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「美人画報」毎週連載中！ あなたの近くの
「美人さん」を
紹介しませんか？ 

国際人を育てる、三菱電機の新たな取り組み!
三菱電機（香港）は、電力・公共・交通分野において社会インフラに貢献する様々な技術を香港、マカオで提供しています。

私たち社会インフラ事業部は今年、新たな取り組みに挑戦しました。
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

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

10月13日～15日

　政府・与党で大学などの教育費の負担軽減策に充てる「教育国債」の構想が再
燃している。首相は「教育無償化」の実現を掲げて、来年度には返済の必要がない
給付型奨学金を創設する予定だが、現在の予算の枠内での実現は難しく、新たに
巨額の財源が必要となる。もし日本の財政が健全で経済成長も確実なら、単純に
赤字国債を発行する選択肢があるが、いまはそんな状況ではない。
 今回の教育国債の構想は、赤字国債の発行額が対GDP比246%まで膨れ上がっ
ている状況において、財政健全化には完全に逆行する動きだ。今後も少子高齢化
がますます深刻になり、公的年金や医療制度の現状維持さえも難しくなってきて
いる状況において、教育国債よりも優先順位が高いはずの「税と社会保障の一体
改革」は手つかずの状態が続いている。5年に渡る日銀の金融緩和政策も目に見
える効果は出ておらず、税収も増える見込みがない状況で、次世代への負債だけ
が増え続けている。
 　アベノミクスが残した一番大きな功績は、経済成長と財政健全化は両立できな
いことを証明したことだ。そもそも国民の大半がいま以上の経済成長を望んでい
るとは思えず、政府の役割は国民が最低限の生活を維持できるための社会保障

制度を維持するだけで良いはずだ。民間にできることは民間に任せれば良いし、
大学を出たところで必ず良い仕事につける保証もない。
 政府は国民の人気取り政策ばかりを並べるのではなく、財政健全化のために国
民にとって耳の痛い政策も誠実に実行していける政府が求められている。もはや
自分の年金は自分で作る時代となった。将来的な年金削減リスクに備えて、海外
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人は「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・深セン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。

ヴェルサイユが香港にやってくる！
　2007年に結成されたヴィジュアル系メタルバンドのヴェルサイユ

が、10月に香港で初めてコンサートを行う。世界中のファン待望のツ

アー。ヴェルサイユは5か国（メキシコ、アルゼンチン、ブラジル、香港、

台湾）で世界ツアーを開催。

コンサート
ヴェルサイユ10周年記念ワールドツアー2017

10月15日

Sun Museum, 4/F., SML Tower,
 No.165 Hoi Bun Rd., 
Kwun Tong
火～土 10：00～18：00
（852）2690-6790
無料

E-Max, Kowloonbay International 
Trade & Exhibition Centre
20:00～22:00
(852)2111-5333
http://www.cityline.com
HKD790、 HKD690、HKD490

Tsuen Wan Town Hall Cultural Activities Hall,
72 Tai Ho Rd., Tsuen Wan
19：45
www.urbtix.hk/internet/eventDetail/33418
大人：HKD200、HKD150
学生：HKD150、HKD120

ボーカロイドの楽曲を舞台化！
　日本の舞台作品「悪ノ娘」が香港へ。クラシック音楽から現代の音楽、劇

話まで、様々な音楽が舞台上に表れ、忘れられない経験となるだろう。14

歳の王女・リリアンヌは逆らう者の首をはね、民衆から税を搾り取る。王女

は海の向こうの王子・カイルに恋心を抱くも、別国に愛する人がいたため

リリアンヌとの婚約を一方的に破棄。リリアン

ヌは嫉妬心から、グリーン国の殲滅を命じる。

幾多の家が焼き払われ、幾多の命が消える中、

国民の怒りの炎は確かに燃え始める。

コンサート
「悪ノ娘」

10月14日

展示
「Celestial Cases: Antique Boxes of China」

～12月2日

香港で初公開！中国のアンティークボックス
　サンミュージアムは中国のアンティークボックスの展示を行う。地元の

民間コレクターから融資を受けて、漢と清の王朝の87の箱が展示される。

箱の形は様々で、木材、漆、磁器、竹、象牙、サイの角、白い翡翠などの素材

が使用され、化粧品や本、食べ物など、様々な生活品を入れていた。

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。

「混迷する日本の社会保障改革」

＜セミナー日時・場所（参加費無料・定員各5名）＞
10月13日（金）香港10:00～12:00もしくは19:00～21:00
10月14日（土）香港10:00～12:00もしくは15:00～17:00
10月15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
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香港ローカルニュース
プレゼンツ

