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香港香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

香港シンフォニエッタ
マクダルピクチャーコンサート

12月1日～3日

www.hksl.org
HKD420、HKD280、HKD160
割引有り
正規学生/60歳以上の市民/障がい者及びその付き添い/社会保障支受給者/50％off
スタンダードチケット4～40枚購入の場合（10％割引）
（注意：年齢による入場制限あり。6歳以下は入場不可）

マクダルの音楽と絵の世界、絵を聴いて音楽を観よう
　まるで日曜日のセーヌ川沿いでゆったり水遊びをする人々のように音楽を楽しむのは

いかがでしょうか。ルソーのミステリアスなジャングルでフレンドリーな動物の歌に耳を

傾け、「ロミオとジュリエット」の両家の狭間で動く２人の激しい感情を感じてみません

か？さらに、バッハのブランデンブルク協奏曲の美しい音色や、ポロックの混沌とした不

協和音に包まれるひと時にも趣きがあります。そしてマーラーの音楽があなたを様々な

思いを巡らす旅に連れていってくれるでしょう。マクダルとそのお友達が美しい絵の音

を、そして音楽の中にある彩りを感じさせてくれます。

イラストレーターによるワークショップも開催
　香港コンテンポラリーアート基金(HOCA)が画期的な展覧会「The 

World of Tintin」を開催中。世界的な冒険のアイコン、タンタンが楽し

める今までにないビッグイベント。ベルギーのイラストレーターであり

クリエイターでもあるHergé氏が創造した想像力豊かな世界をセレブ

レート。

香港コンテンポラリーアート基金
「The World of Tintin」

～12月26日

マクドナルド
ドラえもんのセラミックセット

～12月9日

マクドナルドの限定ドラえもんセット！
　ドラえもん好きは要チェック！コーズウェイベイの「ドラえもん郵便

局」だけではなく、全香港のマクドナルドでもドラえもんの姿を見ること

ができる。「ドラえもんのセラミックセット」にはかわいいお椀とお皿を

各1個、郵便配達員ドラ

えもんにデザインされ

たマクドナルドクーポン

3枚、特製はがき1枚が

ついてくる。ドラえもん

が好きな人にとって見

逃せないチャンスだ。

Blueprint, 2/F., Dorset House, 
Taikoo Place, 979 King's Rd., Quarry Bay
hocafoundation

スタンレー メインストリート
ピンク５Kラン 10:30～11:30
ピンクヒールレース 12:30～15:30
チャリティーブース 11:30～16:00
(852)9462-4785(月～金 10:00～18:00)
www.pinkheels.hk
enquiry@pinkheels.hk

香港のマクドナルド
（オーシャンパーク、シャーティン競馬場、ハッピーバレー競馬場以外）

Hong Kong Film Archive, 
50 Lei King Rd., Sai Wan Ho
(852)2739-2139
www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/HKFA

ピンクヒールレース
遺伝性癌のリスクを知ろう　　

12月3日

BRCA遺伝子テスト及び遺伝子カウンセリングも提供
　ピンクヒールレースは、香港遺伝乳がんファミリーレジストリーに

よって開催される慈善のイベント。BRCAテスト及び遺伝子カウンセリン

グサービスを設け、突然変異によって引き起こされる遺伝性乳癌、卵巣

癌や前立腺癌の知識の共有や、リスクの啓発をしている。また、貧困層

の高リスク家族を支援する為の資金を調達している。

アーカイブ －魅惑的な影－
チャイニーズ ゴーストストーリー　

～2018年3月

厳選された名作が観られるチャンス
　西洋の幽霊とは異なるどこか優しくて繊細な幽霊たち、そして悲しい

運命。そして禁じられたロマンスとかなわぬ夢を切なく演じる全盛期の

華麗な女優たち。50年代から90年代にかけて制作されたチャイニーズ

ゴーストストーリー、「陰陽錯」など合わせ

て8つの名作を観ることができる。広東語

音声、英語字幕。

香港ピックアップ
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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。
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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＆広東

