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PPW読者
プレゼント企画第1弾

詳しくは17ページをご覧ください！

詳しくはFacebookで
「写真映えするポテサラを撮って、
キリンビールをゲット！」を検索！

詳しくはFacebookで
「写真映えするポテサラを撮って、
キリンビールをゲット！」を検索！

【延長決定！】【延長決定！】
写真映えするポテサラを撮って、

キリンビールをゲット！
写真映えするポテサラを撮って、

キリンビールをゲット！

気になる「VISA事情」を
「T&Morris」服部氏に伺った。

1992年創業、累計取引実績5,000社以上。

詳しくは09ページをご覧ください。
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

ハリーポッターカフェ
9¾ Cafe

11月3日

4/F., Prosper Commercial Bldg., 9 Yin Chong St., Mong Kok
(852)9432-6555

ハリーポッターカフェが香港に登場！
　世界中の子供から大人まで魅了したベストセラー『ハリー・ポッターと賢者の石』の発

表から20年。遂に香港でハリー・ポッターの世界観をテーマにしたカフェがオープン。店

内はハリーたちが過ごすホグワーツ魔法学校をイメージしたインテリアと、作品内に登

場する9と3/4線のシーンも再現。ファン垂涎の光景の中、作品にちなんだオリジナルメ

ニューが展開されている。イチオシはホグワーツの晩餐をイメージしたセットメニュー 

「9¾’s version of an all-day breakfast」。ドリンクにはご存知バタービールはもちろん、

“魔法の媚薬”を彷彿させるカクテルも多数。どれも写真映え必至だ。さぁ、魔法にかけら

れる準備は整った？全マグルたちよ、アクシオ！

鮮やかな漢字の世界と漢字の無限の可能性
　漢字にまつわる物語と美しい漢字の世界。「デイリーライフと漢字」の

コーナーは、香港と広東語の知識と漢字の楽しさを知ることが出来る最

も大きく充実したエリア。DIYスペースで

は、伝統的な版画印刷や革新的なライ

ティングなど様々な興味深い活動を体験

することができる。

中国文化漢字展　
はじまりから未来へ

2018年2月18日～6月30日

映画-先生と迷い猫
HKAFF 2017

11月19日～

退職しても、先立たれても、一人じゃない
　妻に先立たれ、一人暮らしの元先生・森衣恭一。堅物で偏屈、近所で

も浮いている。家を訪ねるのは市職員と、毎日来ては猫嫌いの森衣に追

い払われている三毛猫のミイくら

い。そんなある日、猫はぱたりと来

なくなった。心配になって探すうち

に、恭一は町の人々と交流を深め

るようになったのだった。

Jao Tsung-I Academy, 
800 Castle Peak Rd., Kowloon
火～日 10:00～18:00
www.jtia.hk
無料

G/F., The Peak Galleria, 118 Peak Rd., The Peak
(852)2849-4113
www.thepeakgalleria.com

