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香港＆深圳 香港

今週の香港ピックアップ サンクスギビングフェスティバル
Coedo Beer 飲み放題

～12月28日

　Coedo Taproomからエキサイティングなサンクス

ギビングフェスティバルのお知らせ。10月26日から

12月28日までの期間開催中、毎週木曜日はなんと飲

み放題。瑠璃、白、伽羅、紅赤、漆黒、そして毬花と人

気のビールと２種類のスナックも含む。人気の瑠璃

はピルスナータイプの爽やかなテイスト、漆黒は熟

成したダークラガーで軽いコーヒーのような香りの

コクのあるテイスト。紅赤はローストした金時芋と共

に醸造されたトフィーのような甘みがある仕上が

り。スナックは枝豆、自家製ピクルス、クリスピーフラ

イド薩摩チキン、ソーセージ＆チップス、フライド

ミックスチーズ、Coedoビールバターを衣に使用し

たフリッター、アボカドディップ＆ナンクラストなど、

とても豊富。Coedo TaproomはFashion Walkにあ

り、友人達と最高の時間を過ごすに相応しい美しい

雰囲気の受賞歴もあるレストラン。

藤木直人「原点回帰」
アジアツアーin香港

11月15日

藤木直人の世界が香港に
　正統派イケメン俳優として名高い藤木直人が、香港ライブを開催する。ドラ

マ「ナースのお仕事」でヒロインの恋人「高杉健太郎」を演じ、2005年から日本

テレビ系列で放映中の「おしゃれイズム」でパーソナリティを務めるなど、人気

を博している。最近は舞台にも活躍の場を広げ、「海辺のカフカ」、「シェイクス

ピアシリーズ・尺には尺を」などでも存在感を放っている。8年ぶりにリリース

された新曲「Speed★Star」の発表後、日本12箇所を巡るライブツアー開催を

決定。各地で完売続出の勢いのまま、香港と台北でもライブツアーを開催す

る。香港、台湾も売切れ必至。この機会を見逃すな。

Shop C, G/F., 50-56 Towning Mansion, 
Paterson St., Fashion Walk CWB
12:00～24:00
(852)2619-9011
www.coedobrewery.com/en/taproomhk
info@nextstep.com.hk
 HKD380/一人当たり

MacPherson Stadium, 38 Nelson St., Mong Kok
19:00～
(852)2111-5333
www.cityline.com
HKD1,080、HKD780、HKD580

日本映画界の巨匠・黒澤明の記録
　黒澤明は映画史上に影響を与えた伝説の日本人監督で、1990年に日

本人で初めてアカデミー名誉賞を受賞した。この作品は1940年代から

1980年代にかけての黒澤監督の映画

を「仁義」をテーマにし、来年没後20年

となる黒澤監督に敬意を表し制作さ

れた。

Repertory Cinema 2017
「仁と義－黒澤明の道」　

～11月19日

www.lcsd.gov.hk/fp
HKD55

Coedoビールが思う存分味わえるフェスティバル

香港ピックアップ
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  世界遺産シルクロード展が開催
　2017年11月29日から2018年3月5日まで、香港歴史
博物館にて「綿亙萬里──世界遺產絲綢之路（綿々と
続く～世界遺産シルクロードの道）」が始まります。香港
の中国返還20周年プロジェクトの一環で開催され、陝
西（シャンシー）、河南、甘肅（カンシュク）及び新疆ウイ
グル自治区の博物館に収蔵されている160組以上の貴
重な展示物が公開されます。
　シルクロードは中国と地中海を結ぶ貿易ルートで、
長安（現在の西安）からローマまでつながっていたとい
われています。紀元前2世紀ごろから16世紀まで利用さ
れ、商品だけでなく、文化、宗教や様々な技術などの交
流が盛んに行われました。中国側の主な交易品が絹
（シルク）だったことから、シルクロードと名づけられま
した。
　展示物160点以上のうち半数以上が中国国家一級文
化財に指定されており、金で作られた「神獣」、銅に金
メッキを施した芋虫型の虫、新疆ウイグル自治区の墓