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  ミシュラン香港2018　ビブグルマンが発表
　2018年度版のミシュランガイド香港・マカオの中で、コストパフォーマンスが
良いレストランを紹介する「Bib Gourmand（ビブグルマン）」が発表されました。
お粥店として初のミシュラン掲載となった「靠得住粥麵小館」、台湾人女性が2
人で始めた台湾家庭料理「請坐」、屋台からスタートし60年続いている「麥文記
麵家」、家族経営で23年続くヌードル店「英記麵家」、この4店舗が特に香港メ
ディアに注目されています。

■お粥「靠得住粥麵小館（Trusty Congee King）」湾仔（ワンチャイ）
お粥店として初のミシュラン掲載。魚の出汁で調理した風味豊かなお粥が絶品。
https://www.openrice.com/en/hongkong/r-trusty-congee-king-wan-chai-hong-kong-style-congee-r12650

■台湾家庭料理「請坐（Qing Zuo）」西營盤（サイインプン）
6年前に2人の台湾人女性によりオープン。台湾で人気の豚肉ミンチ丼「魯肉飯（ルーローファン）」は
1時間で200食も売れたことがあります。
https://www.openrice.com/en/hongkong/r-q-ng-zuo-western-district-taiwan-r510263

■ヌードル店「麥文記麵家（Mak Man Kee Noodle Shop）」佐敦（ジョーダン）
夫婦でストリート屋台から始めて60年。海老ワンタン入りの手作りエッグヌードルが絶品。
https://www.openrice.com/en/hongkong/r-mak-man-kee-noodle-shop-jordan-hong-kong-style-noodles-rice-noodles-r6016

■ヌードル店「英記麵家（Eng Kee Noodles）」西營盤（サイインプン）
家族経営23年の広東スープヌードル店。柔らかい豚肉にバランスの取れたスープが評判。
https://www.openrice.com/en/hongkong/r-ying-kee-noodles-western-district-hong-kong-style-noodles-rice-noodles-r6742

　また、香港にある日本のラーメン店もビブグルマンで紹介されており、銅鑼湾（コーズウェイベイ）
にある「蔦（つた）」と「ラーメンJo」。中環（セントラル）と鰂魚涌店（クォーリーベイ）にある「周月」が選
ばれました。
　なお、ビブグルマンの選定基準は「美味しい3品のコースを400香港ドル以下で食べられる店」と
なっており、今回掲載された全73店舗のリストは以下のリンクより確認ができます。
https://guide.michelin.com.hk/en/2018-bib-hong-kong-macau

　通常の2018年度版のミシュランガイド香港・マカオは11月30日に発表！まずはビブグルマンで紹
介された安くて美味しいお店から食べ歩きをしてみてはいかがでしょうか。

  「日本グルメフェスタ with イオンカード」キャンペーン
　香港でクレジットカードを発行しているイオンクレジットサービスが、香
港内で「本物の日本の味」を楽しめるお店を応援・紹介したいという思いで
「日本グルメフェスタ」キャンペーンを開催しています。
　このキャンペーンは、11月末までに指定の日本食レストラン約30店舗で
500香港ドル以上をイオンカードでお支払した場合、ボーナスポイントや
JALマイルが更にもらえるという企画。最大で30,000ボーナスポイントまたは1,500マイルがたまります。
　キャンペーン対象の日本食レストランは、尖沙咀エリアでは焼肉「298 Nikuya Kitchen」、寿司「三笠
屋」、うどん「稲庭養助」、居酒屋「八海山」、とんかつ「とん勝」、沖縄料理「EN」、居酒屋「塚田農場」など。
香港島エリアでは寿司「鮨わだつみ」、ラーメン「松壱家」、明太子「鱈卵屋」、和食「海老の髭」、焼き鳥
「FireBird」、串かつ「串かつじゃんじゃん」、焼肉「肉匠」など。

・日本グルメフェスタ対象店舗
https://www.aeon.com.hk/jgfest

　日本グルメフェスタの期間終了後も、「10％オフ」や「ドリンク1杯無料」などの特典が様々な店舗で
引き続きご利用できます。詳しくは下記のページをご覧ください。
https://www.aeon.com.hk/jpdining-jp

