26席の

カフェやエスプレッソ・バーも併設される。香港のミルクティーラテやポ

ルトガルエッグタルトなど、地域色を打ち出したメニューにも注目だ。

南フランスの香り豊かなワイン
ローヌワイン　　

お祝いの季節にぴったりのローヌワイン
　中秋節からクリスマス、旧正月までのお祝いの季節の料理とローヌ

ワインは相性が良い。ローヌワインは南フランス産の深い味わいが特

徴の、手頃な価格で手に入る質の高いワイン。フルーティーからスパイ

シーなものまで種類が豊富で、月餅や毛ガ

ニ、七面鳥などお祝いの料理にマッチする

ワインを見つけて試してほしい。

(852)3987-8458
www.rhone-wines.com
Vidal Fleury Muscat de Beaumes de Venise 2014
Watson’s Wine Cellar@ HKD205
Domaine des Bernardins Muscat de Beaumes de Venise 2013
Vines & Terroirs@ HKD320
Vidal-Fleury La Chatillonne Côte-Rôtie 2009 (vintage 2005) 
Watson’s Wine Cellar@ HKD790 

9月24日（日） 街頭キャラバン
                           （セントラルハーバーフロント、SOGO CWB、TST海防道）
9月28日（木）～10月15日（日） ELEMENTS WATER ZONE（ZARA SHOP 前）

Shop G 107, G/F., 
The Promenade Shops, 
Galaxy Macau, Taipa, Macau
(853)8883-2221

巨大なDAKSオリジナルテディベア「JEREMY」が登場

原案：おおじ こうじ
監督：河浪 栄作

香港ピックアップ
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街ですれ違った香港
の美しい女性をご紹

介

ホンコン美人画報Snap Shot of Pretty
 Girls in Hong Kong

 Street

名前

会社名

年齢・出身

趣味/マイブーム

撮影者から一言

Lilian

リクルート

24歳/香港

旅行・音楽を聴くこと

モデル体型のLilianさん
、

ロングヘアー好きの男性
に

好かれること間違いなし
！



香港 香港

香港ローカルニュース
  新型iPhone香港での予約開始日と発売日発表

　Appleが新型iPhoneの予約開始日と発売日を発表しました。
「iPhone 8」と「iPhone 8 Plus」は9月15日に予約開始となり9月
22日に販売開始。大注目の10周年記念モデル「iPhone X」は10
月27日に予約開始となり11月3日販売が開始されます。
　新型iPhoneのそれぞれの価格は以下のように発表されてい
ます。

iPhone 8 64GB 5,988香港ドル（83,832円）
iPhone 8 Plus 64GB  6,888香港ドル（96,432円）
iPhone X 64GB 8,588香港ドル（120,232円）
iPhone 8 256GB 7,288香港ドル（102,032円）
iPhone 8 Plus 256GB 8,188香港ドル（114,632円）
iPhone X 256GB 9,888香港ドル（138,432円）
※ 1香港ドル＝14円で計算
　日本の方が安い新型iPhoneですが、香港のiPhoneはマナーモードの設定でカメラシャッター音が
鳴らないことから日本のiPhoneファンには大人気です。その他にも、新型iPhoneは3機種ともにワイ
ヤレス充電に対応。iPhone Xは歴代iPhoneで最も高精細でホームボタンがなく顔認証機能「Face 
ID」が搭載されています。
　また現在、香港の通信キャリア各社は、新型iPhoneの予約開始に先駆けて「料金プランの値下げ」
などのプロモーションをおこない顧客獲得の争奪戦を繰り広げています。
　一方、中国の深センでは、すでに新型iPhone用のケースやアクセサリーが発売されており、新型
iPhone発売日の発表直後に注文が殺到しているようです。北京のIT業界アナリストZhao Ziming氏は
「中国ではAppleの新製品の製造過程でさまざまな情報が入手できるため、新型iPhoneの形やサイ
ズは事前に把握できていた。」とコメントをしました。
　しばらく香港では新型iPhoneに関する話題で盛り上がりそうですね。