から発見されたミイラがまとっていた豪華絢爛な衣装など当時の華やかな文化の一端に触れられま
すので、ご覧になってはいかがでしょうか。
「綿亙萬里 ── 世界遺產絲綢之路」
開催日：2017年11月29日～2018年3月5日
場所：香港歴史博物館
ウェブ：http://www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/History/en_US/web/mh/exhibition/current.html
入場料：20香港ドル（全日制の学生、高齢者や身体の不自由な方には割引あり）
休館日：毎火曜日（祝祭日は除くが、旧正月1日、2日は休館）

  中国の上海ガニが到着 本日販売開始
　先日、中国本土の上海ガニを香港に輸入で
きないという問題をニュースに取り上げまし
たが、中国側から上海ガニの安全を示す衛生
証明書が発行され、香港側のサンプル検査も
通過しました。
　Yahoo香港によると、香港の大手カニ輸入
業者「三陽泰」が一足先に輸入をし、まずは湖
南より800キロの上海ガニが香港に到着した
ようです。販売価格は昨年よりも20％高くな
り、馴染みの顧客から販売を開始すると伝えているとのこと。
　先日までは、今年の上海ガニは例年供給量の90％減少、台湾産からは有害物質が検出、さらに
は密輸入の上海ガニが出回っているなどの問題が数多く報告されていましたが、本場の上海ガニ
が身近で食べられそうです。

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

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 35K～45K

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/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。

RGF 香港
営業・販売系/
その他サービス 香港/香港島 20K～25K

大手会計事務所がコーディネーターを募集。
企業顧客と社内会計士との仲介。2年以上の
社会人経験のある方。学習意欲が高く、人との
コミュニケーションが好きな方。北京語もしくは
英語ビジネスレベル。

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

日系電子部品商社が営業事務担当者を募集。
PCB基盤、電子部品に関する既存及び新規営業。
見積もり、請求書作成、在庫、納期管理。中国
華南地区への出張。業界経験不問。営業経験
のある方。北京語、英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/商社

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。

RGF 香港香港/九龍 35K～50K営業・販売系/小売・流通

日系アパレル系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。

RGF 香港香港/九龍 40K～45K営業・販売系/商社

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
でダイナミクスの知識のある方。

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
サリー業界での3～5年の営業経験のある方。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 30K～35K

その他アジア 40K～50K RGF 香港営業・販売系/商社

日系工業商社が営業マネージャーを募集。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。

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

日系大手電気・プリンターメーカーがセールス＆
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。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～28K

日系シャフト製造メーカーが営業担当者を募集。
東南アジアや中国の既存顧客への定期訪問。
日本や大連の仕入先の納期管理。入社後中国
工場で6ヶ月の現場実習あり。ISO/TSの知識
のある営業経験者。英語ビジネスレベル。

有名金融サービス企業がセールスマネー
ジャーを募集。法人向けクレジットカードの事業
開発。既存顧客からの問い合わせ対応。マーケ
ティング、プロモーションイベントの参加など。
５年以上の職務経験のある方。

RGF 香港香港/九龍 24K～26K営業・販売系/金融・保険

海運企業が経理・財務の担当者を募集。香港
法人および各子会社の決算業務。月次・年次
決算、収支報告書作成。来期予算計画作成およ
び監査対応。海外子会社を含む連結決算業務
経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 35K～45K

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
小売・流通

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

その他アジア USD3K 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 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
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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

Pasona Asia
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 25K～

世界7カ国に拠点を持つ広告代理店がデジタ
ルスペシャリストを募集。デジタルマーケティン
グに興味があり、数値分析力のある方。基本的
なSEMやオンラインマーケティングの理解の
ある方優遇。

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/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