ピークギャレリアでイベントを開催！
「Giant Coca-Cola @ The Peak Galleria」

～12月31日

コカ・コーラの歴史や限定品の展示
　ピークギャレリアでは巨大なコカ・コーラの展示とコカ・コーラの歴

史、これまでの限定品の紹介を12月31日まで開催中。50ドル以上商品

を購入すると、コカ・コー

ラジェンガやコカ・コーラ

メモリースティックなど、

様々な限定ギフトをゲッ

トできる。このチャンスを

見逃すな！

映画
君の膵臓を食べたい

上映中

始まるのは、君と僕との記憶の宝探し
　他人に興味がない僕(北村巧海)は、ある日クラスメートの山内桜良

(浜辺美波)の日記を見つけ、彼女がもう長くないことを知る。日記をきっ

かけに交流を深める二人だが、ある日

突然桜良は姿を消す。12年後、母校の

教師になった僕（小栗旬）は、桜良が残

した物に思いを馳せる。

監督：月川翔
脚本：吉田智子
出演：浜辺美波、北村匠海、大友花恋、
　　  矢本悠馬、桜田通、森下大地、
　　  上地雄輔、北川景子、小栗旬

監督：深川栄洋
脚本：小林弘利
出演：イッセー尾形、染谷将太、
  　　北乃きい、ピエール瀧、
  　　嶋田久作 

香港ピックアップ
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香港 香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  CGアニメ映画「ピクサー展」が開催
　2017年11月18日から2018年3月5日ま
で、香港文化博物館でピクサー・アニメー
ション・スタジオの展示会「Pixar 30 Years of 
Animation: Hong Kong Celebration of 
Friendship and Family」が開催されます。
　ピクサーはウォルトディズニーの子会社
で、「トイ・ストーリー（1995）」、「カールじい
さんの空飛ぶ家（2009）」、「モンスターズ・
ユニバーシティ（2013）」、最新作の「アーロと少年（2015）」に至るまで、
数々の人気作品を世界に送り出してきたアニメーション・スタジオ。
2016年で設立30年の節目を迎えました。
　ディズニーのホームページによると、「ピクサーには技術スタッフと
同じくらい多くのアーティストやデザイナーたちが在籍しており、彼ら
が生み出す、美しい手描きのドローイングやパステル画、デジタルペ
インティング、彫刻などが、 ピクサー映画にとって、テクノロジーと同じ
くらいに重要な役割を果たしている」と案内されており、展示会では彼
らの貴重な「キャラクター達のスケッチ、油絵、絵コンテ、彫像」などを見
ることができます。ピクサー・アニメーションの日本人スタッフ「Daisuke 
Tsutsumi」さんの作品も展示されます。

「Pixar 30 Years of Animation: Hong Kong Celebration of Friendship and Family」
開催日：2017年11月18日～2018年3月5日
場所：香港文化博物館
ウェブ：http://www.heritagemuseum.gov.hk/en_US/web/hm/exhibitions/data/exid247.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、旧正月1日、2日は休館）

  世界初！ 香港空港が到着荷物を知らせるアプリを展開
　香港国際空港が、預入れの荷物が出てきた際にスマホに通知をおこな
うシステムを導入しました。世界初の空港導入サービスであり、世界中か
ら注目を集めています。
　このシステムの利用には、香港国際空港の公式スマホアプリ「HKG My 
Flight」のダウンロードと、空港内カウンターまたはオンラインショップでIC
タグ（普通タグ30香港ドル、革製タグ90香港ドル）の購入が必要となります。
　「RFID」という技術を用いて、荷物到着時に無線通信でICタグの情報を
キャッチし、スマホに通知が届くという仕組みです。
　香港空港管理局の代表者は「荷物が出てくる順番は変わらないが、待
機中のストレスを軽減させることや、別の用事に集中することもできるだ
ろう。」、「RFIDはバーコードよりも精度が高いため、ほぼ100％認識可
能。」とコメントしています。
　スマホアプリ「HKG My Flight」は以下のリンクよりダウンロードができます。フライト情報、空港内
地図やショップ情報などのサービスも充実しています。
App Store：https://itunes.apple.com/hk/app/hkg-my-flight-official/id610290647
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hkia.myflight
オンラインショップ：https://www.hkairportshop.com/

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 30K～35K

ファッション関連のウェブサイトの翻訳・デジタル
マーケティングを手掛けるスタートアップ企業が
カントリーマネージャーを募集。既存クライアン
トとの折衝業務や顧客ウェブサイトの分析。
WEB解析やリスティング広告の経験がある方。

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

金融サービス企業がセールスマネジャーを
募集。日本の法人顧客開拓と機関投資家や企業
に財政的助言と管理の提供。投資調査/管理。
5年以上の法人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

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。

世界的ブランドのハンドヘルド機器販売代理店
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～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。

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

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

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
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)

欧米系アパレル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。

RGF 香港香港/香港島 21K～22K
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）

外資系金融サービス企業がカスタマーサポート
を募集。契約後の顧客フォロー、電話・メール
対応。契約書類のチェック。3年程度の社会人
経験のある方。金融の知識は不問。デスクワーク
がメインの為、ルーティーンワークが可能な方。

RGF 香港香港/香港島 19K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

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

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 25K～35K

日系大手民間シンクタンクがERPコンサル
タントを募集。アジア全域に展開する日系企業
へのERP（QAD）の導入、プロジェクト推進・
調整業務、顧客対応。アジア全域へ出張。3年
以上のERPの経験者。英語堪能な方。

香港/九龍

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

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
オフィサーの経験のある方。当局対応経験のある
方歓迎。日・英バイリンガル。

