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香港 香港

今週の香港ピックアップ

株式会社アデランス
オープニングセレモニーを香港で開催

　9月28日（木）、総合毛髪の株式会社アデランスはビジネス関係者やメ

ディア関係者など約30名を招いて、銅鑼湾（コーズウェイベイ）の香港オ

フィスにて「アデランス香港」のオープニングセレモニーを開催した。同

式典には、アデランス株式会社代表取締役社長執行役員の津村佳宏氏

（以下、津村氏）、アデランス香港総経理の陳美儀（Ms.Polly Chan）ら関係

者が挨拶をしたほか、スペシャルゲストとして同社商品「オーダーメイド

ウィッグ」を使用している香港で著名人のウィリアム氏が挨拶をした。

1968年創業のアデランスは男性向けにオーダーメイドウィッグで事業を

開始して以来、今年で49年目を迎えた同社は現在、17カ国で57社を運営

しており、今回の香港進出に伴い58社目となった。インタビューに応じて

くれた津村氏は「年内は1店舗だが中長期的には香港で5店舗を増やし

ていきたい」と今後のビジョンを語ってくれた。

手紙がつなぐ今と過去
　ある日、何年も前に閉店した空き家「ナミヤ雑貨店」のシャッターに、悩

みを書き連ねた手紙が落とされた。かつてナミヤ雑貨店が賑わっていた

頃、店主の浪矢(西田敏行)は、誰とも知ら

ぬ客からの手紙に商売をしながら返事し

ていたのだった。偶然にもその夜、女性

起業家を襲い、逃げ場を求めていた敦也

(山田涼介)、翔太(村上虹郎)、幸平(寛一

郎)の三人が店に忍び込んでいた。手紙

を見つけ、返事を書くことにした三人。そ

の瞬間、新たな物語が動き出す。

映画
ナミヤ雑貨店の奇蹟

上映中

ハートウォーミングストーリー
PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT THE MUSICAL

～10月22日

PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT香港に来る
　PRISCILLA QUEEN OF THE DESERTは世界中で高い評価を獲得、

PRISCILLAは友人三人とのハートウォーミングストーリー。見ている人の

気持ちをアップさせるワイルドでフレッシュそして楽しいヒットパレード

満載のミュージカル。PRISCILLAは愛と友情を求めて、旅をする。オス

カーを受賞した映画がベース

のミュージカル。ワイルドな

ヒットパレードのダンスも加

えている。衣装も圧巻の装飾

を施されたものが使われる。

必見である。

アジアマイル プレゼンツ
安全地帯35周年ベストアニバーサリーツアー in 2017香港

12月9日

安全地帯デビュー35周年を祝って玉置浩二がメンバーを率いて香港でパフォーマンス！
　今年は安全地帯結成35周年と玉置浩二ソロデビュー30周年を迎

え、リマスターされたアルバム。今回の会場となるアジアワールド・エ

キスポは、様々な大物アーティストがコンサートを行っており、安全地

帯も「ANZENCHITAI Asia Tour 2010」

として2010年にもコンサートを行った

会場。また日本以外では唯一香港で開

催される。香港でも人気が高く、熱狂的

なファンにとってはとても喜ばしい

ニュースあろう。

AsiaWorld-Expo, Hall 10
20:15～
(852)2247-9300
HKD1,280、HKD880、HKD680

Unit 1504, 15/F., One Hysan Avenue, CWB 
(852)2396-9601
www.aderanshongkong.com.hk

The Hong Kong Academy for Performing Arts, Lyric Theatre
火～金 19:45、 土 14:00、19:45、日 13:00、18:00、月 休