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。

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

日系専門商社が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。

Pasona Asia
営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 15K

+コミッション

不動産仲介会社が営業職を募集。日本人向け
に物件案内・アフターサービスを提供。営業
経験（不動産経験者はより歓迎）が有り、外交的
で社交的な方。不動産ライセンスなくとも検討可。
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 35K～38K

携帯アクセサリーを製造販売している企業が
営業職を募集。３年の消耗品等の営業経験優
遇。マイクロソフトに自信有り学習意欲のある
方。ビジネスレベル英語必須。

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が車載機器メー
カー向けの営業職（スーパーバイザーまたは
担当レベル）を募集。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。

基本給与25K
+コミッション

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

ローカル電気通信会社が日本市場向け営業職
を募集。法人営業・ICTの知識のある方。チャ
レンジ精神があり積極的に市場を開拓できる
方。ビジネスレベル英語必須。

Pasona Asia香港/九龍

応相談営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系電子部品メーカーが営業職を募集。電子
部品・基盤の経験ある方優遇。中国・東南アジア
への出張有り。ビジネスレベル英語・北京語
必須。

Pasona Asia香港/九龍

応相談サービス系/外食・フード
直営店・フランチャイズ店を展開中の日系飲食
業界で店舗管理を行うエリアマネージャーを
募集。飲食業界で経験のある方。ビジネスレ
ベル英語必須。

Pasona Asia香港/九龍

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

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。

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

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 20～30K香港/新界 会計マネージャー/日本語ネイティブ。 香港WORKS
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香港＆広東 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

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

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RMB
15K～17K

仕様確認やサンプル作成日程の調整と現場
管理。日本本社との調整業務。★【歓迎】パターン
作成経験者。北京語日常会話以上、食事補助、
住宅提供あり。

広州

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
～25K

試験責任者。シートの衝突試験、試験機の運用。
★機械、特に生産用自動機械・設備に関係した方、
自動車関係の部品・製品の試験経験者。英語
もしくは北京語でコミュニケーションができる方。

東莞

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

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～25K
（経験や能力
により応交渉）香港/新界

外資系通信サービス会社が日系顧客対応ポジ
ションを募集！対法人向けのICTソリュー
ション営業及び広報、日系法人顧客との良好な
関係の維持。★最低2年の日系法人顧客対応
の経験者。

インテリジェンス
香港

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

～30K
(以上は経験
により応相談）香港/九龍

製造業界より営業（エンジニア出身者）を募集！
エンジニア業務7割、営業サポート業務３割、
営業業務やサポート業務（OEM企業、顧客企業
とのやりとり）。★図面が描け且つ顧客との折衝
ができる方。

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

インテリジェンス
香港～30K香港/香港島

M＆A/PR業界がRMを募集！！クライアント
ベースを管理、プレゼンテーション/Webミー
ティングを通じて、顧客にトレーニングとガイ
ダンスを提供。★合併買収業界への関心をお
持ちの方。

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30K～33K香港/香港島

大手日系銀行がRMを募集！！銀行商品の顧客
へのプロモーション、ビジネス開発など。★コー
ポレートバンキングまたは金融業界において、
4～5年以上の日系企業RM経験。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

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、北京語（読み
書き）が流暢な方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
仲介業(人材・不動産)

経験によって
応相談香港/香港島

人材紹介会社が営業職を募集！インテリジェン
スで一緒に働きませんか？香港にある日系企業
へ人材サービスの営業業務、採用計画提案、
求人票の作成など★営業経験者優遇、人と接
するのが好きな方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
外食・フード

20K～80K香港/香港島

外資系食品飲料企業が営業職を募集！高級
飲食店に対する新規取引先の開拓（日系/
非日系）、日系取引先顧客との信頼関係の維持
構築、報告業務（香港拠点/日系顧客）。★営業
実績、ビジネスレベルの英語力。

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/
コンサルタント

20K～25K香港/香港島

顧客対応ポジション同時募集！【カスタマー
サービス職】日系/非日系顧客及びプロフェッ
ショナルとの信頼関係の構築、【マーケティング
職】プロフェッショナル人材の確保。★ビジネ
スレベルの英会話力。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港13K～香港/香港島