  香港で増加する大麻逮捕者 違法認識も薄い
　大麻（マリファナ）に関連する犯罪での逮捕者数が22％
増加していることが香港政府の調べで分かりました。香港
には大麻の喫煙自体は違法ではないと誤解する者もいる
ようですが、実際は日本と同様に犯罪となります。
　大麻関連の逮捕者増加について、香港政府の禁毒常務
委員会（以下：ACAN）は「一部の国で合法であり、医療用
大麻がガン治療に使用されている」ということが理由となり、違法である認識が薄くなっていると分析
しています。また大麻使用者の主な年齢は21～30歳で、最近では18歳未満の使用者も18％増加して
いると発表しており、今後、大麻に関する誤解を防ぐために保護者や青少年に対して教育を行う必要
があると述べました。
　香港の法律によると、危険薬物の所持は「最大100万香港ドルの罰金、最大7年間の禁固刑」と定め
られていますが、有識者によれば大麻所持で禁固刑となるケースは少なく、罰金の支払いとなること
が殆どのようです。
　なお、2014年に香港の高校生が学校の運動会で大麻入りケーキを販売して逮捕された事件を香港
BSでも取り上げましたが、その時は罰金1万香港ドル（約14万円）、禁固刑なしの判決となりました。
　過去記事：（https://hongkong-bs.com/topics/2015120802/）
　カナダやアメリカで合法化が進められている大麻ですが、香港や日本などアジアの国々では違法
です。

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

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

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 40K～50K

AI活用のオンライン旅行サービス企業にて
マーケティング＆新規開拓マネージャーを募集。
日本マーケットの事業拡大およびそのサポート。
5年以上のBtoBでの新規開拓、旅行業界のIT
ソリューション、ポイントサービスの業務経験者。

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。

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)

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

香港/九龍 22K～30K

人事労務コンサルティングファームにてコンサル
タントを募集。クライアント企業の組織調査
および人事労務スキーム変更に関するアドバ
イス。3年以上の法人業務の経験。監査法人、
ビジネスコンサルティング業界出身者歓迎。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港22K～26K

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファンド
にてコンプライアンス・リスク管理担当者を募集。
5年以上の金融業界におけるコンプライアン
スオフィサー経験のある方。当局対応経験の
ある方歓迎。日・英バイリンガル。

RGF 香港香港/香港島 60K～100K企画・広報・経営管理系/
金融・保険

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 12K～14K

資産運用サービス会社にてカスタマーサービス・
総務担当者を募集。クライアントやビジネス
パートナーからの問合わせ処理、ビジネスマ
ネージャーのサポート。日本語から北京語/英語
への翻訳。セミナーの準備作業など。

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～15K

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

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

その他アジア USD2.5K RGF 香港営業・販売系/商社
日系アパレル商社にて、ミャンマーの縫製工場
における営業アシスタントを募集。欧米アパレ
ルとの連絡窓口業務。日本語ネイティブ、英語
ビジネスレベル。縫製知識のある方。

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。

日本 25K～30K 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）/
旅行・レジャー・観光

香港系旅行会社にて会計士（大阪勤務）を募集。
財務諸表の作成、IFRS基準の遵守と定期報告。
会社間の調整、日本子会社、関連会社、監査役へ
のグループ会計方針の説明。翻訳業務。IFRS
およびJGAAP必須。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 35K～48K

日系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経験のある方。

香港/新界

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/
メーカー（機械・電気・電子）

35K～50K

【急募】日系老舗メーカーにて、会計財務担当者
を募集。香港および中国地域の経理財務統括
機関にて会計実務。中国国内工場、子会社を
含む連結決算業務。会計財務の実務経験5年
以上必須。海外統括経験者優遇。

香港/新界

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

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。

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～45K

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～45K RGF 香港香港/九龍

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

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

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

東莞 RMB～20K

製品の品質部門統括業務、将来的には製造
部門＋総務部門をまとめてみていただく予定。
★自動車部品経験者（成型加工の製造、品証、
技術などの現場経験者）、部長以上のマネジ
メント経験者、語学不問。

香港 30K～60K
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/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 20K～24K香港/香港島

美容業界よりアイラッシュ施術担当者を募集！
未経験可。美容やアイラッシュ（まつげ）にご興味
のある方。新規ビザサポート込のフルタイム、
ビザ所有者は時間相談可。★英語ができれば
尚可（日本語のみも検討可）。

インテリジェンス
香港30K～60K香港/香港島

コンサルティング会社よりコンサルタントアシ
スタント/セールスアシスタントを募集！資産
管理商品についてのアプリケーションのフォ
ローアップとサポート。★営業の対応が分かれば
優遇。

営業・コンサルタント/
コンサルタント

インテリジェンス
香港

30K～50K
経験により
応相談

香港/香港島

金融業界より法人営業職（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。

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16K～20K 香港/香港島

保険業界よりシニアエグゼクティブ/エグゼク
ティブマーケティングサービスを募集！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。★英語ビジネスレベル。