香港でも増毛・育毛・オーダーメイドウィッグ事業を展開

監督：廣木隆一
脚本：斉藤ひろし

香港ピックアップ
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香港 香港

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

香港

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

彼氏

お気に入りの国

撮影者から一言

Flora

リクルート

25歳/香港

バレーボール

います

オーストラリア

バレーボールが趣味の
Floraさん、

スポーツができる女性
は魅力的に感じます！
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香港＆広東

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  香港エクスプレスが人手不足 8日間で18便を欠航
　香港エクスプレス航空は10月1日から10月8日の
期間、人手不足により大阪・名古屋・ソウルの往復18
便をキャンセルしました。現在2,000名以上の利用者
に影響を与えており、この状況は今後も続く可能性
があるため多くの利用者が不安を抱えています。
　人手不足は、700名の客室乗務員およびパイロッ
トの安全ライセンスが更新できていないために発生
しています。安全ライセンスは緊急時の誘導など保
安業務のトレーニングをおこない取得しますが、今年8月、香港エクスプレス航空でトレーニングを指
導する重要なマネージャー1名とトレーナー3名が退職したことから更新が間に合わなくなっているそ
うです。
　本件に関して、香港メディアSCMPが香港エクスプレス航空の客室乗務員へのインタビューに成功
し、以下のような回答が得られたことを発表しました。
・会社はフライト数は過剰に増やすが人材は増やさない。
・勤務終了直後に次の勤務が始まるようなシフトを会社に求められた。
・経験の浅い客室乗務員がシニアに昇格することがあるような会社だ。
　また、今回の騒動をきっかけに客室乗務員の半数以上が労働組合への参加を表明しており、会社
に対するマネジメント改善を訴える活動をおこなうとも発表しています。
　なお、キャンセル便の予約者に対しては、異なる目的地への振替、他の航空会社への振替、全額返
金などで対応をおこなうと香港エクスプレス航空は発表しています。香港エクスプレス利用者は引き
続き運行状況にご注意ください。

  香港空港　顔認証で自動ゲート出国が可能に
　旅行・出張者が顔認証システムで出国ができる「Smart Departure（スマート・ディパーチャー）」を香港
国際空港が採用しました。本日からサービスが開始されており、事前登録が不要で自動ゲートにより出
国が可能となりました。出国審査の時間を大幅短縮できるとして注目されています。

　Smart Departureは、日本を含む74ヶ国のICチップ入りのパスポート所有者が対象となっており、11歳
以上が利用できます。日本のパスポートの場合、2006年3月以降のパスポートがICチップ入りであり、
Smart Departureの利用が可能です。
　Smart Departureの利用方法は以下の通りであり、申し込みなどは不要です。
１．香港入国の際、顔写真の撮影がおこなわれ登録されます。
２．Smart Departure対象者を示す「SD」のロゴ入りの入国スリップ（写真参照）が渡され入国完了。
３．香港出国の際はSmart Departureと表示された自動ゲートで顔認証をおこない出国が完了。

　香港イミグレーションのレイモンド氏は「顔認証システムは
すでにドイツやオランダなどで採用されており、その精度は
99％を超えているため指紋認証の精度に匹敵している。ただ
し、滞在中に顔を負傷したり美容整形をおこなった場合は認識
できないことがある。なお、帽子、眼鏡、マスクなどは外して利用
してください。」とコメントしました。
　本日の時点で香港国際空港には10つのSmart Departure
ゲートが設置されており、今後もさらにゲート数が増える予定
とのこと。香港訪問の際は、便利ですので早速利用してみては
いかがでしょうか。
　なお、香港ID保持者についてはこれまで通り、香港IDカード
にて自動ゲート「e-道（e-channel）」での指紋認証にて出入国と
なりSmart Departureの利用はできません。

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

ローカルニュース
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香港＆広東香港

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

香港WORKSクリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連 香港/九龍 15K～18KAUTOCADを使用して商業施設の内装デザ

インの製図業務。

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

日系飲食店が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。

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

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！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

ジュエリーメーカーが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 香港/九龍 インテリジェンス

香港17K～20K

日本産食品専門店がマネージャー／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

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 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K～26K

人気日系フード業界が法人営業を募集。新規
コラボレーション企画の推進など。★社交的で、
新しい発想と好奇心のある方、英語/北京語/
広東語のいずれかが日常会話レベル。