  日本人ストリートミュージシャンに逮捕予告？
　香港で大人気の日本人ストリートミュージ
シャン「Mr. Wally（ミスター・ウォーリー）」が9月
23日（土）の17時頃、路上パフォーマンスが多い
ことで有名な旺角（モンコック）の歩行者天国エ
リアで演奏中、香港警察から注意を受けたこと
を多数の香港メディアが取り上げました。さらに
Mr. Wally自身が、警察の対応はメディアで報道
されているより厳しかったとFacebook上に投稿
したことが大きな話題となっています。
　Mr. Wallyは神戸出身の日本人。2015年に初めて香港を訪れ、路上でギター演奏をしながら日本語の
歌を歌うパフォーマンスで大人気になり、今月再び香港に戻ってきたと香港メディアは伝えています。
　各メディアによると、今回、Mr. Wallyは演奏中に私服警官から「近所から騒音への苦情を受けた。ま
た、君はここで演奏はできない。もし次見つけたら警察署へ連行する。」と注意を受けたことから、
Mr. Wallyは就労可能なワーキングホリデービザを持っていると主張。これに対して警官は「働くのは
構わないが、香港IDカードがないからここでの演奏はできない。」と説明しなおしたそうです。
　一方、Mr. Wallyは25日正午頃に自身のFacebook上で「香港メディアの記事内容は実際とは違う」
と投稿。Mr. Wallyによると、警察からは「旺角の歩行者天国エリアは以前とは変わった。今度は通報が
あれば口頭注意でなく即逮捕だ。ワーキングホリデービザは取り消され、強制送還となる。二度とここ
で演奏するな。」との厳重注意を受けたとのことです。
　メディアの報道に関して香港警察は「Mr. Wallyは香港IDカードを持っていないから香港で仕事ができ
ないとは言っていない。我々は騒音への苦情に関して対応をおこなったのみである。」と発言しました。

  香港の重要行事「中秋節」日本のフルーツが大人気
　10月4日は中秋節。香港の重要行事で多くの企業が午後からお休みとなり、翌日の10月5日は祝日とな
ります。中秋節では「家族で食事をする」、「海鮮を食べる」、「お世話になった人へ月餅を渡す」などの風
習がありますが、最近は月餅ではなく高級フルーツを渡す人が増えてきました。また、この時期になる
と、食料品の産地偽装や月餅の大量廃棄が毎年のように問題となりますが、今年も同様に以下のような
問題が発覚していますのでご注意ください。

・日本産フルーツは真っ赤な嘘
　贈答用フルーツでは「見た目が良く、甘みが強く、綺麗なラッ
ピング」の日本産フルーツが大人気のようですが、香港の青果市
場ではこの時期になると日本産と偽った中国産と疑われる果物が
大量に出回ります。パッケージに中国語が書かれていたり、日本産
にしては価格が安い、見た目が明らかに違うなどで、見分けがつき
ますが一般市民は騙されてしまうかもしれません。九龍の青果協会は「いつも通っている果物店で買う
ように」と促しており、香港の議員も税関への取り締まり強化を求めています。

・偽物のナマコや魚の浮袋が販売
　乾燥ナマコと魚の浮袋（花膠）は香港の海鮮料理に欠かせない食材ですが、粗悪品が高級品として販
売されていたり、謎の材料で作られた偽物食材も確認されています。乾燥ナマコでは「旺角で購入した
ナマコを、水につけおきしたら、黄色い液体が染み出し、どぶのような臭いが辺り一面に漂った」。魚の
浮袋では「スープを作ろうと煮てみたら異常に縮んだ」などの報告が届いているようです。過去にはコン
ニャクときくらげで作られた偽ナマコ、シンナーとボンドで作られた魚の浮袋なども発見されています。