　なお、イオンカードは即日発行が可能、年会費は永年無料。JALマイルがお得にためられる「イオン
カードJAL」（初年度年会費無料）は日本人の方に特に人気とのこと。どちらも香港内のイオンストアー
ズでお得に利用でき、主婦の方でもお申込み可能だそうです。
https://www.aeon.com.hk/jp

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ージャーを
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。

資産管理サービス会社が事業開発マネージャー
を募集。既存顧客のフォローアップ。四半期ペース
での投資商品セミナーを日本での開催。顧客
プレゼンテーション用のコミュニケーションツール
のデザイン。IIQE paper 1、3、5お持ちの方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 18K～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。

資産管理サービス会社がカスタマーサポート
を募集。お客様及び代理店からのお問い合わせ
対応。セールスマネージャー及びセミナー開催
時のアシスト。日本語を母国語とし英語もしく
は北京語がビジネスレベルの方。

RGF 香港香港/九龍 18K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

合金メーカーが経営企画・開発シニアマネージャー
を募集。経営予算やキャッシュフローの予測、
結果分析、財務戦略プランの策定等。CPAまた
は金融関連の学位。7年以上の会計事務所や
銀行で財務、投資関連等の経験がある方。

RGF 香港香港/香港島 65K～75K
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

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

世界をリードするビジネスニュースプロバイダ
がカスタマーサービスを募集。新規・既存顧客
からの問い合わせ対応とその他関連業務。2年
以上のカスタマーサービス経験者。テレマーケ
ティングの経験者優遇。英語ビジネスレベル。

日本 RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン

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

個人向け金融サービスを提供する金融機関が
リレーションシップマネージャーを募集。投資
信託・債権の営業推進全般、営業推進事務サ
ポート。金融機関（銀行、証券会社、投信会社
等）で5~10年程度の勤務経験がある方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 30K～60K

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

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。



香港 香港＆広東

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

香港/九龍 25K～35K Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系の電子部品メーカーにて営業を担当。香港
には工場がないため、営業事務所に常駐。日本
や各国の自社工場で作った電子部品を、モバ
イルや飛行機部品などを製造しているメー
カーへ営業を担当。

Reeracoen
会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 18K～30K香港在住日本人のためのサイトマネジメント。
企画から記事の執筆、編集一連の仕事を担当。

Reeracoen
会計経理・経営管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 23K～25K
大手食品チェーン企業で商品開発管理を担当。
既存ブランドの店舗数拡大、新規レストランブ
ランド参入の為、店舗で販売する新規メニュー
を考案。

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/
物流・倉庫 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。海外会計業務の
標準化、会計管理ルールの統一。予算計画の
作成と日本本社への定期報告。

香港/新界

香港/新界 17K～18K Reeracoen営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

冷凍刺身食材や空輸生鮮食材をレストラン、ホ
テル、スーパーなどに営業する仕事。新規開拓、
既存担当顧客への深耕開拓から売掛金回収
まで一貫した仕事を担当。

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営業・販売系/外食・フード 香港/香港島 応相談

日系企業が水産物貿易を担う営業マネー
ジャーを募集。自らビジネスを創り出すことに
興味があり、世界各国に出張OK、自立して市場
開拓できる方。商社における水産物の営業経験・
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。

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～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

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

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
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

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
外食・フード

30K～60K香港/香港島 寿司エグゼクティブシェフ。 香港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
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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 

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/
金融・保険・投資顧問

20Ｋ～28Ｋ
（経験や能力
により応交渉）

香港/香港島
日系大手損害保険会社がアカウントエグゼク
ティブオフィサーを募集！海上保険の新規開拓
営業、既存顧客＆代理店のフォローアップ。
★損害保険業界での就労経験、顧客対応経験。

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

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

25Ｋ～30Ｋ
（経験や能力
により応交渉）

香港/香港島

日系証券会社がトレーダーを募集！株式の
トレーディング業務、顧客の資産管理及び報告、
市場調査及びマーケット情報の提供、営業
チームの業務支援。★証券会社のトレーディン
グ業務への興味関心。