金融業界がジュニアセールスを募集！財務分析
レポートの作成、中国地域でのプレゼンテー
ション、メディアへの金融市場状況の提供支援
など。★SFC type3/同等の資格保持者、英/
北/広に堪能な方。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

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

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
ティングで5年以上の実務経験がある方。

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

インテリジェンス
香港

サービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K香港/新界

航空業界が空港グランドスタッフを募集！カス
タマーサービス経験者応募可能、航空/旅行
業界で3～5年の経験者優遇。★長期勤務希望、
英語ビジネスレベル、広東語ができれば尚可。

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。

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

香港

Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資

高金利の外貨や海外の国の金利面での特質を利用して稼ぐ

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は20年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

　今から5年ほど前、中国の通貨人民元（RMB）の定期預金金
利は1年物で年利3.5%、5年物で年利5.5%と非常に高い水準
にあった。また当時は1ドル80円の円高で日本円の対人民元
レートもRMB1=JPY12程度だった。
　その頃、多くの人が中国を訪れて長期の定期預金を組んで
帰っていった。5年後の現在、満期を迎えた人たちは随時中国
を訪れ、人民元定期預金投資をエグジットしている。5年前に
RMB100,000の定期預金を組めば5.5%X5年=27.5%の金利
が付くことになる。
　だが彼らは日本円を人民元に両替して定期預金を組み、満
期になった人民元を日本円に戻すのでそこに為替損益の要素
が加わる。例えば2012年の今ごろ100万円を人民元に両替、定
期を組んで27.5%の金利を獲得し、それを2017年10月現在の
レート（RMB1=JPY17）で日本円に換算すると、100万円÷12円
X1.275X17円=約180万円になる。5年で80万円の利益、単利の
年利回りで16%の結果を叩き出したことになる。
　そこそこまとまった資金を預金していれば中国へ手続にゆく
費用や手間を差し引いても大きな利益を獲得したことになる。
　カンボジアで世界の基軸通貨である米ドル（USD）での定
期預金金利がとても高いということで日本人の間でも人気を
集めている。カンボジアの最大手銀行であるアクレダ銀行
（Acleda Bank）では米ドル定期預金が1年物で5.00%、3年物
で5.50%、5年物だと6.50%にもなる。これでも一時期より利
率は下落していて、3年ぐらい前は5年物で7.75%に達したこ

ともあった。
　カンボジアには現地通貨リエルがあるがその信用は低く、
経済は実質的に米ドルに依存し、人々もドルを信望している。
経済発展中のカンボジアでは米ドルの資金需要が大きく、か
なりの高金利で貸し出しをすることが可能なのだろう。例え
ば10%貸し出せば預金者に5%の金利を支払っても5%の利
ざやが取れる。
　米国の中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）が定
めた政策金利は2017年10月の現在1.25%なのでこの預金金
利はかなり高い。アメリカの金融機関が大量のドルを低利で
調達して、カンボジアの銀行で定期預金を組めばそれだけで
簡単に大きな利益を手にすることができる。そして資金が流
入するほどに金利は下がってゆき結局は他の国の米ドル預
金と同じような水準に落ち着くはずだ。
　しかしそういう事態には至っていない。
　その背景にはカンボジアという国のカントリーリスクがあ
る。ムーディーズの格付けによるとカンボジアはB2（投機的で
高い信用リスク）というレベルにある。またカンボジアには預
金保護制度（ペイオフ）がないので仮に銀行が破綻したら元
本をすべて失ってしまう。そのリスクを取れないとアメリカの
金融機関や投資家は判断しているのだろう。
　いずれにしても自分が預金している間に金融危機や銀行
の破綻が起こらなければ高利回りの運用ができるのは確か
な話だ。リスクを理解して取り組むのであれば良いと思う。