・月餅の大量破棄は香港の課題
　月餅の廃棄は香港での大きな社会問題になっており、去年は160万個（バスケットボールコート18面
分）が食べられることなく捨てられました。そして香港の環境NGO団体（Green Power）が、香港市民に月
餅についてのアンケート調査をおこなった結果、回答者の57％が「できることなら中秋節のギフトで月
餅は欲しくない」と回答したことを発表しました。そのような背景もあり近年は高級フルーツや調味料な
どを詰め合わせて贈ることも主流となってきているようです。
上記のようなニュースで騒がしい時期ですが、香港で中秋節を過ごされる方はぜひとも香港の風習を
お楽しみ下さい。

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

ローカルニュース
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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
香港25K～26K香港/九龍

シニアオフィサーを募集！ボーナスポイントプ
ログラムの管理（在庫管理、償還実績の分析
を含む）、マーケティング費用の準備の支援、
月単位の予算管理の実施など。★営業/マーケ
ティングの5年以上の実務経験のある方。

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17K～20K香港/九龍

ジュエリーメーカーより営業アシスタントを
募集！営業補佐業務全般（資料作成）、受注発
注並びに納品管理作業など。★ビザをお持ち
の方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 ～55K香港/九龍

シニアコンサルタントマネージャーを募集！
経理業務全般：連結決算、キャッシュフロー
管理など、各拠点にある経理部門の統括、管理。
★英語ビジネスレベル必須、北京語できれば
尚可。

インテリジェンス
香港

香港/香港島 時給HKD
80～100

Pasona Asia事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

日系保険会社でのアシスタントポジション。
勤務時間は応募者の職務経験に応じてフレ
キシブルに対応可能。要英語、PCスキル
（Word、Excel、Power Point）。

インテリジェンス
香港20K～25K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/
会計・監査・経理

日本産食品専門店よりマネージャー／アシス
タントマネージャーを募集！ 食品ビジネスの
営業計画/運営。★営業/管理経験者の方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K

宝飾業界よりシニアファイナンスマネー
ジャーを募集！ 香港/中国の経理部門の管理、
会計および財務報告書の準備、日本本社への
報告など。★経理/財務/管理経験のある方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 ～60K

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/九龍 20K～25K

大手機械メーカーより営業職を募集！現地販売
を支援して製品の宣伝、日本と現地の関係構築
と発展、セールス＆マーケティングイベントの
サポートなど。★4～5年の営業、マーケティング
経験者の方。

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

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） ～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）。

香港/新界

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）/
物流・倉庫

16K～25K

物流業界よりオフィスサポート（通訳/翻訳/
秘書/総務業務）を募集！ 主に通訳や翻訳等
から、社長のサポート業務（秘書的な業務）まで、
幅広く必要に応じて対応。★貿易販売経験者
歓迎。

香港/新界

Reeracoen

技術系（メディカル・
化学・食品）/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 22K～35K
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び修理。
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。

香港/九龍 40K～48K Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

日系専門商社でセクションのシニアマネー
ジャーを募集。商材は化学樹脂、日本人含む
３～４名のマネジメントを担当。

香港/九龍 20K～23K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系飲食店でホールマネージャーを募集。食事
の提供、会計業務、スタッフマネジメント、コスト
管理、日本本社とのやり取りなど、レストランの
運営。

Reeracoen
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
外食・フード

14K～25K
パティシエを募集。デザートの考案。デザートの
品質チェック。デザートのすべての準備や、プレ
ゼンテーションなどの監督。季節限定メニューの
考案。

香港/九龍

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。

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/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。

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
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香港 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

香港/九龍 ～25K キングスウェイ
生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

衣料・家庭用品部署の管理。業務オペレーション
の遂行、モニター、納品管理等。各拠点との調整
など。品質管理経験必須。ビジネスレベルの
英語。新規ビザサポート可。

香港/九龍 ～50K キングスウェイ企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売

自社webサイトの活用及び開発・運用。宣伝
効果分析及び広告掲載プランニング。日本本社、
ローカルスタッフとの連携及びスタッフ管理。
ビジネスレベルの英語。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売 応相談

日系食品小売にて店舗マネージャー候補を
募集。店舗のマネジメント全般、トラブル対応、
本社への報告。ビジネスレベルの広東語必須。
ビザサポート可。

香港/九龍

キングスウェイ～30K香港/香港島
顧客からの会計･税務に関する問い合わせ対応、
グループ内部の監査法人、会計士、スタッフとの
調整、希望により香港以外（東南アジア各国）の
配属も考慮。ビザサポート可。

