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一緒にPPWを作りませんか？ 
Making our magazine together! 
ぽけっとページウイークリー(PPW)では、空いた
時間を利用して誌面に登場していただける香港
在住の方を募集中です。駐在員から奥様、永住
者、ご家族での応募も大歓迎です。自薦他薦は
問いません。詳細は週刊PPW新聞編集部
(editor@pocketpage.com.hk)までお問合せ
ください。

Pocket Page Weekly (PPW) is looking for 
HK residents who can appear on our 
magazine during free time. We welcome 
any expatriates, wives, permanent residents 
and family members and also accept both 
recommendations and direct application. 
For further information, please contact our 
editorial section(editor@pocketpage.com.hk). 
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今週の香港ピックアップ 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

12月8日～10日

　1867年の大政奉還から今年で150年、いまの日本の繁栄があるのは国家百年の
計のために命を懸けて戦った幕末の志士達の偉業とも言える。では、これから100年
後の日本はどんな国になっていくべきなのか、残念ながらそれを語れる政治家は一
人もいないし、大多数の国民は政党が掲げる目先の人気取り政策に流されがちだ。
　日本が国際社会と約束した2020年度に基礎的財政収支(PB)を黒字化するとい
う目標が先送りされる。2017年度の見通しは18.4兆円の赤字、2019年10月に消費
税率を10%に引き上げることで5.6兆円の税収増が見込めるが、政府はそこから少
なくとも2兆円を教育などの無償化に流用することを公約した。2012年の三党合
意で決められた社会保障と税の一体改革は一向に進む気配もなく、次世代への
負債だけが増え続けている状況だ。
　財政リスクなど単なるフィクションにすぎないという見解は現在でも一定の求
心力を持っている。だが、そうした見解に便乗して財政再建を放棄し、財政リスク
が顕在化したときには、オピニオンリーダーたちは何の責任もとらないだろう。も
しも財政リスクを映す鏡がなく、どんどんリスクが高まる出来事が起これば、リスク
は突然に襲ってくることになる。仮に財政破綻を避けられたとしても、いまのよう

に財政赤字を垂れ流し続ける状況が続けば、10年後～20年後の年金や医療等の
社会保障制度は制度そのものを維持していくことが難しくなる。
　もう一度、日本を洗濯してくれる志士達の出現が望まれるが、もはや望むべくもな
い。人生100年の時代がすぐそこまで来ているが、企業の定年延長の議論も進んでい
ない。長い老後に備えて、自分の年金は自分で用意しておかなければならない。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・
深圳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。

Academic Community Hall, 
Hong Kong Baptist University, 
224 Waterloo Rd., Kowloon Tong
16:00～18:00
(852)2111-5333
HKD650、HKD480、HKD350

上原ひろみ＆Edmar Castanedaによる音楽の夜
　Jazz Worldのグラミー賞を受賞したキーボード奏者上原ひろみとアル

バ奏者Edmar Castanedaの世界ツアーが香港でも開催決定。モントルー・

ジャズ・フェスティバルで初めてEdmar

の音楽を聴いたひろみは彼と一緒に革

新的なミュージシャンとして、多くの演

奏会で芸術性と創造性がある音楽を演

奏てみたくなったという。どのような旋

律と曲が奏でられるか注目だ。

演奏会
JWLS: Hiromi & Edmar Castaneda

12月10日

Loving Vincent
ゴッホ 最期の手紙

上映中

動く油絵が伝えるヴァン・ゴッホの物語
　ヴィンセント・ファン・ゴッホ自身の人生に迫るストーリー。ゴッホの華

麗な絵画、情熱。一方で起こる不運な生活、そしてミステリアスで不可解

な死。最初に実写撮影を行い、その後、油

絵と俳優たちの動きをプロの画家総勢

125人で作成された油絵と合成した世界

初の試み。

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。

「大政奉還から150年、財政危機はフィクションではない」

＜セミナー日時・場所（参加費無料・定員各5名）＞
12月8日（金）香港 10:00～12:00
12月9日（土）香港 15:00～17:00
12月10日（日）深圳 15:00～17:00
※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