営業・コンサルタント/
外食・フード 香港/九龍 インテリジェンス

香港15K～20K

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

30K～60Kサービス系/外食・フード エグゼクティブシェフ和食経験10年。 香港WORKS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

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問

21K～
（応相談）香港/香港島

ＩＴオフィサー/シニアオフィサーを募集！英語/
北京語（逆もあり）への、翻訳、同時通訳、イン
ボイス処理を含むＩＴ管理業務。★ＩＴ関連の
翻訳経験が2年以上ある方、英語、普通語（読み
書き）が流暢な方。

インテリジェンス
香港

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/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。

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
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香港

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

インテリジェンス
広州

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

RMB18K～
(相談可）

日系大手企業で保育園/園長職。【必須】1）日本の
保育士資格保有者。2）日本の保育園か幼稚園の
管理経験がある方。【語学力】不問（通訳を付けるこ
とも可能）。

広州

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

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。

深圳

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
物流業界がオフィスサポート（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

Pasona Asia
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/香港島 経験により
応相談

日系企業向けにコンサルティングを提供する
企業より募集。営業またはプロマネ担当として、
顧客ニーズの把握・社内専門家と協力して解決策
を提案・実行。英語必須。会計・経理または営業
経験者。

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

建物の壁面緑化を手がける企業でメンテナン
スサービスの営業活動（顧客と良好な関係維持・
作業員管理等）を担当。営業経験3年以上必須。
建設業経験者優遇。北京語または広東語必須。

Pasona Asia
営業・販売系/
商社 香港/香港島 22K～35K

日系エレクトロニクス商社での車載機器メー
カー向けの営業職（スーパーバイザーまたは
担当レベル）の募集です。５年以上の半導体の
経験者。部下への指示を出しながら独立して
営業活動を遂行できる方。ビジネス英語必須。

Pasona Asia
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～35K

サーバー等のシステムインテグレーション、
ネットワーク・データセンターの顧客維持や拡販
活動、オフィス移転に関するアウトソーシング
サービスの営業を担当。英語または広東語必須。
ICT業界経験2年以上。

広州または
北京 RMB２８K AOBA専門職/

営業兼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。

香港/九龍 25K～28K Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

検査機器製造会社の香港オフィスにて基本的
な会計業務及び人事業務、その他のオフィス
庶務を一人で切り盛りできる方を募集。英語
必須。中国語の読解力尚可。日本的なビジネス
マナー重視。

社長補佐。日本にいる社長へ直接報告。香港
現地支部の監督と、スタッフ管理、事業拡大を
サポート。ビジネス企画。★エネルギーに溢れ、
スケジュール管理に長けた方。香港・日本の
文化/現地情報に詳しい方歓迎！

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍 インテリジェンス
香港30K～40K

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

インテリジェンス
香港20K～25K香港/九龍

大手機械メーカーが営業職を募集！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。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

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が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

電子業界が中国グループ財務・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

宝飾業界が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

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。

香港/九龍 30K前後 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。

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

20K～25K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

事務アシスタント（約20K)/アシスタントマ
ネージャー（約30K）を同時募集！！各国ブラ
ンドの代理店、出品業務。その後の注文処理、
倉庫への出荷依頼など。★北京語・英語必須、
マネージャーは要貿易事務経験。

マーケティング・
企画・リサーチ/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 インテリジェンス
香港20K～30K

07Pocket Page Weekly 20 October 2017 No. 614
B

ビジネス（香港・広東共通）



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。
日本市場での販売及びマーケティング。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。

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う企業
がリレーションシップマネージャーを募集。契約
更新を含む既存顧客のフォローアップと管理。
マーケティング部や編集部と連携し、顧客向け
の市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/
金融・保険

日本の法人クライアントの開拓と長期的なビジ
ネス関係の維持と管理、機関投資家や企業に
財政的助言と管理の提供。投資調査/管理。5年
以上の機関投資家への営業経験や金融関連
の営業にてチーム管理の経験を持つ方。