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



香港

香港＆広東

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

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

Reeracoen会計経理・経営管理/
その他サービス 25K～35K

香港における会計実務・財務管理。輸出入に関
する書類作成・在庫管理のサポート。海外子会
社の財務分析、業績管理、リポートの作成。

香港/新界

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。

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。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 15K～20Kフルタイム・パートタイム募集：幼児教育資格者
募集、保育士は土曜勤務可能な方優遇。

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 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。

インテリジェンス
香港

25～32Ｋ
経験や能力
により応交渉

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20K～30K香港/香港島

日系大手リース会社がアシスタントセールスマネー
ジャー/セールスオフィサーを募集！リース事業に
関するプロセスのフォロー（顧客の財務諸表分析及
び信用調査、資金計画の策定、フォローアップ等）。
★営業経験（業界不問）、ビジネスレベルの北京語。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

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

外資系証券会社が法人営業を募集！日系顧客
（法人及び個人富裕層）との信頼関係の維持
構築。★最低3年以上の銀行/証券業界における
経験。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 インテリジェンス

香港

40K～50K
経験や能力
により応交渉
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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

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

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

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

経験や能力
により応交渉香港/香港島

日系大手資産運用会社がフロントオフィスア
ソシエイトを募集！取引注文の執行及び証券
会社とのやりとり、ファンドの運用報告及び
C/Fの作成など。★1年以上の銀行/証券/
アセットマネジメント業界の経験。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
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/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K香港/九龍

日系部品メーカーがセールスエグゼクティブ
を募集！中国、東南アジアの日系顧客への営業
活動、華南地区の工場との連携。★営業経験が
ある方、中国や東南アジアまで出張に行ける方。

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

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

製造業界が営業（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

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

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 20K～30K香港/新界

日系国際物流会社がセールス＆マーケティン
グエグゼクティブを募集！カタログギフト事業
のマーケティング/販売促進及び売上の拡大。
★営業経験（業界不問）、コミュニケーションレ
ベルの英語。

インテリジェンス
広州サービス系/外食・フード 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。

マカオ

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
～30K

営業マネージャー。ODM製品の新規モデル
受注をメインの営業活動。新規の顧客開拓も
あり。★オーディオ製品の開発もしくは営業
経験者。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

深圳営業・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

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。

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

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

香港/香港島 応相談

日系大手メガバンクがリレーションシプマネジ
メントのマネジメントポジションを募集。8年
以上の銀行でのマーケティング及び与信経験
のある方。英語必須。広東語・北京語できれば
尚可。

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 応相談

日系企業向けにコンサルティングを提供する
企業の求人。顧客ニーズを把握した上で社内
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。未経験でも
意欲のある方歓迎。

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。

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

20K～30K営業・販売系/商社
日系電子部品商社（半導体）が営業職を募集。
コミュニケーション力に長け、迅速に性格に行動
できる方希望。営業経験・英語・北京語必須。

Pasona Asia香港/九龍

30K～38K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。北京語また
は広東語必須。

Pasona Asia香港/九龍
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香港&深圳 香港

　服部氏いわく「就業ビザ（Working Visa）」の取得には
多面的な要因が関係しているそうで、無論、申請者の最低
限のキャリア（学歴や職歴）は必要となってくるが、それ以
外に香港の就業先での役職および担当業務と申請書に
記入する内容との相違、ビザを審査する担当官、雇用主
側のオフィス登記ライセンス、現地（香港人）スタッフの雇
用人数などが挙げられる。例えば、会社内で同じポジ
ションの日本人を複数名申請する際、一人がスムーズに
認可されても、もう一方の認可がなかなか下りない。と
いったケースもあるようで、「T&Morris」では、長年の経験
を生かし、そういった兆候を察知しながらスムーズに取
得まで漕ぎ着けられるようサポートしている。
　「ビザエージェントの役割は申請者が審査に通るように
100％に近い材料を集め、審査官にアピールする」と話す
服部氏。これは、黒を白にするような事ではなく申請者の
理解不足や準備不足など、足りない部分を明確にして審査
に必要な材料を集め、それを最大限に生かす戦略を練る
ことに尽きると同氏は考える。万が一、審査が却下された
場合２度目からのビザ取得が更に難しくなることが背景
にある為、そのリスクを考えると一度目の審査に最大限の