　モンゴルの銀行での定期預金も高金利として有名である。
モンゴル大手のハーン銀行でモンゴル通貨トゥグルク
（MNT）の定期預金金利は1年物で14.5%である。ハーン銀行
では米ドルや人民元（RMB）での定期預金もあり、それぞれ1
年物でUSDは5.4%、RMBは3.7%である。本拠地であるアメリ
カや中国での定期預金金利よりも高いのはカンボジアと同じ
く、国内での外貨需要が強いからだろう。日本人でも現地へ
赴いて口座を開設することができるのでハーン銀行の定期
預金を利用している人は少なくないという。
　トゥグルクの高金利の原因は国内のインフレ率が高いから
だ。放っておけば物価が上がる（通貨価値が下がる）ので人々
は一刻でも早くモノを買ってしまおうとする。するとさらに
インフレが進むので中央銀行はそれを抑える対策として国民
にとって預金していた方が得になるところまで金利を高くす
るのだ。モンゴルのインフレ率はここ3年ほど4～5%に落ち着
いているがそれ以前は年10%以上が当たり前だった。
　我々外国人にとって気になるのはインフレよりも為替であ
る。年利が14.5%あっても為替が一年で10%下がるような通
貨であれば実質金利は差し引き4.5%である。トゥグルクの対
米ドル、対日本円レートは過去一年ほどは落ち着いているが
5年、10年単位ではかなり下落している。
　モンゴルでは利息に10%の課税があり、さらに銀行の手数
料等を引いてどれぐらい残るかを想定して取り組まなければ
ならない。

ビジネス（香港・広東共通）
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2016年6月にYAMATO INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) LTD、ヤマト運輸（香港）株式会社、
ヤマトペイメントサービス（香港）株式会社の3社が統合されてYAMATO LOGISTICS (HK) LTDが誕生した。
今回は同社取締役社長の書川 美樹氏、取締役副社長の八幡 健氏の両氏に統合後のサービスや今後の事業展開について伺った。

アライアンスを通じてクール輸送の世界基準を目指す

食の安全・安心、そして世界のワインを美味しく

統合後の御社の強みである「ラストワンマイル機能を加えて
ワンストップサービスを提供していく」について
　2017年7月に香港・マカオ・広東省のビックベイエリア構想の経
済協力の締結で強化され一大経済圏形成に香港も初めて加わり、
一帯一路構想も含めて香港の役割も重要で、ビックベイエリア地
域の人口は6,700万人と中国全土5％であるものの、GRP12％と非
常に経済指数比率も高い。その中でも香港は23％を占めると発表
されているように重要な場所。金融のみならず物流ハブとしても
期待できると信じている。また、香港はヤマトグループの中長期戦
略における事業展開に欠かすことのできない重要なエリアだと考
えています。（書川氏談）
　輸出入業務、ロジスティクス業務、ラストワンマイルの配送機能を
一体化することで、川上から川下まで内際一貫輸送を提供できるよ
うになりました。特にコールドチェーンについては、保冷補完機能
（冷蔵、冷凍、低温）*とクール宅急便を活かしたデリバリー機能を一
緒にすることで、ラストワンマイル部分に様々な選択の厚みもでき
ました。（八幡氏談）
＊九龍湾地区に「物流複合施設完成』11月1日稼働

日本全国の生産地と香港を直結。圧倒的なリードタイム短縮と、万全の保冷技術でつなぐ
生鮮品のアジア向け翌日配送

当日 翌日

羽田空港または地方空港
発 ２４：００

※全国主要空港からの便も利用可能

香港空港
着 ６：５０

那覇空港
着 ２：３５
発 ５：１５ ユーザー

飲食店

生産者 Ａ

生産者 B
生産者 C生産者 C

各空港発 沖縄国際物流ハブ 香港ヤマト運輸

保冷
保冷
通関
検疫

保冷
検疫
通関
仕分け

一貫保冷輸送（冷蔵・冷凍）

日本・香港域内の集配においては、保冷車両・台車・可動式クールＢＯＸを使用
全国から沖縄、沖縄から香港までは、航空保冷コンテナを使用、沖縄・香港においては定温仕分け室を設置。