インテリジェンス
香港

サービス系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 11K～18K香港/香港島

日本有名アパレル業界が香港新店舗立ち上げ
スタッフ（ショップセールス）スタッフを募集！
店舗売り上げ管理、分析、商品の仕入れ/在庫
管理、★明るくオシャレが好きな方、英語もし
くは北京語が出来る方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

30K～50K
（経験や能力
により応交渉）

香港/香港島

東証一部上場老舗メーカーがアカウンティン
グマネージャーを募集！財務分析＆業務改善
の提案、コンプライアンス＆内部統制の維持
構築。★3年以上の経理財務の実務経験、会計
関連資格保有者。

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。

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/
物流・倉庫

20K～35K
（経験や能力
により応交渉）

香港/新界

日系国際物流会社がアウトサイドセールスを
募集！中国系や外資系企業向けの新規開拓
営業（顧客：製造業、商社他）。★営業経験（業界
不問）、コミュニケーションレベルの北京語力
もしくは英語力。

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/
その他サービス

20K
（経験や能力
により応交渉）

香港/香港島

外資系コンシェルジュ企業がカスタマーサー
ビスを募集！日本、APAC各国からの問合せ
対応、日系顧客との信頼関係の構築＆日本
マーケットの拡大。★最低2年の営業/CSの
経験。

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
深圳

会計・監査・経理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB～25K深圳

業務管理。財務経理、人事人材育成、システム、
購買、物流倉庫管理部門の管理。ローカルス
タッフのマネージャー業務。★財務、人事総務
（人材育成）経験、マネージャーとしての管理
経験。北京語：日常会話レベル以上。

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
10K～17K広州

日系有名飲料メーカーで香港人総経理の秘書
業務スケジュール管理、社内各種調整、日本
本社との調整、顧客対応。★秘書経験者、北京語
業務交流レベル、気配りができる方。

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

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



香港

香港

香港

　日本の物流大手企業、株式会社日新の中国事業が1955年から始
まったことは本誌2016年7月8日号（547号）で紹介したが、ここで改
めて同社と中国との関係について紹介したい。1950年初頭、「国際
商品展示会」の日中相互開催が決定。1955年には中国国外初の中
国商品展覧会が東京・大阪で、翌1956年には戦後初の日本商品展
覧会が北京・上海で催されることとなり、その双方の展示品の輸送
作業を同社が担ったことが株式会社日新と中国との関係の始まり
である。その後、1963年には日本の運輸業界として初めて中国国際
貿易促進委員会より“友好企業”の指定を受けた。1972年、日本と中
国は国交の正常化を果たしたが、株式会社日新はそのおよそ20年
前から中国事業を展開させてきた、中国物流のパイオニアといえ
る。1974年、香港に日新運輸倉庫（香港）有限公司を設立。これは同
社にとってアメリカに次ぐ世界で2番目の海外拠点となった。日新運
輸倉庫（香港）は1980年に中国主要港および香港経由でのコンテ
ナによるドア・ツー・ドアサービスを開始。同社（香港）の設立当初は
華南地区工場への設備機械や家電製品の日本からの輸入が殆どで
あった。当時、華南地区の港には十分な設備が整っていなかったた
め、こうした日本からの輸入品は香港を経由して蛇口、珠海、深
セン、仏山へとトラック輸送していた。中国が世界の生産拠点として
発展した現在は輸出貨物が増加し、同社（香港）の取扱いも香港か
ら日本向けの輸出が輸入量を上回っている。日新グループの中期計
画としては、自動車関連部品、化学品、食品などの日本を含む世界
各地との輸出入増加を目指しており、昨今では日本食材の引き合い
が増加している。特に、食品の海外輸出に積極的な九州からの海産
物やいちご、北海道からの帆立やなまこの輸入も伸びている。華南
地区から日本への輸出では電子部品や自動車関連部品が多いが、
近年増加しているのはネット通販・E-コマース関連会社向けの雑貨
類だそうだ。

