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今週の香港ピックアップ Regal TEDDY BEAR &  Christmas GORE-TEX FAIR
2017年度版 REGAL テディベア プレゼント

12月15日～

　「REGAL(リーガル)」は、12月15日から数量限定で、銅鑼湾(コースウェイベイ)
店と尖沙咀(チムサーチョイ)店でテディベアプレゼントキャンペーンを実施。同
キャンペーンは1996年からスタートして32代目。テディベアの服は毎年変わり、
ある年はつなぎ、ある年はデニムなど、その年のファッションの
イメージや時事に関連した服を着ている。
　2017年のTEDDY BEARコンセプトはDIY。一昔前のDIYと言
えば、お父さんの日曜大工などベビーブーマーや中年層が好
む趣味の一つであったが、昨今はミレニアルズと呼ばれる
世代（10代後半～30代）を中心に再び新たなライフワークと
して浸透しつつある。
　「彼らの間では」を挿入DIYでセルフリノベーションを行い、部屋にどことなく
無骨さが漂うよう、インダストリアルな雰囲気やヴィンテージ感のある家具など
を取り入れたインテリアスタイルが人気だ。
　毎年恒例になっている同キャンペーンだがリーガルテディベアを集めている

方も勿論、初めて購入する方に
も嬉しいプレゼントであること
は間違いない。
　同時開催でChristmas GORE-TEX FAIRも開催中。GORE-TEXを搭載したRegal
コレクションが勢揃い。従来の革靴に比べ多機能が備わっておりオールシー
ズン使え、履き心地が良いのが最大の魅力だ。この機会にGORE-TEX搭載の靴
を購入しTEDDY BEAR&オリジナルギフトをGETしよう。

詳しくは24ページをご確認下さい。

Shop 226, L2, Mira Place One,
132 Nathan Rd., TST
11:00～22:00
(852)2116-1552

MIRA PLACE ONE SHOP
Shop 17D, 6/F., SOGO, 
555 Hennessy Rd., CWB
10:00～22:00、10:00～22:30 金・土・祝前日
852)2831-8513

SOGO CWB SHOP店

Hong Kong Baptist University, 
Academic Community
20:00
www.hkticketing.com
HKD1,098、HKD698、HKD498
車椅子をご利用の方HKD698

Music Zone＠E-Max, KITEC, Kowloon Bay
(852)2111-5333
www.cityline.com
HKD680、HKD480 (スタンド席)

7/F., Starlight Garden, 18 Sha Tin Centre St., Sha Tin
12:00～22:00
無料

待ちに待ったサイケデリックなGLIM SPANKYのコンサート！
　 2016年、彼らの名曲「怒りをくれよ」と「闇に眼を凝らせば」が映画

「ONE PIECE FILM GOLD」と「少女」のテーマソングとして採用され、それ

は新人アーティストにしては正に快挙と

も言えよう。6月に日比谷野外音楽堂で

行ったコンサートは満員御礼、そしてこ

の度の嬉しいことにアジアツアーを開

催。ぜひ注目したい！

GLIM SPANKY
「BIZARRE CARNIVAL Tour 2017-2018 in Hong Kong」

2018年1月13日

ピンク色のおとぎ話世界でクリスマスを楽しもう！
　新城市広場（ニュータウンプラザ）の七階、星光ガーデンは今年のクリ

スマスのために、すべてピンク色のデコレーション！回転木馬、ミニ観

覧車、花のラビリンス、

熱気球、シーソー、そし

て願掛け池もある。大

切な人と一緒にこのロ

マンティックな場所で

楽しもう。

Rosy Christmas@Starlight Garden
バラ色の星光ガーデン

～2018年1月14日

酒井法子が香港に帰ってきた！
　有名な日本の女優、歌手、酒井法子、彼女が2000年以来、8年ぶりに香

港でライブを開催する。現在は精力的にボイストレーニングを積んでい

るという。ファンは素敵なパフォー

マンスを楽しみながら歌声を堪能し

よう。懐かしい思い出に浸れるはず！

お帰りなさい！
酒井法子ライブ イン香港2018　　

2018年1月20日

DIY を連想させる
作業着風のユニフォーム

スタンダードデザインを中心に老若男女を問わず「今」の靴を提供するリーガル

香港ピックアップ
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深圳 香港
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香港 中国全土