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～25K香港/九龍

3年以上の営業経験(物流業界歓迎)。営業
および付随する情報収集。価格交渉、サービス
内容の説明、通関、トラックやコンテナ遅延等
のトラブル対応など。ビジネスレベルの英語。
ビザサポートあり。

営業・販売系/物流・倉庫

香港/香港島 ～22K
3年程度の営業経験。代理店管理、新たなビジ
ネスパートナーの開拓、ビジネスセミナーの
実施。ビジネスレベルの英語（北京語もしくは
広東語尚可）。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

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

～25K香港/香港島
ポータルサイトの運営に関わる日本語コン
テンツの作成。日本語マニュアルの作成。オン
ラインニュースレター(日本語)の作成。

キングスウェイ～30K香港/九龍
GMのアシスタント業務全般。資料、レポートの
作成が主業務。通訳、翻訳、日系顧客の応対、
接客など。ビジネスレベルの中国語もしくは英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

キングスウェイ会計経理・経営管理/
物流・倉庫 ～23K

大手日系物流企業にて部署内の会計業務（付随
する一般事務）を担当。日本本社向けの業績
報告書作成経験必須。ビザサポート可。英語も
しくは広東語必須。

香港/九龍

キングスウェイ

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/九龍 ～20K
ファッション関係に興味関心がある方。営業資
料の作成補助、営業事務、納品管理作業、商品
の移動補助等。年2回の展示会の準備、参加。
即就労可能なビザをお持ちの方。

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。

香港/九龍 経験により
応相談 Pasona Asia

営業・販売系/
建設・建築・
内装・住宅関連

経営に関わる業務について総経理を補佐。顧客
との折衝や組織の仕組み作りを行い、将来は
マネジメントの役割を期待。営業または経営
企画経験者。要英語。北京語＆広東語尚可。
建設業経験者歓迎。

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

香港WORKS20K～25K香港/香港島 日本伝統工芸品専門店での店舗販売チーフ。
広東語または北京語話せる方。営業・販売系/小売・流通

香港WORKS30K～60K香港/香港島 エグゼクティブシェフ和食経験10年。サービス系/外食・フード

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

深圳 エグゼクティブシェフ鉄板焼きor寿司or炉端
焼き。

華南WORKS

サービス系/外食・フード 20～30万円広州 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

華南WORKS

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

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

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。

ビジネス（香港・広東共通）
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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が
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
ブランドの企業が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。

日系不動産企業が営業担当者を募集。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がコンサル
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。

外資系金融関連企業が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。日本人
顧客からのメール・電話対応、および帯同。契約書
作成フォローアップ、その他事務。丁寧な対応が
出来て、事務処理能力が高い方。

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20K～25K

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファンド
がコンプライアンス・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

日系会計事務所が会計オフィサーを募集。香港
日系企業の会計・税務サポート。香港及び日本
オフィスと連携し、会計処理関連の問題に対処、
アドバイス。その他会計関連のアドミン業務。会計
事務所/監査法人などのファームでの経験者。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K

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

外資系IT企業がオンラインゲームのカスタマーサ
ポートを募集。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 香港香港/香港島 20K～23K

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

日系特許事務所が日本語ネイティブのスタッフを
募集。日本のお客様の特許取得に関わる書類の
作成、確認。日本のお客様からの電話応対。
コミュニケーション能力が高く、正確な作業が
出来る方。就労可能なビザをお持ちの方。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 25K～35K

欧米系オンライン旅行代理店がセールスマネー
ジャーを募集。新規登録ホテルの開拓、交渉。
日本市場での販売戦略と商品開発。Cレベル
の営業活動。日本出張有り。デジタル旅行業界
のダイナミクスの知識のある方。

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。

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

日系ITシステム会社が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が日本語テス
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
日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場の
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。

日本 28K～32K RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

欧米系大手経済新聞社がセールスサポート
コーディネーターを募集。日本オフィスの広告
販売チームのサポート。請求書、契約更新など
の実務および販売/市場分析、潜在顧客への
アプローチ補助、アポイントメント調整。

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

香港系旅行会社が会計士（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
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】日系老舗メーカーが会計財務担当者を
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

日系アパレル商社が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

日系アパレル商社が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コマース企業が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



三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F Cityplaza One, 1111 King’s Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：hk.mitsubishielectric.com