国際クール宅急便（冷蔵、冷凍）　宅急便感覚で一つからお預かり可能　
サンプル輸送やe-コマースビジネスに最適

【航空保冷コンテナ】
冷蔵：0度～10度、冷凍：-15度以下

【定温仕分け室（沖縄・香港）】【可動式クールＢＯＸ】
冷蔵・冷凍対応

【保冷機能付きトラック】
冷蔵・冷凍対応

【保冷機能付き集配台車】

国際クール宅急便
（宮崎西米良村☞香港日本食レストラン：元気一杯様）

国際クール宅急便
（青森陸奥湾☞

香港日本食レストラン：稲庭養助様）

香港

ビジネス（香港・広東共通）
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日本各地の地域産品を香港に輸出する場合、輸送に対する知識
がなかったり、インフラに対する不安を抱いている企業や生産者
がいますが解決できる取り組みはありますか。
　当社独自でお客様が要望するサービスを提供できるか？これはとて
も難しいです。よって他社との連携が不可欠であり積極的に他社とのア
ライアンスを進めています。まず2013年から日本～香港間の国際宅急
便の幹線輸送を全日空（ANA）様にお願いしました。また、日本政府との
連携も年々深耕させていて、現在16の地方自治体と連携協定を締結。最
適な物流、商流を構築し、日本産品の輸出拡大を推進しています。尚、こ
れら日本の農作物を輸出する上で、ご提供している当社独自のオリジナ
ル商品が２つあります。1つ目は日本の宅急便感覚で送れる国際クール
宅急便。小ロットの輸送に最適です。2つ目は野菜、果物、日本酒・ワイン
等の輸送に最適な「YAMATO NATURAL AIRCARGO：通称YNA」です。中
ロットの輸送に適していて、従来の保冷コンテナを利用したサービスと
比較すると廉価で、また野菜や果物は、エンドユーザーまで常温にさら
されることなく適正な温度管理輸送が可能なことから、輸送中の温度変
化が無く、商品の劣化が防
げ廃棄ロスの比率を下げら
れるメリットがあります。農
産物における最適な輸送手
段のご相談、通関に関する
お悩みから日本での仕入れ
先や香港での販路拡大等ま
で、何なりとご相談下さい。
（書川氏談）

　保冷サービスは世界各地での経済成長や通信販売の市場拡大により、日本だけでなく世界各地で
需要が高まっています。当社は国際規格の取得を通じてクール宅急便を展開する各国において、お客
様に安心してサービスをご利用いただくため、また客観的な視点による品質の更なる向上を図るた
め、第三者機関からの審査を受け、PAS1018認証を2017年5月に取得しました。また、香港は非常に世
界各地からのワインが流通し消費もされています。当社ラストワンマイルデリバリーの取り扱い貨物

にもワインの配送が多くみら
れます。そんな背景のもと、
もっと安全安心に輸送を担わせていただくため、2016年11月にコマー
シャルワインの配送品質認証を小口混載物流事業者として初めて取得
しました。（八幡氏談）

※PAS1018：小口保冷サービスのうち、荷物の積み替えを伴う輸送形態を対象とす
る国際規格、車両に搭載されている保冷庫などの空間の温度管理を中心に配送中
の積み替え作業に関する要求事項が規定されている。
※コマーシャルワイン配送品質認証：HKQAA（香港品質保証局）監修、監査後発行

今後の中長期事業戦略について
　中国の経済発展に伴い、香港経由で中国へ
輸出するケースが減ってきており、日本＝中国
間の直輸入へシフトしてきており、現状では香
港内に物流が流れない傾向にあります。その
ため当社では今後、食料分野などにも注力し
て、物流価値を高めて、安心・安全を提供して
いきたいと考えています。また中国本土から香
港を経由して各国へ輸出する物流の流れを予
測して、ボーダーレス社会の中で共に成長して
いきたいと考えています。そして、その先にあ
るのは、華南地区。ヤマトチャイナとも連携し
ながら、香港人に合ったサービスを提供してい
きたいと考えています。（書川氏談）