注力が重要だ。また、ビザ代
理店のミスマッチは避けるべ
きである。
　その点、同社は、長年のノ
ウハウが凝縮されているので申請者側からしてみれば心
強い。
　昨今、起業を後押しする背景や地域性もあってか、事業
主や雇用主として会社経営を行う際に必要な「投資ビザ
（Investment Visa）」の代理申請案件も増えているそう
で、その際に重要となってくるポイントとして、「ただ、取得
を成功させる」といった一過性のものではなく、申請者の
将来像や会社の事業展望を取り込んだ対応が必要に
なってくるという。「就労ビザ」、「投資ビザ」いずれの場合
も、「今後どのように事業に携わっていくのか。また、拡大
していくのか。といった“ストーリー性”を加えることが肝
心。例えば、新規で美容院を立ち上げる際、どうしても美
容師としてのキャリアを強調しがちだけれど、それだとな
ぜ日本人スタリストを採用しなくてはいけないのか？ 腕
の良い香港人スタイリストでもいいのでは？と突っ込ま
れてしまう。日本人雇用が必要な理由を訴求するには、む
しろ店舗運営に携わる上でのマネージメントスキルを優
先させ、ゆくゆくは店舗拡大といったビジョンと絡めるこ
とが必須」。（服部氏）
　また、10月に香港政府より発表された「2017年施政報
告」では、法人税率が従来の16.5%から8.25%に引き下げ
られることもあり（利益200万香港ドル＝約2,800万円ま
で適用）、進出企業の増加も予想され、「投資ビザ」の申請
案件についても連動するのではないか。と服部氏は見
込んでいる。　　　　　　　　　　  

（つづく）
※後編は11月24日発行号にて掲載します

私たち日本人が外国で働く上で必要不可欠なものは何だろうか。住居、お金、保険など、人に
よってさまざまな意見があるだろうが、万人に共通するものは「ビザ」である。昨今、香港の市場
変化や多様化する日本人の働き方の中で、ビザを取り巻く環境もまた変化している。一部では、
ビザ申請時の申請者のキャリア基準や中国内で始まった在留外国人のランク分け制度による
影響なども懸念されており、情報も錯綜している。今回は日を追うごとにニーズが高まるビザ事
情を、1992年の創業以降、香港で累計5,000社を超える取引実績を持つビザのプロフェッショ
ナル「T&Morris VISA＋CONSULTING LTD.」の服部 孝吉（こうきち）理事総経理に伺った。

教えて！総経理！
1992年創業、累計取引実績5千社以上。
ビザのプロ「T&Morris」服部氏（前編）

［理事総経理　服部 孝吉］
1995年、立ち上げ間もないT&Morrisに入社。創
成期メンバーとして、メーカー、商社、銀行、電子
部品関連企業、県人会など幅広い企業・団体をま
わり、取引先の獲得およびノウハウを築き、2014年
に現役職。長崎県出身、49歳。好奇心旺盛な性格
から人との会話が趣味。

T&Morris VISA＋CONSULTING LTD. 
1992年創業、累計取引実績5,000社以上。蓄積され
た豊富な経験をもとに日本人スタッフがさまざま
なケースに対応。会社設立や口座開設、税務に関
するコンサルティングなど、香港でビジネスをする
上で必要不可欠な各種サービスを提供している。

住所：Rm. 1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 
  　　181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326
メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港香港

PPW:まず、アナシスの設立経緯などを教えていただけますか？
黒崎：お客様が、その企業独自の理念・ミッションの実現を本
気で追求していけば、そこに働く人達もそのお客様も喜び、
お客様も成長や変革をとげ、世の中がよくなっていくのだと
いう信念でビジネスをしたい。そんな思いからアナシスは生
まれました。我々のビジョン、「この軸（ミッション）とまれ経営
をする活き活きとした組織を増やします」は、そこから生まれ
たのです。
2016年4月に飯泉、黒崎、北尾が前職を退任し、上記のような
思いから新たなミッションを設定しアナシスを設立しました。
そして王総経理が率いていた原点企業管理顧問有限公司と
今年7月に経営統合、牧野祥子も香港トップとして経営参加
することで、新たな事業を展開することになりました。