監督：ドロタ・コビエラ、
　　  ヒュー・ウェルチマン
製作：ヒュー・ウェルチマン、
  　　イバン・マクタガード、
　　  ショーン・M・ボビット

ミュージカルの名作中の名作
　第二次世界大戦下に起きた、7人の子供たちとオーストリアの女性

家庭教師の実話にもとづいた愛と希望が溢れるストーりー。「私のお

気に入り」「ドレミの歌」「すべての山に登れ」「ひとりぼっちの羊飼い」、

「もうすぐ17歳」「ザ サウンド オブ ミュージック」など、忘れがたい素晴

らしい歌が満載のミュージカルステージ！

ロンドンウエストエンド 
ザ サウンド オブ ミュージック

12月20日 ～2018年1月7日

The Venetian Macao, Venetian Theatre
www.hkticketing.com/events/MCSOUND1217
HKD888、HKD688、HKD488、HKD288

香港ピックアップ
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深圳

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

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

お気に入りの場所

PPWは読みますか？

Sharon

リクルート

秘密/香港

絵を描く・旅行

沖縄

毎週読んでます！

とても面白いです（愛読
しています）
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香港ローカルニュース
プレゼンツ

  海底トンネル、料金変更で渋滞解決
　香港島と九龍を結ぶ3つの海底トンネル（自動車
専用）の交通量（混雑度）に偏りがあるとして、銅鑼湾
（コーズウェイベイ）と紅磡（ホンハム）を結ぶトンネ
ルの料金を上げて、他2つのトンネルの料金を下げ
ることで問題解決ができるのではないか？という案
が香港政府立法会に提出されました。
　海底トンネル料金と混雑ピーク（平日午前）の交通
量ですが、クロスハーバー（銅鑼湾⇔紅磡）は20香港
ドルで「177％」、イースタンハーバー（鰂魚涌⇔茶果嶺）は25香港ドルで「138％」、ウエスタンハー
バー（西營盤⇔西九龍）は65香港ドルで「90％」となっており、クロスハーバートンネルでは毎朝31
分（平均）の遅れが発生している状況です。
　今後、立法会にて料金調整により混雑が解消できるかが議論されますが、民主党の党首の胡志
偉は「3本の海底トンネルではそもそも混雑は解消できない。料金変更は解決策とはならない。」、
サンスタータクシー協会会長は「ウエスタンハーバーの料金を30香港ドル程度とすれば利用客は
増えるだろう。」、香港政府は「平日が特に混雑するので、曜日毎で異なる料金体系にしてはどうか？
また、ウエスタンハーバーは2023年まで民間運営のため、料金値下げの際は補助金交付の検討も
必要だ。」などと多くの意見や提案がおこなわれています。
　なお海底トンネルの料金の改善案と同時に、九龍（カオルーン）と新界（ニューテリトリー）の山間
部に位置する3本のトンネルでも交通量に偏りがあることから料金調整による改善案が提出されて
います。

  日本の洗濯用洗剤「アリエール」が香港で最高評価
　香港消費者委員会がおこなった洗濯用洗剤の調査で、日本か
ら輸入された「アリエール」が液体洗剤の中で最も優れていると
評価されました。
　今回、消費者委員会は34種類の洗濯用洗剤（粉末16種類、液
体15種類、カプセル3種類）を対象に、日常生活で想定される様々
な汚れをコットン素材に付けて水温30度で洗濯し、4つのポイン

ト「1回の洗濯にかかるコスト、汚れ落ち、白さ、色の維持」を5点満点で評価。15種類の液体洗剤に注
目すると以下のような結果となりました。
1位 ： アリエール　超濃縮液体洗剤（日本）4点
2位 ： 白猫　大自然清馨洗衣液（中国）3.5点
3位 ： 快潔　全效360高效能洗衣液（中国）3.5点
・
・
6位 ： 獅王（ライオン）潔白物語納米樂特濃洗衣液極度消臭（日本）3.5点

9位 ： 花王の潔霸（アタック）抗菌特濃洗衣液（日本）3点

　「汚れの落ち具合」の評価項目では半分以上の洗濯用洗剤が2.5点以下となっている中でアリエー
ルは4点を獲得。「1回の洗濯にかかるコスト」では、アリエール以外は0.28～1.77香港ドルである中、
アリエールは2.89香港ドルと、最も高価な洗濯洗剤と評価されました。
なお、消費者委員会は34種類の洗濯用洗剤の調査の中で、8種類に環境に有害なリンが含まれてい
たこと、大半の商品がラベルに十分な情報記載がなかったことを指摘し注意を促していました。