RGF 香港香港/香港島 30K～50K営業・販売系/
金融・保険

日系電子部品製造業が取締役候補となる会計
財務人材を募集。経費、海外送金手続き、入金
の管理。記帳資料の提出、財務諸表の確認、監査
対応等。香港事務所の契約関連の管理。会計
経験3年以上の方。会計事務所出身者歓迎。

RGF 香港香港/香港島 25K～28K
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）

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

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

その他アジア 40K～50K RGF 香港営業・販売系/商社

日系工業商社にて営業マネジャーの募集。東南
アジアでの新拠点立ち上げ。駐在員待遇。代理店
等への自社商品の紹介。販売ルートの調整７年
以上の物流システムメーカーや工業商社経験者。
本社採用・駐在員待遇。海外赴任手当有り。

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。

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

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



いつ頃から日経新聞を購読されているのでしょうか？
　大学卒業後、社会人になってから日経新聞を購読するよう
になりました。日本で働いていた頃は会計監査業務に就いて
いまして、金融から保険、証券会社、製造業に至るまで様々な
業態のお客様を担当していました。日本国内の業界動向や
経済環境の時流を把握するために総合面から流し読みして、
気になった見出しを深く読むようにしていました。当時、東京
にある高知県人会でお世話になったご高齢の女性が毎日、
日経新聞を2時間かけて読んでいることに感銘を受けたこと
も日経新聞を読むきっかけになりました。

ウェブまたは紙面、
どちらの媒体を読む機会が多いでしょうか？
　日本にいた頃は紙媒体を購読していましたが、2014年に
深圳へ赴任してからは電子版を利用しています。電子版はい
つでもどこでも過去の記事を読み返すことができるので、ビ

ジネスの展開や企業動向および業績など中国や東南アジア
を中心に、また現地での日本企業の置かれている状況を把
握する上で欠かせない情報収集のツールとして大変役立っ
ています。

日経新聞を読む主な時間帯やシーンに
ついて教えて下さい
　平日は朝出社前に15～30分程度、iPadで読んでいます
が、移動中も読めるように紙面ビューアーアプリをダウンロー
ドしています。ネット環境がなくても紙面イメージを読むこと
ができるのでとても便利ですね。週末は午前中、マンションに
あるジムでウォーキングをしながらiPadで読んでいます。平日
読めなかった記事は興味や関心のあるキーワードを事前に
登録しておくことで、週末にまとめて読めるようになり時間を
有効活用できるようになりました。

仕事で役立っている日経の記事について教えてください。
　平日は、国際面、アジアBiz面を中心に、特に中国に展開さ
れている日系企業様の動向を中心に把握する様にしていま
す。又、中国のみでなく他のアジア諸国での展開も合わせて
読むようにしています。週末は、「リーダーの本棚」や「人間発
見」を読んで、日本企業のトップマネジメントの考え方や現場
責任者だった頃の大変な経験談を読んでいますが、大変勉
強になります。気になる本があれば、書き留めておいて、日本
帰国時に購入するようにしています。夕刊の「プロムナード」
は、色んな種類の記事が掲載されており、文面も軽やかで読
みやすいため、よく読んでいます。仕事的にもプライベート的
にも日経新聞の情報量に非常に助けられています。

記憶に残っている記事はどんな記事ですか？
　深圳で日経新聞を読んでいて気になることは、最近、日本
へ進出する中国企業の記事が増えているのかなという感じ

がします。深圳には中国を代表する大企業も実は多いです。
聞き馴染みのある深圳中国企業が日本に拠点を設置した等
という記事は、勝手にその背景等を想像したりしています。

気になった日経新聞記事のスクラップ方法について
　日本で働いていた頃は気になる記事があれば、ノートに
貼り付けたりしていました。昔の記事ですが、ミス・ユニバー
スに選ばれた方の特集で、外見のみでなく内面を磨くため
に心掛けられている徹底された自己意識の高さに感銘を受
け、面積的に大きく苦労しましたが、何とか貼り付けた事も
あります。