YAMATO LOGISTICS(HK)LTD.
取締役社長
書川 美樹（かきかわ よしき）
1965年生まれ、宮崎県延岡市出身。1984年ヤマト運輸株式
会社入社。米国ヤマト運輸株式会社ゼネラルマネージャー、
ヤマトグローバルロジスティクジャパン株式会社執行役員営
業部長を経て現職。

YAMATO LOGISTICS(HK)LTD.
取締役副社長
八幡 健（やわた たけし）
1966年生まれ、埼玉県上尾市出身。1992年ヤマト運輸株式
会社入社。ヤマトホールディングスグローバル事業戦略担当
マネージャー（中国華南地域）、香港ヤマト運輸株式会社取締
役社長を経て現職。

YAMATO LOGISTICS(HK)LTD.
電話 : (852)2799-9243
メール：sales@yamatohk.com.hk
担当：白田（はくた）、峰（みね）

生鮮品のお届け風景

Presentation Ceremony in 
Wine & Spirits Fair 2016

PAS1018 Certificate of 
Registration

ワインのお預かりシーン

YNA専用保冷剤【特許取得】 

ヤマト 
ナチュラルエアカーゴ 

従来の保冷サービスはコストが高く温度も安定せず、ダメージが多かった。 
*到着空港で冷蔵保管するサービス。機内では常温。 

最短リードタイムを維持しながらコスト削減と品質アップを実現!! AFTER 

Before 

約10％削減　  

約15％改善　  

青果の航空輸出に最適な特殊定温梱包輸送を開始しました！  【特許取得】

品質がよく、物流コストがリーズナブルで、
物流が柔軟な輸送サービスはないか？

YAMATO NATURALYAMATO NATURAL
AIRCARGO AIRCARGO ヤマト

　ナチュラル
　　エアカーゴ

青果を海外へ送る方法？

温度管理（品質）

物流コスト

物流の制限

キープクールサービス

△

△
機内は温度管理無し

航空運賃が常温貨物の2倍程度

〇
柔軟性あり

航空保冷コンテナ

△

◎
一貫して保たれる

航空運賃が常温貨物の3倍程度

△
1コンテナ（約2m2）貸切が前提

冷蔵 冷蔵温度管理卸し

ビジネス（香港・広東共通）
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　前回見ましたように、中国での契約が無効になる場合を見て
も、国家の利益、全体の利益を大きく考慮しています。ではここで
具体的にはどのような場合に契約が無効になるのかを見ていき
ましょう。
　ここで前回「次回詳しく説明する」とした日本の通謀虚偽表示の
場合について説明しましょう。通謀虚偽表示とは、相手方と通じて
嘘の契約をするということです。具体的には、本当は自分のモノを
売るつもりはないのに、相手と通謀して「売ったことにする」契約を
することです。日本ではこのような契約は無効になります。
　ところで中国で契約が無効になる場合の一つに「②悪意で通謀
し国家、団体または第三者の利益を損なうもの」というのがありま
した。これは具体的には中国では以下のように説明されます。「Ａ
さんがＢさんに対して30万元の借金があり、Ａさんは時価100万
元の財産を持っていました。ところがＡさんはＢさんへの借金を

返したくないために事情を知るＣ
さんにこの財産を5万元で売ってし
まいました。これは無効となる」 。日
本の通謀虚偽表示によく似ていま
すが、日本では相手と通謀した契
約をしただけで無効になるのに対
し、中国では損害の発生までを要
件に入れています（もっとも、誰か
を騙す意図がなければこのような
見せかけの契約を結ぶ必要がない
ので、日本も制度的に他者の損害
を前提にはしていますが…）。さら
にわざわざ「国家」という表現を
使って「国家の利益が重要であるこ
と」を強調しています。日本と違い