　日新グループではIP(Information Platform)システム©で荷主か
らお預かりした貨物のデータを反映させており、ネット環境のもと
割り当てられたIDとパスワードを入力することで、世界中どこからで
も在庫状況や出荷スケジュール、船積書類（インボイス・B/L等）など
を荷主が確認可能なサービスを提供している。また、同社（香港）の
航空貨物倉庫は香港空港ターミナルに隣接しているため、締切間
近までお客様からの荷受けが可能なのも特徴だ。具体的には、午前
中に華南地区工場から出荷された電子部品（車載用品、基板等）が
夕方に香港に到着、その日の日本向け深夜便での出荷アレンジが
可能だという。昨今では華南における香港の役割は変化している
が、一帯一路政策が物流面でどのような影響や変化を及ぼすのか、
新たなビジネスチャンスを生み出すのではないかと同社（香港）で
は期待を寄せている。

日新倉庫（香港）有限公司
角本 翔太郎 航空支店長

日新運輸倉庫(香港)有限公司
住所：13/F., China Insurance Bldg., 48 Cameron Rd., TST
電話：(852)2520-1636
メール：sales@nissinhkltd.com.hk
ウェブ：www.nissinhkltd.com.hk

香港・中国と日本を結び続けて60年余
「企業物流」のプロ集団
日新運輸倉庫（香港）有限公司
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香港 香港

　香港でビジネスに携わるようになって20年以上が経つ
という服部氏だが、そもそもどういった経緯でビザコンサ
ルタントとして今に至るのだろうか。未だ香港が中国に返
還される前の1995年、26歳の時に来港した。当時は日系企
業を対象にしたビザ代理店は同社を含めてわずか２社の
みだったそうで、立ち上げ間もない会社で、先輩社員とと
もに創成期メンバーとして日系企業・団体への挨拶まわり
に奔走したそうだ。「メーカー、商社、銀行、電子部品関連
企業、県人会など、幅広かったですね。僕みたいな若いビ
ジネスマンでも、大企業の社長にあっさり会えたりして、営
業に伺ったのに逆に色々な話を聞かせてもらいましたね」
と振り返る。好奇心旺盛な性格で、人と会話することが苦に
ならないという同氏に、長年ビザに携わる理由を聞くと、
「さまざまな人と会えるからですね」と即答。現在でも、人と
会う中で「一人一人の人となり」を聞くのが好きで、ついつ
い話込み過ぎて長話になってしまうこともしばしばあるん
だとか。
　「T&Morris」では、業界内では珍しく、法人・個人の窓口と
なるスタッフ、ドキュメンテーション（ビザ申請書類）を作成

するスタッフ、それを受けてイミグレーションと折衝するス
タッフがいずれも勤続20年を超えるベテラン揃いで、各部
門が連携した一貫性のあるサポートで、通常、申請から取
得までを約１カ月で行う。過去には申請後なんと２日で認
可が下りたケースもあるそうだ。さらに服部氏は「ビジネス
として本当は良くないんだろうけど」と前置きしつつも、
「（相談に来られた方には）僕が知っている限りのアドバイ
スは無料でしちゃうんですよね」と、笑う。コンサルテー
ションと呼ばれる「相談のみ」でも費用が発生するケースも
ある中で、こういった部分を無償で行う企業は数少ない。
　さらに現在の香港のビジネス状況下で、非常にビザ取
得が困難と呼ばれる「料理人」や「美容師」といった同業他
社が敬遠しがちな業種の申請代理にも積極的に携わる。
「ビザに不安を抱える人にとって、海外で働けるか否かが
ターニングポイント。取れなかったから、ハイ、次。というわ
けにもいかないでしょう」と語気を強める同氏。イージーな
案件のみを扱うのではなく、時にはリスクも開示しながら
悩める対象者と真摯に向き合う。今では同業他社からも直
接案件が舞い込んでくることもあるそうで、まさにビザ業
界の「ブラック・ジャック」。（費用は一般相場と変わらない
のでご安心ください）
　ビザについての無料相談も随時行っているので、気に
なる方は人情派コンサルタント・服部氏にお気軽に問い合
わせてみてはいかがだろうか。