飯泉：そうですね。お客様に
はできるかぎりご迷惑をお
かけしないようにと、設立後
もやってきたのですが、最終
的なお客様への価値をよく
考えて、全く新しくビジネス
を開始したわけです。
北尾：現在中国では深圳と
広州にオフィスを持ち、会員
制の人事労務コンサル
ティングファームとして2年
目の運営となっています。深
圳の地王オフィスは30名ほどの小セミナーもできる構えです。
牧野：香港も7月より新しいオフィスを中港城に構えて顧問契
約制を開始し、商工会議所様で配布された「雇用条例ガイド
ブック」などの出版や、先日はリクルート社（RGF）と共同での
賃金調査で200社を超える企業様のご回答をいただくなど、
動き出しました。
 
PPW：ずばり、アナシスは何が強みなのでしょうか？
黒崎：まずは経験と、それに頼らずゼロベースで思考する広
さと深さ。そしてさらなる「進化」を目指しているということで
しょうか。
北尾：本気度合いでしょう。そういう我々もまだまだです。
牧野：質問にただ答えたり、ただアドバイスをするだけでは
ないレベルを目指しています。その意味では知識レベルの情

報は、専用ウエブやガイドブックで知っていただく仕組みを
作り、より突っ込んだご相談に全力投球していきます。
王：いままでやりたくて出来なかったことをやりきりたいです
ね。そうしてお客様の「進化」を支援したいです。
飯泉：どこが違うのかと問われれば、「何をやっている」という
手段は他社と似通っているかも知れませんね。これまでとも
似ているかも。しかもコンサルティングはプロセスが外から
は見えませんから。
ただし「何故やっているのか？」は決定的に違うと思ってい
ます。

「何故」とはミッションに、原点に戻るのです。
 
新しいやりかたに挑戦するアナシスグループ。
今後の動きに注目したい。

長年にわたり、香港・中国での人事労務コンサル会社を経営してきた飯泉氏・黒崎氏・北尾氏
が新たに設立したアナシス社に、新たな経営陣として中国の王総経理・香港の牧野総経理が
加わり、本格的に動き出しています。

香港でも人事労務の顧問契約制を
開始したアナシスの経営陣にインタビュー

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

【子供向けの企画を仕掛ける】
　子供達を通して顧客を得るのは賢いやり
方の１つだ。オリジナル・オーナメントコン
テストや、ホリデーカラーリングコンテスト
などのキッズコンテストを開催してみては
いかがだろう。1人に大賞を与えるも良い
し、多人数に粗品を出して表彰してもよい。
コンテストの傍らにキッズスペースを設け、
子供達向けのおもちゃや書籍を置けば、子
供達にホリデーシーズンのギフトを探して
いる親達の関心を惹くことができる。

【無償品を活用する】
　率直に言って、タダが嫌いな人はいない。
良質のラッピングペーパーやギフトラッ
ピング用のリボンなど、商品を購入ごとに有
用なアイテムを無償で提供することで、お得
さを顧客にアピールすることができる。
　おまけのようなものを付けるのもいいだ
ろう。より印象的なものがよければ、パーソ
ナルカレンダーを付けるのも、この時期なら
ではの良質なギフトになる。

【ブラックフライデー】
　おそらく今年一番のセールとなる、ブラッ
クフライデーを活用しない手はない。お買
い得情報を早めに告知することで、店舗や
オンラインストアの売上げアップに繋がる。
データマーケティングを駆使し、顧客が真に
求める商品を、数量限定で提供するのがポ
イントだ。

【サイバーマンデー】
　セールは週末だけでは終わらない。この
時期オンラインビジネスで一番利益を上げ
ているのは実はサイバーマンデー（感謝祭
の休暇明けの月曜日）なのだ。最高のショッ
ピング体験をを顧客に提供するべく、シー
ズンが来る前にデスクトップとモバイル、両
方においてウェブサイトの機能を最適化し、
年1回の大幅割引を提供する場合は、サイト
やアプリで余分なトラフィックを処理できる
ようにしておこう。

【チャリティー】
　ホリデーシーズンになると人々はチャリ
ティーに前向きになる。中小企業としても、地
域社会に還元することは有益なことだ。利益
の一部を地元の動物保護団体に寄付した
り、施設内に寄付箱を設置したり、周辺の企
業と提携して、恵まれない子供達の為におも
ちゃやお金の寄付を募るなど、慈善事業の要
素は様々な形でビジネスに追加することが
できる。チャリティーを窓口にして顧客を獲
得し、ビジネスにつなげることも可能だ。
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