日経新聞の存在意義について
　海外に住んでいるとまとまった情報を入手できる手段が少
ないですが、日経新聞では幅広い豊富な情報を簡単に収集
できるので、関連記事も見たりしながらじっくり深く、物の見方
を勉強するツールとして重宝しています。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　深圳の会計事務所には、約840名程の職員がおり、会計・
税務・アドバイザリー等の分野でサービスを展開させて頂い
ております。その中で私は、深圳エリアに進出されていらっ
しゃる日本企業様向け各種サービスのサポート業務を担当
させて頂いております。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

中国進出企業のビジネス情報を収集して、
業界動向についてじっくり深く考える時間ができた

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、深圳で会計、税務、アドバイザリーなどのサービス事業を展開する
会計事務所勤務の玉木祐一朗氏に、

紙媒体から電子版へ切り替えた経緯や、
中国および東南アジアの情報を収集するための活用方法を聞いた。

深圳在住 会計事務所勤務
マネージャー
玉木 祐一朗（たまき ゆういちろう）氏
2005年に日本の監査法人入社後、金融業、製造業、SPC等
に対する会計監査に従事。2014年より深圳の会計事務所
に駐在し、中国華南地区の日系企業様に対して監査・税
務・アドバイザリー業務を提供。休日はランニングやテニ
スなど身体を動かして気分転換をして過ごしている。日本
国公認会計士。

ビジネス（香港・広東共通）
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キヤノンフォトマラソン香港について
ウェブ：www.canon.com.hk/photomarathon
フェイスブック：CPM.HongKong 

　（香港・10月8日）―香港コンベンション・
エキシビションセンターにおいて、「キヤ
ノンフォトマラソン2017」が開催された。
　挑戦組のテーマは｢色調•格調｣、「交叉
點」、「璀璨」制限時間は7時間半以内。公開組
のテーマは「時代感」「距離」こちらの制限時
間は5時間半以内。参加者は各所のチェック
ポイントを回って、それぞれのテーマに応じ
た写真を撮影。参加者の忍耐力、タイムマネ
ジメント力、創造性が試される大会となった。
　キヤノン香港CEOを務める守永氏は、「キ
ヤノンは毎年新しいチャレンジを行い、フォト
マラソンのプラットフォームを強化していま
す。今年はチャレンジカテゴリー、オープンカ
テゴリーに加えてStudentカテゴリーを新た
に設けました。写真に興味がある学生の皆
さんにセミナー等の機会を提供していきま
す。」と語った。参加者から集まった参加費は
全額が「香港青年協会（HKFYG）」に寄付され
た。若年層の文化・教育・社会面の成長機会
を提供するHKFYGは、VRやリアルタイムデー
タシステム、オンラインアンケートなどを通し
て包括的なリーダーシッププログラムを個人

に提供している。コミュニケーション能力や
問題解決力、チームビルディング力を育成し
ている。同協会理事長のアンディ氏は、「この
たびキヤノンから支援を受けることとなり光
栄だ。2000年から始まった当プログラムを、
これからも提供したい」と語った。
　7000枚を超えるエントリー写真から優秀
賞を選ぶ審査選考委員には:ビジネス
シーン、インタビュー、ファッション、芸術、と
多方面のスペシャリスト、プロフォトグラ
ファー梁詠珊氏、著名フォトグラファー鄭幗恩
氏、著名アスリートフォトグラファー程詩詠
氏、香港プロフェッショナルフォトグラファー
協会幹部蔡經仁氏、Canon香港シニアマ
ネージャー陳皓賢氏の5名が参加している。
　結果は11月11日に発表され、優秀者には
2018年に行われるアジアチャンピオンシッ
プへの参加権が与えられる。

香港を写す香港を写す

キヤノンフォトマラソン香港2017に集まる参加者たち

各種テーマの元、それぞれの「香港」を
表現すべくカメラを向ける参加者

｢清雅｣のテーマの下、各地で撮影に奮闘する
学生参加者

Canon2017撮影マラソンで審査選考委員を務めら
れる香港代表及び（左から：梁詠珊氏、鄭幗恩氏、
程詩詠氏、蔡經仁氏、守永俊一氏，及び陳皓賢氏）。

キヤノン香港CEO守永氏と
香港青年協会（HKFYG）理事長アンディ氏

ビジネス（香港・広東共通）
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　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！！