三菱電機（香港）社会インフラ事業部、
インターン生受入れ開始！

三菱電機（香港）社会インフラ事業部
総経理  鳥海寿郎 
　兵庫県神戸出身。趣味はハイキング、カラオケ、旅
行。入社以来、電力インフラ事業を担当。中国（西安）
合弁会社にて4年勤務、シリア、イラクではアフター
サービス提案。香港赴任後、4年目。ニックネームは
Mr. W.P. Teddy。

　また今年は香港の大学と専門学校からも有給インターン生
を受け入れる取り組みも行ったという。「今回、弊社はCity 
University of Hong KongとInstitute of Vocational Educationよ
り直接、インターン生の要請をいただいて、香港人のイン
ターン生を各大学・専門学校より2名、2～3か月の期間で受け
入れました。この背景として、以前までは香港の大学・専門学校
からインターン生の要請依頼をもらうことはありませんでした
が、香港で弊社の知名度が上がってきたことで、大学・専門学
校側も地元の企業だけでなく日本企業へも関心が向けられた
のではないかと思っている。」と鳥海氏は述べた。今回のイン
ターンシップ制度を利用して、1名は同社事業部への就職が決
まっている。普段、目に見えない香港のインフラを支えていて、
これらの仕事をどのように「見える化」するか、同社は様々な施
策を仕掛けている。
　同社が総合販社として統合されたのは2014年4月1日だが、
以前は家電や半導体などは、各販売会社があった。吸収統合
によって三菱電機（香港）は、各事業間の連携活動を強化し、現
在ではスピーディーに情報共有化を図ることができるという。
同社は2014年12月、太古（タイクー）City Plaza One 20Fへ引っ
越し、ショールームをオープンした。ショールームに同事業部
の主要顧客をお呼びし、三菱電機（香港）の事業内容、取扱い
製品を実際に目で見て頂くことにより、連携営業活動を具現化
できるようになった。例えば、香港電力や中華電力各幹部に
ショールームを視察頂き、他事業部の製品を紹介して認知度

を高めていくことができるようになった。三菱電機グループの
販売会社は世界中にあるが、三菱電機（香港）のショールーム
は、他販売会社のモデルケースとして注目されている、という。
　2016年に50周年を迎えた同社の歴史を振り返ってみる
と、1976年に香港電力向け電力設備を初納入以来、BtoB事
業という枠組みの中で電力事業に注力してきたので、当時
は家電品のように一般人向けに宣伝広告をする発想がな
かったという。鳥海氏は香港に着任後、シンガポールに駐在
していた前社長が描いていた「一般人にしてみれば、我々の
提供しているサービスがどのようなものなのか本当にわか
らないが、様々な生活シーンで密接に関わっているという思

いを伝えたい」という言葉に
感銘を受け、香港やマカオで
一般人に認知してもらえる取
り組みを始める。「電力の安定
供給がなければ、家電製品も
大型映像もエレベーターも使
用できないし、MTR車両も運
行できない。」と述べた鳥海氏
は、社会インフラ事業部が提
供する様々なサービスが、香
港人の快適な生活を支えてい
ること伝えるために日々、様々
な施策を練っている。

　三菱電機（香港）社会インフラ事業部（以下、同社事業
部）は、今年8月28日～30日の3日間、近畿大学経営学部
キャリア・マネジメント学科（以下、近畿大学）より2名の
インターン生を受け入れた。近畿大学担当教授が選抜し
たインターン生を香港のPasona Education Co. Ltd（以下、
パソナエデュケーション）へ派遣、同社事業部は香港でグ
ローバルインターンシップを受け入れる日本企業の1社と
して、パソナエデュケーションより受入れ要請があったた
め、「国際人を育てる」という観点から快諾したという。ま
た今年6月～8月の2、3か月間、香港の大学と専門学校か
ら4名のインターン生を受入れた。
　今回は2014年5月に来港して以来、同社事業部が行って
いるBtoB事業の「見える化」を具現化するために新たな取

り組みに挑戦をしている同社事業部の鳥海 寿郎（とりう
み としお）総経理（以下、鳥海氏）に話をお伺いした。

三菱電機（香港）社会インフラ事業部のショールームにて

　「冒頭でも申し上げたようにパソナエデュケーションを窓口
として近畿大学よりインターン生2名が3日間の研修を受けら
れるよう、当社事業部が研修場所や環境を提供しました」と
述べる鳥海氏は、3日間の中で実際に行ったインターンシッ
プスケジュールについて教えてくれた。「1日目は同社営業部
長、技術部長及び建設部長が各部の活動内容の紹介、ショー