「自由に行えるはずの契約であっても国家の利益が重要」という中
国の民法理論の意思がここに表れている気がします。 
　また「④社会公共利益に損害を与えるもの」という中国の契約
無効の要件はかなり厄介で、範囲が非常に広く解釈されていま
す。社会公共利益に損害を与える契約とは具体的にはビジネス
関係で言えば、婚姻の自由を奪う契約（例えば労働契約の際に
「独身であること」を要求するなど）、労働者保護に反する契約、公
平競争に反する契約（例えば価格協定など）を含むとしています。
ビジネス以外では代理母契約、賭博契約なども含みます。このよう
にかなり幅広く解釈されているので、道徳的に許されない契約は
無効にされてしまう、と考えた方がいいでしょう。これらは古代中
国法の「人間の情に訴えかける法律」や社会主義法の「法律と道
徳の一体化」という思想の現代的表れと言えるかもしれません。

〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法研究家、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。中国法の研究
を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。中国政法大学 博士課程修了・法
学博士。中国法の研究をしつつ、執筆や講演も行っている。行政書士有資
格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師（中国の国家資格「法律コンサル
士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』（労働
調査会）。詳しくは「高橋孝治 中国」でネットを検索！

中
国
法
律
事
情

目
か
ら
鱗
の

中国での契約無効　その2
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。

❶極上でユニークな、キラーアイディアがあること
　既にあるものを模倣するだけでは、厳しいビジネ
スの世界を勝ち抜いていくことは難しい。大衆の想
像力を捉え、人々が本当に求めるものを与えること
が肝要だ。基本的な構想があるならさらに熟慮し、
他にはないセールスポイントを３つは考えよう。

❷名前を考える
　社名やビジネスの名前を考えたら、誰かに教える
前に、まず使いたい名前でネット上のドメインが使
用可能か確認しよう。ドメイン名を取得できない場
合は、代替案を検討する必要があります。ただ幸運
なことに、最近はドメインの拡張子は.com以外にも
様々なものが使えるようになっている。例えばコー
ヒーのオンライン販売業者を始めるにあたり.com
が既に使えなければ、.coffee としてもよいのだ。

❸ブランドイメージを構築する
　前項の作業と並行して、できるだけたくさんの
ソーシャルメディアで自社のPRをしよう。ブランドロ
ゴやカラーを考え、顧客とコミュニーケーションをと
るための準備もしておく必要がある。

❹華 し々くスタートをさせる
　貴方のサイトを誰かが訪れるのを静かに待って
いてはいけない。スタートの前はできるだけ頻繁

に、できるだけ多くのソーシャ
ルメディアにあなたのサ

イトに関する情報を
投稿しよう。興味
を持ちような家族
や友人にメーリン
グリストで情報を
送ったり、地元の新聞

やニッチなコミュニティサイトに連絡をとり、取材を
受けるのも効果的だ。

❺分析して軌道修正し、継続する
　一番売れている商品は何か？ 同様の視点で新
たなラインを作り出すにはどうしたらいいのか？
どのソーシャルメディアが一番顧客を誘導してくれ
るか？またそれを更に活用するには何をしたらい
いのか？どのような種類の投稿が反応がよく、それ
を増やすにはどうしたらいいのか？もしビジネスが
順調でも決して慢心して休まず、起業当時と同じ
ペースで働き、定期的にビジネスの方向性を確認
する必要がある。ひとたび立ち止まって気が緩め
ば、競合他社に追いつかれ、貴方自身のビジネスに
対する興味も冷めてしまう。

　オンラインビジネスの道は平坦なものではない
が、絶え間ない忍耐力と少しの幸運があれば、成功
を手にすることも夢ではない。そのためにプラン
ニングが大切なのは言うまでもないことだが、ビジ
ネスを興す前には今回紹介したようなステップを
踏んで、強力なビジネスモデルを確立しておくこと
をお勧めする。
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