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

日系保険会社がアカウントマネージャーを
募集。日系企業を中心にした既存顧客のフォ
ローアップ業務。日系保険ブローカーの窓口
担当。3年以上の金融業界での経験もしくはBtoB
営業経験をお持ちの方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～32K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。

【急募】業務拡大につき食品商社が営業職を
3名募集。日本食の飲食店への生鮮食品の販売、
取引条件の交渉、受発注、資料作成など。日本語
ネイティブレベル。深夜勤務あり（シフト制）。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 25K～35K

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

日系産業用部品商社が営業事務を募集。営業
事務およびサポート全般。見積もり、請求書
作成。在庫、納期確認。中国、東南アジア地域
の顧客との連絡、調整。営業事務経験1年以上
の方。業界未経験者可。

RGF 香港香港/九龍 14K～16K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

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ー
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 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

日系電子部品製造企業が営業シニアマネージャー
を募集。新規顧客開拓、既存顧客のフォローアップ、
および各種電子部品の営業。各工場およびサプラ
イヤーとの調整業務。10年以上の電子分野で
の営業経験または管理職の経験がある方。

香港/新界

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

日系電子部品製造企業がセールスエグゼク
ティブを募集。自動車部品メーカーに対する
ディスプレイ製品の品質管理・開発営業。日本
工場との連絡、中国工場および香港顧客フォ
ローアップ。北京語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 20K～25K
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香港/九龍 25K～35K Reeracoen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。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

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

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。

Reeracoen
技術系（メディカル・
化学・食品）/
建設・建築・内装・住宅関連

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。

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。ビジネスレベルの英語必須。

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ップマネ
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/九龍 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

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。ビジネスレベルの英語・北京語
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WORKS25K～30K香港/九龍
北京語できる方。OEM/ODM企業での営業、
電子部品業界3年以上。自動車用アクセサリー・
アウトドア用品の営業・購買。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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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技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 ～28K香港/九龍

ローカル金融企業がプログラマーを募集。自社
システムおよびウェブサイトの管理、セキュリ
ティを担当。Linux、PHP、Java他を使用。
ビジネルレベルの英語、ビザサポート検討可。

キングスウェイ

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） ～30K香港/九龍

日系電子機器メーカーが営業担当を募集。経験
によりマネージャーとしての採用も検討可。既存
顧客フォロー中心、新規開拓少々。コミュニケー
ションレベルの英語と北京話必須。ビザサポート
検討可。

キングスウェイ

日系樹脂製品メーカーが会計マネージャーを
募集。香港における会計実務、財務管理、輸出入
書類作成･在庫管理サポート、日本本社への
定期報告他。製造業での会計業務経験者、英語
できる方優遇。

会計経理・経営管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

香港/九龍 キングスウェイ～30K

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売 応相談香港/九龍

日系食品小売が店舗マネージャー候補を募集。
店舗のマネジメント全般、トラブル発生時の
対応、本社への報告他。経理、総務に強い方
歓迎。ビジネスレベルの広東語必須、ビザサ
ポート可。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） ～35K深圳

台湾系電機メーカーが中国駐在プロジェクト
マネージャー(生産管理)を募集。日系顧客対応、
プロジェクト日程管理、設計者とのやり取り他。
北京話ビジネスレベル、ビザサポート可。

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 25K～45K

外資系グローバル損害保険会社が営業職を
募集！顧客訪問を通じて損害保険についての
商品説明、契約までの案内をする日系企業向け
の営業業務。★勤務地選択可→香港、ベトナム、
フィリピン。

香港/香港島

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 35K～60K

外資系大手資産運用会社がInstitutional 
Salesの募集！新規開拓、運用商品の提案
(ETF、Mutual Funds)など。★証券・資産運
用・銀行業界などでの実務経験。

香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～25K香港/香港島

投資顧問会社のカスタマーサポート。金融商品
の説明、契約後のアフターサポート､営業部門
サポート他。業界経験不問、事務経験ある方
歓迎。ビジネスレベルの英語要、ビザスポン
サーチェンジ可。

キングスウェイ

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/香港島 13K～23K

家電などに使用される電子デバイスの営業
業務。既存顧客の法人営業、代理店やメーカー
の直販。★電子業界の経験者歓迎、新卒も
検討可。日本語ビジネスレベル、英語・北京語
日常会話レベル"