ルームでは電気の仕組みや流れについて日本人OJT研修生
が説明しました。2日目は香港地下鉄（以下、MTR）職員しか立
ち入ることのできない現場へ足を運んで、車両下部に取り付
けられたMotorを間近で見てもらいました。インターン生は
初めて見るMotorの仕組みにとても感銘を受けてくれたよう
です。また香港SOGOダイヤモンドビジョンのサイト訪問も行
いました。インターンシップ終了後は各自、BtoB事業内容を
纏め、英語で研修成果を発表しました。ご存じでない方も多
いと思いますが、香港で運行されているMTR約1,000車両の
内、約80％は三菱電機の製品が使用されています。我々の製
品を通じて常に3分間隔で安全運行できるという点におい
て、MTRより高い評価をもらっていますが、同社事業部が行っ
ているBtoB事業をもっと『見える化』していければと考えてい
ます」と述べた鳥海氏。同社の事業内容は半導体から発電機
など、小さなモノから大きなモノまで取り扱っていますが、日
本から来るインターン生には一般の消費財ではなく目に見え
ない「社会インフラ事業」についてより深く理解してもらい、
色々なことを体験して吸収して欲しいという。

　また、関西学院大学や兵庫県立大学から社会インフラに関
心のあるゼミ学生を各大学の教授、香港経済交流事務所を通
じて紹介してもらい、実際に同社のショールームを見に来て
もらうこともあるという。同社事業部の仕組みを理解してもら
い、ゼミ生の中には三菱電機に内定をもらった学生もいると
いう。「インターンシップ制度を利用して来る大学生や日本の
大学からも香港に来ていただく機会があって、同社事業部の
事業＆製品紹介をしました。私が香港に着任するまでは、「見
える化」を積極的に推進する活動はなかったようですが、香港
に来て自ら構築した日本人ネットワーク、香港の大学や専門
学校とのチャネルを構築する機会をつくりました。特に、香港
の大学教授との接点は技術部が有しており、インターン生の
受入れを実現できました。これらの様々なことが重なって、今
回、香港、日本各大学からインターン生の受入れに繋がった
のではないかと考えています。日本にいるとなかなか見る機
会はないと思いますが、インターンシップ制度で香港に来て
もらうことで『見える化』を具現化できたと感じている。」と鳥
海氏はホワイトボードに書きながら丁寧に説明してくれた。近畿大学よりインターン研修に来た学生2名（手前正面）

　最後に鳥海氏にインターンシップ制度を通じて学生たちに吸収して欲し
いことについて質問を投げかけてみると、「その土地の環境や歴史を学ぶ
こと、環境や価値観の違い、双方向コミュニケーション能力を身につけて欲
しい。」と熱い想いを語ってくれた。「香港は国際都市なので、英語以外に普
通語や広東語も飛び交っていて、日本でのやり方が通用しないことも多い」
としたうえで、「これからのインターン生に求められる資質としては、自分の

言葉で自分の意見を述べられる、いつでも何事にも好奇心を持っている
“人”が大事。目的意識を持って仕事ができる人、問題提起から発想の転換
ができる人、自分自身でクリエイトできる資質があるかどうかも大事。」と
語ってくれた。今後も日本や香港の各大学から積極的にインターン生を受
け入れて、将来的には日本と香港の大学が異文化交流できる仕組みを構
築していきたいという。

香港SOGOで現場実習を
受けている香港人インターン生
（“LEDモジュールユニット
100枚達成"を掲げている）

電力の安定供給に貢献
【「以港為家」廣告系列 - 電力設施篇，700萬人嘅推動力】(完整版)

https://www.youtube.com/watch?v=iVBFdghQBZE

安全な航空運航に貢献
【「以港為家」廣告系列 - 天氣雷達篇，700萬人毋懼風雨】(完整版)
https://www.youtube.com/watch?v=CHD4R69MCH0

ビジネス（香港・広東共通）

09Pocket Page Weekly 06 October 2017 No. 612
B



香港 香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

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（佐敦駅より徒歩2分）
電話：(852)3520-2329（日本語可）  
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com/jap_index.htm
フェイスブック: www.facebook.com/streamwisdom