（おわり）

前編（No.618 11月17日発行号）では、香港のビジネス情勢も踏まえて、ビザ取得に関する基本
情報および留意点、今後の展望にも触れてきたが、後編では「T&Morris VISA＋CONSULTING 
LTD.」の理事総経理・服部 孝吉氏の人となりについて紹介する。

［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

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（後編）

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

香港

　中国に進出している日系企業、とりわけ商社におい
ては、営業担当従業員などが自らの会社を設立し、把握
している会社の秘密情報を利用して、顧客に対して同
様の商品を販売するといったような競業行為が後を断
ちません。今月のコラムでは、このような事態が発覚し
た後にどのように対応すべきかという問題について、実
際の事例から解決策をご紹介しようと思います。

一、事例
　a社では、営業担当である従業員Bが自らの会社bを
設立して取引先cと取引をしていたことが発覚しまし
た。従業員Bはb社の株主であり法定代表人を務めてい
ます。従業員Bは、a社の取引先であるｃ社に商品を販
売するために、a社とb社から同時に見積もりを提出し
ていました。また、販売条件及び価格はb社の見積の方
がa社の見積よりも有利な条件となっていました。a社
は、従業員Bを規則制度への重大違反を理由に懲戒解
雇処分としたいと考えています。

二、分析意見
2.1 解雇の根拠
　関連法令としては、労働契約法に次のような定めが
あります。
労働契約法 第39条
　労働者に次の各号に掲げる一のある場合、使用者は
労働契約を解除することができる。
(2)使用者の規則制度に著しく違反した場合
　また、a社の規則制度には次のような内容がありました。
a社の規則制度　第○章×条△項
　従業員は副業、独立開業をしてはならない。
a社の規則制度　第○章×条△項
　従業員に以下の違反行為があった場合、会社は規則
制度に著しく違反したとみなす。この場合、会社は労働
契約法によって当該従業員との労働契約を解除するこ
とができる。

　1、副業をし、当業務の完成に深刻な影響をもたらした。
　3、会社の守秘義務制度に違反した。
a社の規則制度　第○章×条△項
　従業員は当社の守秘義務を厳守するものとする。当
社に対する不正競争に参与してはならず、当社の名声
及び利益を損なってはならない。
　従業員Bが起業をし、会社と競業行為をすることは規
則制度における勤務規律、賞罰制度、及び秘密保持制
度にかかる条項に違反するものです。a社が従業員Bに
競業行為があることを証明できるのであれば、規則制
度違反を根拠に労働契約を解除することができます。
なお、この場合、懲戒解雇に該当しますので、経済補償
金を支払う必要はありません。
2.2 懲戒解雇のプロセス
2.2.1 まず、従業員に対して依願退職をするように求め
ることを検討できます（辞表を提出させる）。従業員が
自ら退職をする場合、経済補償金の支払いを要しま
せんし、従業員が違法解雇を理由に争うことが難しくな
るため、この方法が労働紛争が生じるリスクが最も少
ない方法であるといえます。
2.2.2 当該従業員が依願退職を拒む場合、又はａ社が
この方法を実施したくない場合、規則制度の規定に従
い懲戒解雇処分とすることができます。懲戒解雇処分と
する場合、労働紛争が生じる可能性を考慮して、争いと
なった時に解雇の適法性を主張するために、次の証拠
を収集する必要があります。
（1）従業員Ｂが規則制度を受領した記録。
（2）従業員Ｂに始末書の提出を求める。
（3）a社名義でc社に対して商品の見積書を提出する際
に、社内の承認手続きを適切に実施していたかどうか。
（4）c社に対して、従業員Bがb社とa社の名義で同時に
見積もりを出したことの経緯について書面で説明する
よう求める。そして、b社とc社との間に契約などの書面
の取り交わしがある場合はその写しを取得する。
　これらの証拠を収集することができれば、当該従業