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

香港/香港島 20K～31K

ITベンチャー企業がコンサルタントを募集！
日系事業会社・金融機関等の顧客ニーズに
合わせた市場・業界・企業分析レポーティング
業務。★北京語・英語の読解力＆文章力、ビザ
保有者。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
その他サービス 香港/香港島 30K～40K

日系大手コンサルティング会社。プロジェクト
マネジメント、ERP（QAD）のインプリメンテー
ション業務。★関連業務経験者、アジア全域の
出張可能な方。

15K～20K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

トレーディング会社が貿易事務を募集！データ
入力、受発注・出荷対応、輸出通関書類作成
など。★5年以上の事務経験、日常会話レベル
の英語もしくは北京語力。

インテリジェンス
香港香港/九龍

20K～22K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

化粧品/美容品業界の貿易会社がパーソナル
アシスタントを募集！役員の秘書業務全般。
★サポート業務経験者。日常会話レベルの
広東語、英語力。

インテリジェンス
香港香港/新界

香港/香港島 ～20K
オンラインゲームユーザーへの電話・メールに
よるカスタマーサポート業務。書類整理、会議
通訳など。シフト勤務可能な方。ビジネスレベル
の英語要。就労可能なビザホルダーの方。

キングスウェイ
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

上海 RMB
～25K

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、監査スケジュール他、調整業務。北京語
ビジネスレベル要、ビザサポート可。

キングスウェイ

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 ～35K
大手日系半導体商社の営業担当。営業管理業務、
スタッフ教育、日本からのシフトビジネスへの
対応、納期調整等。半導体業界での経験、ビジ
ネスレベルの北京語要。ビザサポート検討可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/香港島 ～25K
スマホアクセサリー専門商社の営業担当。ビジ
ネスパートナーと良好な関係を維持、販売促進
活動の推進、新規事業構築の機会あり。ビジネ
スレベルの英語要、ビザサポート可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

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

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
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香港

香港＆深圳

　香港におけるクリエイティビティは成長を続け、人々はインスパイアされ
つつ働く場所を求めている。
　Andother Spaceはセントラルの中心にあるスタイリッシュなコスタディ
＆コワーキングスペース。旧中央警察署をリノベーションした複合施設、
Tai Kwun(大館)にも便利な場所にある。周辺にはその他にもアートギャラ
リーやアンティークショップ、活気あふれるローカルマーケット、ランカイ
フォン、昔ながらの商店や、ミシュランの星付きレストラン、ショッピング
アーケードなどがあり、ソーホー地区の探索
にも便利な立地。MTRセントラル駅、IFC、ラン
ドマークまでも徒歩わずか15分だ。
　Andother Spaceは、トレンドに敏感で、
ファッショナブルなスタイルに傾倒する若者
や起業家、フリーランスワーカー、学生、旅行
者など幅広いキャラクターの人々をテーラー
デザインで受け入れることができる施設を目
指しており、アート愛好家向けに、ハンドメイ

ドや書道、ブリストルなどの
カルチャーワークショップを開催するなどの試みも行わ
れている。
　若い世代の行動は変化し続け、アイデアやプロジェク
トに有益な空間を必要とする人は多い。「自営業者のた
めの自学とコワーキングスペースなどとして、香港でのス
タディスペースの需要は確かなものです。彼らは考えを
共有し、プロとしての生活のマネジメントを実践するた
めに、コーヒーショップのような場所で1日を過ごします。
それはいわばマーケットのような場所です。そういったこ
とから、セルフサービスのコワーキングスペースの需要
が読み取れ、私達にアイディアが浮かんできたのです。」
と、ディレクターのフローレンス氏は語る。

　施設内にはリビングルーム、スタディエリア、会議室、Wi-Fiアクセス、快
適な座席と、オフィス文具、フード＆ドリンクバーなどを完備。温かみがあ
りながら機能的で、清潔で居心地のよい空間を提供している。北欧調で自

然さを大切にした快適な照明や、フード＆ドリンクエリア
では、コーヒー愛好家でもあるフローレンスお勧めのこ
だわりのコーヒーなど、無料のドリンクが提供されている
のも嬉しい。
　今年7月にオープンしたばかりのこちらのスペースでは
現在、競争の激しい市場で顧客ニーズを実現するために、
バーチャルオフィスや企業登録サービスなど、様々なビジ
ネスサービスを拡大中。利用者はプロフェッショナルとして
の作業をスムーズに果たすことができるだろう。
　利用価格については、フルメンバーシップを持たずとも