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

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 ～30K 

電子業界より中国グループ財務・経理を募集！
月次決算、売掛/買掛管理、原価計算、銀行対応、
連結決算,他拠点とのやり取りなど。★原価計算
を３年以上（日本での経験がある方）。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売

15K～
19.5K 香港/新界

輸入代行会社より商品管理を募集！新規取り
扱い商品の社内システムへの登録、情報変更時
の社内システムのデータ更新、商品情報・在庫
の管理など。★物流や商品を管理した経験者、
ビザ所有者。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～30K香港/新界

車アクセサリー、パーツ業界より経理会計
マネージャー/アシスタントマネージャーを募集！
グループ連結決算に関しての、日本本社との
やり取り。★フルセット経理対応可能な方。

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

35K～45K
経験により香港/九龍

日系最大手流通グループマネージャー/ジェ
ネラルマネージャーを募集！生産管理チーム
(経験により食品、衣料品、家電のいずれか)の
管理職。★業界経験あり（貿易、食品メーカー、
小売業など）。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～30K香港/九龍

電子部品企業にて経理を募集！経理業務全般、
香港人部下の管理、中国工場との連絡業務あり
（経理関連）。★会計業務経験者、広東語および
英語スキル（英語のみ可の方も、スキルによっ
て考慮可）。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売

21K 香港/新界

個人輸入卸専門会社より営業アシスタントを
募集！オンラインでのオーダー受注に関する
業務全般(メール/電話での対応)、ウェブサイト
上のショップ、商品などの調査など。★コミュ
ニケーション能力が高い方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

18K～25K 香港/新界

食品・卸企業より営業職を募集！日本食取扱い
飲食店（ホテル含む）などへ向けた営業活動、
飲食店とのリレーションシップ、食品の受注、
納品など。★営業に自信のある方、語学不問！
（英語できる方は優遇）。

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/
医療関連

22K～30K香港/九龍

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
お持ちの方尚歓迎！

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
広州

サービス系/外食・フード マカオ RMB
15K～40K

ミシュラン１つ星を獲得している銀座の鮨名店
での和食調理、寿司調理、メニュー開発、運営
サポート。★調理師資格保有者または、和食、
寿司業界にて５年以上の調理経験をお持ちの
方歓迎！

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

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。

香港/香港島 30K～50K Reeracoen営業・販売系/
コンサルタント

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になり、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。

香港/香港島

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

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業務。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港

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

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経理を募集。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。日本での経理・税務業務の経験がある方
優遇。英語ビジネスレベル。

香港/九龍 ～15K Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

電子部品製造業の営業担当として、日系既存
顧客のフォロー・現地系新規顧客の開拓。電子
部品商社での営業経験者（3年以上）優遇。
未経験者検討可（要相談）。要英語・北京語。

Pasona Asia
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
コンサルタント

20K～25K
コンサルタントのアシスタントとして契約成立
後に顧客をフォローアップしていく業務。顧客
対応の出来る丁寧な日本語力＆英語必須。営業
の経験尚可。

香港/香港島

Reeracoen23K～30K香港/九龍
EMS部門の営業職を募集。入社後は最低メイン
の既存企業を1社担当、新規顧客獲得の営業
担当。 

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

Reeracoen20K～23K香港/新界

日本のお客様及び海外オフィスからの問合せ
対応、見積作成やプレゼンテーション作成。
テンダービジネス(入札ビジネス)、事業開発
対応。新規事業開発のためのマーケットリ
サーチ、データ分析。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 20K～25K
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。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

Reeracoen
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～26K香港/九龍
大手日系アパレルメーカーで営業マネージャー
を募集。主に欧米企業への営業を担当、既存
顧客フォロー、新規開拓。

Reeracoen20K～30K香港/新界
日系の繊維メーカーの香港支社にて営業や
マーケティング業務を担当。主に香港や中国系
企業への高機能素材の製品の新規開拓。

営業・販売系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

Reeracoen
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）

20K～23K
香港企業の日系食品会社で、MDの秘書担当
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、日本からのVIP対応
業務。

香港/新界

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。

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。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。

20～25K
(経験により
応相談)

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/商社

液晶・ナノテク製品などを扱う専門商社の技術
営業職としてメーカーとユーザーの間に立ち、
ニーズを掴み適切な技術提案。理系大卒・工学
バックグラウンド希望。北京語＆営業経験必須。
英語尚可。

Pasona Asia香港/九龍

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】。

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。

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

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。

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
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香港 香港

香港 香港

ゼロからスタート 第82回広東語♪

  
 