員を解雇処分としたことにより労働紛争が生じたとして
も、敗訴するリスクは低いと考えます。

三、まとめ
　中国の法令には、従業員が副業を実施すること、又は
在職中に自らの会社を設立することを禁じるような定め
はありません。したがいまして、このようなケースにおい
て従業員Bを解雇処分としたい場合には、自社の規則制
度（就業規則など）に則り対応をしていく必要がありま
す。したがいまして、まずは皆さんの会社の規則制度に
副業や独立開業を禁止するような条項が存在するかど
うかを確認いただければと思います。そのような条項が
ない場合は、規則制度の見直しを助言します。副業や独
立開業を禁じるような条項がない場合でも、会社の秘密
保持義務違反に違反したなど別の条項を用いて懲戒解
雇やその他の処罰をすることは可能と思いますが、立証
の面で難易度が高くなると思われます。
　もし、従業員の競業行為など不正行為でお悩みがあ
りましたら、ぜひお気軽にご相談いただければと思い
ます。

競業行為を行った従業員に対する対応について
中
国
法
律
コ
ラ
ム 23

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格 
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート 
Tel: (86)755-8328-3652 
E-mail: odake@yamatolaw.com
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香港＆深圳

香港

　“インフルエンサー”とは直訳すると影響を与える人、昨今
ではSNSで影響力を持つ人のことを指すが、彼らは複雑な
Web世界を動き回る、ある種捉えることが難しい存在だ。今
回はビジネスを加速させるための理想的なインフルエン
サーの見つけ方を解説しよう。

その1.インフルエンサーとは何か？
　現代のソーシャルメディアを介した推奨や批判は、乾燥し
た土地で起きた火災より早く広まる。
　インフルエンサーとは、ソーシャルメディアやブログを活
発に使う、影響力を持った人のことで、時にブランドの代弁
者であり、ニッチなプロモーターにもなる。
　インフルエンサーはインバウンドマーケティングにどのよ
うに参入しているのか。彼らは例えば、あなたが運営するブ
ランドについてのコンテンツを生成してブランドを彼らの
フォロワーに勧めたり、あなたのブランドのまだ世間に知ら
れていない有望性を見い出し、人々に説いたりできる。した
がって彼らを味方につけることで、ライバルとの差別化や競
争で優位に立つことができるのだ。

その2.インフルエンサーの理想的な見つけ方
　例えばブランドの代弁者とも言えるコアなファンは、もっ
とも強力なインフルエンサーだ。彼らがブランドの情報を列
挙すればフォロワーがその情報を受け取るだけでなく、彼ら
はどれだけ自分がそのブランドを好きであるかを積極的に
発信してくれる。つまり、ブランドについて言及しているSNS
やブログを探していけば、潜在的なインフルエンサーやブ
ランド支持者を見つけることができるかもしれない。また
ソーシャルメディアモニタリングを行うと、求めていたような
ジャンルのインフルエンサーを見つける可能性を高められ
る。例えば豊富にヨガ用品を売っている会社にあなたがいる

としよう。ある人がヨガグッズについて頻繁にSNS投稿した
りツイートしたりしているのに、貴方の会社をヨガグッズの
良い入手先として取り上げていないとすれば、その人こそが
あなたが求めるべきインフルエンサーなのだ。

その3.彼らを見つけて特定したら、その後どうするのか？
　答えは、”コンテンツ制作を促すこと”だ。ブランドの製品
やサービスに対して情熱を持つインフルエンサー達がオン
ライン上で述べた言葉は、ネット世界で比類無き力を発揮
し、潜在的な顧客をあなたの会社へ強力に誘導してくる。
ハッピーユーザーに経験談などを基にできるだけ多くの
コンテンツを作ってもらい、内容の承認を行ってから公開す
る、というのはいい方法といえる。
　その代わり、ブランドについて有益なインフルエンサーに
は報酬を与える必要がある。必ずしも経済的なものである
必要はないが、大切なのはインフルエンサーがブランド側
に認識され、愛され、大切にされていることを感じられると
共に、報酬への恩恵を実感できることだ。例えば彼らの投稿
をサイト上でシェアするのは、インフルエンサーのプライド
を満たすだろう。その時、すばらしい投稿に感謝します！ とい
うようなツイートを添えるとより効果的だ。
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