1日や時間単位での利用することも可能となっている。それより長い時間の
利用が見込まれるなら、フレキシブルなマンスリープランがお勧めだ。利
用価格は1時間あたりHKD40、1日利用ならHKD115と手頃。平日と週末で
マンスリープラン価格は異なるが、平日は1日3時間までならHKD1,550～、
オフィスアワーであればHKD2,050～となっている。

Andother
           Space

Andother Space
住所：1/F., Hoseiness House, 69 Wyndham St., Central
時間：11:00～20:00（休業日なし） 
電話：(852)2503-3999
ウェブ：www.andotherspace.com
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ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

香港

Rainbow Hanamoji
住所：63 Stanley Main St., Stanley Market, Stanley
電話：(852)2813-4828
携帯：(852)9389-0077 ジョナサンまで(日本語可)
メール：Rainbow.hanamoji@gmail.com
ウェブ：www.rainbowhanamoji.com
時間：10:00～18:00
定休日：無休

人々はいつも完璧な人生を求めているが、人生の道で何かに邪魔され、うまくいかなかった？
諦めるのは早い！ 開運風水花文字は運をよくする効果があるのだ。

どうして風水花文字で運がよくなる？
　中国彩虹書法の「花文字」は書道、絵画、風水が調和した
芸術作品。花や山、中国古来の動物などの吉祥シンボルが、
名前や言葉の持つ運気を引き出してくれる。彩の美しさだ

けでなく、開運アイテムとしても
有名で、花文字は太陽が昇る東
か暖風を運ぶ南へ向けて飾ると
運気が高まると言われている。ま
た、縁起の良い花文字や対句を
家に貼るのが中国旧正月の伝統
となっている。

どこで正統的な開運風水花文字店を見つけるの？
　今回、紹介したい開運風水花文字店「Rainbow Hanamoji」
は赤柱（スタンレー）にある。店主のジョナサン氏（以下、同
氏）は、香港で有名な彩虹書法芸術創造者、故葉文傑先生の
甥であると同時に、香港風水花文字の唯一の継承者でもあ
る。現在、中国で彩虹書法のような書法をやっている人は多
いが、その技量は同氏に比べると正統ではない。
　同氏は子どもの頃から葉先生の下で、書法と絵画を学ん
だ。繊細な筆跡、鮮やかな色と立体感が強いのは同氏の画
の特色。筆画の中で、龍、鳳凰、花鳥、山水などの形で、字が
華やかで、書法と境地からの美しさを創り出し、本に絵があ

り、絵に本があるという境地に至る。主に彩虹書法は中国の
名前を描く。人々の名前が綺麗にみられるのは人に対する
励ましの一つだ。
　花文字は人の名前だけでなく、願いを込めた「文字」で描
くこともできる。「福」の文字は日本語での意味通り、“幸せ”
をもたらす“。また福の字には多くのラッキー・アイテムを入
れ込んで花文字を描いている。たとえば鳳凰は『高貴』、魚
は『お金持ち』、蝶々は『美』など。

開運風水花文字の素晴らしいさ
　花文字で運が良くなるという事例もいくつかある。ある夫
婦は結婚した5年間、こどもがいなかったので、同氏に花文
字を描き、こどもを授かるよう頼んだ。1年後にはこどもを授
かり、家族も増えてさらに幸せな家庭を築いている。他にも

会社がうまくいかないので、同
氏に商店の看板を描いても
らった所、1ヶ月後には来客数
が増えて、おかげさまで収益
も上がったという。

「開運風水花文字の素晴らしさを試してみたい？」
　そんな方は「Rainbow Hanamoji」のジョナサンさんへお願
いしてみよう！

LINE

Wechat

「恋愛も事業もうまく行きたい？」「恋愛も事業もうまく行きたい？」
祈願祈願

企業向け

ご家族のお名前

家族全員

結婚祝い・結婚記念

広州日本婦人会冬フェア
日時:2017年12月10日(日)13:00～17:00　
地点：広粤公館　広州天河区珠江新城海风路48号T9栋
事前オーダーしたら（12月8日前）当日でお手度しが可能てす。
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