SOWランゲージセンター

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などもご覧いただけます。
安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただきます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！（要予約）
他校からのレシートを持参した方2時間分の個人レッスンをプレゼント！

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な人は、創立15年以上のSOWに手伝ってもらってみては。
　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけてい
る。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことができ、
自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することができる。
　ビジネス英語コースでは、弱点や欠点に特化したカリキュラムを
組んで、自分のペースで取り組むことができる。メールの書き方や
交渉の仕方など、ビジネス上役立つ技術をしっかり学ぼう。
　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等を日本語でわかりやすく説明してもらえる。授業内
容が生活に密着した内容である点もSOWの特徴で、リーズナブ
ルな学費で完全月謝制とシステムもわかりやすい。学習のサポー
トとして、レッスンの振り替え及び長期休暇制度、ベビーシッター
等のサービスも行っている。
　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が広
がるよう努めている。同校で早速語学学習を始めてみよう。

2017年開催予定イベント

SOW
ホームページ

SOW出版社
是非デモをお試しください！
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　保護者達はしばしば、大人数
のグループでは子供たちが混
乱しがちになることや、子供達
が先生から十分な注意をむけ
られないことを恐れる。
　30人以上のクラスの場合、た
しかに物静かでシャイな子供に
は理想的とは言えない。残念な
ことに、教育現場、特に国際的

なシステムと圧力は近い将来に変わる可能性は低そうだ。
　30人の生徒を有する、忙しく時に騒 し々い教室は、静かで、落ち着いた雰囲気
を好む子供には負担が大きく、教師がすべての生徒にきめ細やかな注意を払う
ことは難しい。
　クラスの規模を小さくすれば、より効果的な教育を受けることができるのか？
これは長年にわたり議論されてきたことであり、様々な研究結果も多くは決定打
に欠ける。自発的に行動し、自信と能力のある子ども達は、大人数のクラスでも
うまく適応してのびのびと過ごすことができるが、クラスの大きさは、授業への
積極的関与に影響を及ぼすことがあるという。たとえばクラスが小さくなると、

生徒は質問に答える頻度は高まる。小人数の
クラスは、大人数のクラスでは黙っていること
の多い、達成率の低い生徒にとって特に有益
といえよう。
　しかし、教育専門家の中には、クラスの大き
さを減らすよりも、教師の質を向上させること
が重要だと主張する人もいる。たしかに優れ
た教師は、クリエイティブで柔軟なグループ
分けを活用し、効果的かつ適切に業務を差別

化し、集中的なグループワークを通じて
生徒をサポートすることができる。
　興味深いことに、Pisa（国際学生評価プ
ログラム）の結果によると、香港や上海を
含むアジアのいくつかの地域では、地方
教育システムによる比較的大きなクラス
に属する学生は、標準化されたテストで
よい結果を出す傾向がある。ただそんななかでも、学力の向上よりも批判的思
考のスキルと、学生たちの協調性や自主性を育てるためにクラス規模は縮小化
される傾向があり、個別指導、高いレベルの親のサポート、教育を重視する文化

的要因など、学力が向上した理由は他に
も複数あったといえる。
　結論として、保護者は様々な要因を考
慮する必要があるということが言える。子
供のソーシャルグループは、学校内外で
楽しく過ごすために不可欠であり、親が
転校することを考えている場合にも、考

慮すべき重要な事項となる。どの学校にいようと仲の良いグループがあるとい
うことは、子供達が落ち着き、自信を持って行動するのを助ける。
　大きなクラスでは、先生が明るい子供たちを盛り立て、低～中程度の能力で
静かに勉強している生徒により細かいサポートを与えるよう努めるため、優秀
な生徒が忘れられがちになる。また問題行動のある子供たちも、教師の時間を
奪う。監督なしに放置すれば、破壊的になったり集中できないからだ。
クラスサイズの縮小による、目に見える利益は自ずと発生するものではなく、教
育自体の質ももう一つの重要な要素といえる。また最も重要視すべきことは、子
どもの自信と自尊心を育てることだ。子供たちが学ぶことに積極的な気持ちに
なるよう、サポートすることを心がけよう。

騒々しく、
大規模のクラスで迷ってしまう生徒達
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