ゼロからスタート 第83回広東語♪

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）  
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

前々回、前回とリビングと寝室に関する単語を学びました。

「屋企 nguk1 kei２ 家」シリーズ第3回目は「廚房chöü4 / chü4 fong２ キッチン」

に関する単語を学びましょう。

家・その3「廚房chöü4 / chü4 fong２ キッチン」

広東語・発音・日本語

②煤氣爐

mui4 hei3 lou4

ガスコンロ

①電磁爐

din6 chi4 lou4

IHクッキングヒーター

③開瓶器

hoi1 ping4 hei3

栓抜き

④鋅盤

sing1 pun2

シンク

⑥　　爐

guk6 lou4

オーブン

⑤雪櫃

süt3 gwai6

冷蔵庫

⑧微波爐

mei4 bo1 lou4

電子レンジ

⑩水煲

söü2 bou1

やかん

⑨電飯煲

din6 faan6 bou1

炊飯器

⑪鑊

wok6

中華鍋

⑫平底鑊‧煎pan

ping4 dai2 wok6 /zhin1 pan
フライパン

⑭百潔布

baak3 git3 bou3

スポンジ

⑬洗潔精

sai2 git3 zhing1

洗剤

⑮ 枱布/碗布

toi2 bou3/wun2 bou3

ふきん

⑯廚櫃

chü4 gwai6

食器棚

⑱砧板

zham1 baan2

まな板

⑰菜刀

choi3 dou1

包丁

⑲筲箕

sau1 gei1

ざる

⑳罐頭刀

gwun3 tau2 dou1

缶切り

⑦多士爐

do1 si2 lou4

トースター
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香港

香港の人々は特にハロ
ウィーンなどで、ファン

シーなドレスや楽しい
コスチュームを着るの

が大好き。ただ

し大きなショッピング
モールはたくさんある

香港だが、そんな衣装
を見つけるのは意外

と難しいもの。

ここでは、衣装、小道具
、パーティー用品を見

つけることができるス
ポットやショップをご

紹介しよう。

Fortune Costume
　洗練された舞台衣装やダンスウェア、バレ
エシューズ、伝統的な中国の服、子供の衣装、
その他一風変わった衣装すべてが揃うのが
こちら。ショップに行くのが一番選択肢が多
いが、遠い人はオンラインショッピングも利
用してみて。衣装はレンタルも可能。

住所：2/F., 23 Hillwood Rd., TST

Matteo Party
ハロウィンに必要なものは全てがそろう店。
古典的な魔女からスーパーヒーローまで、
2,000種類以上の衣装があるので、必ずお気
に入りが見つかるはず。赤ちゃんからXXLま
でのサイズを提供し、かつら、フェイスペイン
ト、その他のアクセサリーも充実の品揃えだ。

住所：Shop 03-04, Shun Hei Causeway Bay Tower, 
  　　92 Lockhart Rd., CWB
時間：10:00～19:00

Pottinger Street 
昔ながらの石造りの通りの両側には、帽子、
かつら、羽毛のボア、衣装や小道具を売る店
が沢山並んでいる。 欲しいものを安く手に入
れるには、全てのお店をチェックしてみて。
パーティー用品も豊富に揃う。

住所：Pottinger St., Central

Face Slap!
コスチュームショップではないものの、メイク
もこの類の機会にとって重要なもの。このネッ
トショップは香港、北京、上海、マカオを含むア
ジアのさまざまな都市にチームを持ち、フェイ
ス＆ボディペインティングウェアを販売してい
る。例えばジョーカーや他のホラーなキャラク
ターに変身したり、一時的なタトゥーや髪のカ
ラーリングが可能なキットを提供している。早
めの予約がお勧めで、価格はHKD1,500～。

ウェブ：http://faceslap.net
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 ショッピング（香港・広東共通）
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