 
 

メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           
       : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

前回はリビングに関する単語を学びました。「屋企 nguk1 kei２(家)」シリーズ第2回目は

「睡房söü6 fong２(寝室)」に関する単語を学びましょう。

家・その2「睡房söü6 fong２(寝室)」

広東語・発音・日本語

②床褥

chong4 yuk2

マットレス

①床

chong4

ベッド

③枕頭

zham2 tau4

枕

④枕頭袋

zham2 tau4 doi2

枕カバー

⑥被袋

pei5 doi2

布団カバー

⑤被

pei5

掛け布団

⑧衣櫃

yi1 gwai6

クローゼット

⑩冷氣被

laang5 hei3 Pei5

エアコン用掛け布団

⑨氈

zhin1

毛布

⑪單人床

daan1 yan4 Chong4

シングルベッド

⑫雙人床

söng1 yan4 Chong4

ダブルベッド

⑭床頭櫃

chong4 tau4 dang1

ナイトランプ

⑬晨褸

san4 lau1

ガウン

⑮書枱

sü1 toi2

机

⑯床單

chong4 daan1

シーツ

⑱叉電器

cha1 din6 hei3

充電器

⑰冷氣機

laang5 hei3 gei1

エアコン・クーラー

⑲風筒

fung1 tung2

ドライヤー

⑳電腦

din6 nou5

コンピューター

⑦梳妝枱

so1 zhong1 toi2

ドレッサー

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  

10 Pocket Page Weekly 22 September 2017 No. 610
B

香港スクール



香港 香港

香港

【前号のあらすじ】
　簡単な自己紹介をした後、スピーキングでは日常生
活で使用する英単語やフレーズを学習、リスニング
では“状態”を示す“ing”形についてロールプレイン
グも交えて一生懸命トライしました！

　今週の英語クラスは前回に引き続き、教材を
使用した授業が行われました。スピーキングでは

「感覚の表現」、リスニングでは「百貨店で買い物を
しているカップルの会話」がテーマでした。『語学で

は自分自身が発音できる言葉しか聞き取れない』という
話を聞いたことがありますが、やはり知らない単語は聞き取

ることができなかったことを痛感しました。間違った答えを発言するこ
ともありましたが、アレン先生が「Good Try!」と言ってくれたのでもっと
頑張ろうという気持ちになれました。アレン先生は1つのことに対して
いろいろな表現がある場合、より自然な表現方法についても丁寧に教
えてくれました。

 2回目の授業を終え
て、普段、英語を話す
際の言葉選びを少し
意識することができ
るようになりました。
例えば、1回目に学ん

だ“Should”の用法につ
いても使用するのを控
えていましたが、2回目
の授業を終えてからは
躊躇せずに使用できる
ようになりました。自分
自身の中での認識が間
違っていただけなの

で、相手の印象について特に変化はありません。しかし、語彙力やリス
ニング力はまだまだ足りないと感じました。
　来週は最終クラスになりますが、アレン先生からもっといろいろな表
現を吸収したいです！ 来週の英語挑戦記も乞うご期待！

3回の授業で生活がどこまで変わる？
もっと自由に英語を話すことができたら、香港のプライベートライフがより楽しくなると
思いながら、なかなか英語学習の時間が取れずにいつの間にか時間だけが経ってし
まっていた…そんな方も多いのではないだろうか。今回、ランゲージワールドが提供し
ている英語クラスに挑戦するのは電機メーカーに勤務している香港在住３年目の駐在

員、宇都宮弦一郎さん。3回連載で英語クラスを受講した宇都宮
さんの生の声を紹介する。

第2回（全3回）

体験入学受講者：宇都宮弦一郎
香港在住3年目。香港人に負けない食欲
と機内でも真っ先に広東語で話しかけ
られる見た目とを併せ持つ香港人の素
質ありの日本人。一方、広東語、北京語、
英語、時折日本語と高い言語能力を
持った香港人に甘えて、なかなか自身の
語学力向上が儘ならない今日この頃。

講師：アレン
サンフランシスコ出身。カルフォルニア
大学卒業後、香港にて英語講師としての
キャリアを歩み始め、大手英語学校にて
ネイティブ英語講師、マネージャーとして
の経験も持つ。日本人への指導経験も豊
富で、LanguageWorldにてキッズ、主婦、
ビジネスマンと幅広く指導している。楽し
くユーモアあふれたレッスンが好評。

住所：Units C & D, 10/F., (ITC Bldg.) Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458<荒木>
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk
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