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。

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  香港のタバコ事情 増税の動きに
　香港の反喫煙団体が「2018年からタバコ税
を2倍にすべき」と政府に提案をし話題となっ
ています。タバコ税が2倍になると代表的なタ
バコ「マールボロ」の価格は57香港ドル（約
820円）から95香港ドル（約1,370円）まで値上
げ販売されることになります。
　香港の喫煙者率は10.5％（2015年時点）と
世界的に低い水準ですが、反喫煙団体は喫煙
者率を5％程度にすることを目標としていま
す。現在のタバコ税は約67％であり、WHO（世界保健機関）が推奨する75％よりも下回っていること、
香港は画像のように先進国よりもタバコ価格が安すぎることを問題として指摘しています。香港大学
が実施したアンケート調査でも80％以上が2018年のタバコ税増税に賛成しているようです。
　なお、日本のマールボロ価格は470円、タバコにかかる税金は約63％（消費税を含む）と香港よりも
低く、喫煙者率は18.2％（2017年5月JT全国たばこ喫煙者率調査）と香港よりも高いという結果が出て
います。

  地下鉄MTRに女性専用車両設置の要求高まる
　香港の地下鉄MTRで、痴漢や盗撮などの被害が
増加していることから、立法会の女性議員エリザベ
ス氏が「女性専用車両を設置すべきだ」と強く提案
しました。
　香港市民は以前より女性専用車両の設置を求めて
いますが、MTRの運営会社は2016年10月に「ラッシュ
アワー時の乗客整理が困難になるため、女性専用車
両の設置の予定はない。」と回答しており、2017年7月
にも香港の政党DABが「女性専用車両の試験運行を

実施してみてはどうか。」と提案しましたが、これに対しても「試験運行の予定はない。」と回答していまし
た。今回のエリザベス氏による再提案が受け入れられることを多くの香港市民が期待しています。

　また昨日、39歳男性が起こした盗撮事件に対する裁判が開かれ、6週間の禁固刑という判決が下さ
れました。この男性は盗撮犯罪の常習犯であり、スマートウォッチでスマートフォンを遠隔操作し3ヶ
月で25枚の写真や4つの動画を撮影していたようです。
　なお、香港の政党DABが実施したアンケート調査では、35％の女性がMTRで痴漢行為を受けたこ
とがあると回答し、うち約90％が警察には届け出できずに黙っていたと回答していたそうです。

  日清香港が上場 IPO申込は32倍に
　出前一丁などで知られる「日清食品有限公司（日清香港）」が
12月11日に香港市場で上場します。香港で公募していた新規株
式公開（IPO）株の競争倍率は32倍となり人気を博しています。
　市場関係者は、中国事業も統括する日清香港は上場を通じ
て中国と香港での更なる事業投資を図るために、少なくとも9.5
億HKD（約136億円）を市場より調達するだろうと伝えています。
　日清香港は1984年に香港に営業拠点を構え、2017年現在
は香港内で230種類（※経済通の調べ）のインスタントラー
メンを販売。即席めんの市場で7割以上の圧倒的なシェアを誇っています。
　代表するインスタントラーメン「出前一丁」は、香港のローカルレストランの定番メニューにもなっ
ており、キャラクター「出前坊や」は香港では「清仔（チェンジャイ）」の相性で親しまれています。
　また、日清香港が展開する袋入り麺「出前一丁」やカップ麺「合味道」は日本人観光客にも人気の香
港土産となっており、日本には存在しない和テイストの「九州豚骨、神戸照り焼き牛肉、東京醤油」や、
中華・東南アジアテイストの「XOジャン海鮮、五香牛肉（多くの調味料を使って味付けした牛肉）、沙爹

（サテソース）」などがお土産として注目されています。

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/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 18K～28K

オンラインアプリ販売企業が新規開拓営業担当者
を募集。日本、韓国のモバイルゲーム・アプリの市場
動向の把握、調査。日本のゲーム開発ベンダー、
サプライヤーの開拓、商談、交渉等。英語・北京語・
広東語のいずれか一つの語学が堪能な方。

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

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

【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。

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

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 香港技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～25K

日系ITシステム会社がウェブマーケターを
募集。ウェブイベントおよび広告の管理。売上
管理。3年以上のマーケティング関連の経験が
ある方。少人数の職場で働ける方。即入社可能
な方歓迎。

香港/九龍

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 60K～70K

日系建設関連企業が香港・東南アジア統括拠点
の副総経理を募集。建設用資材の受注販売を
行う海外営業活動全般。香港/東南アジア統括
拠点および生産工場の管理。建材、施工等の建設
関連業界で15年以上のキャリアを持つ方。

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。日本顧客のフォローアップ。中国工場との
調整業務。受発注・納品・各種対応、トラブルシュー
ティング。EMSまたはOEM/ODMの営業経験の
ある方。英語もしくは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/新界 25K～27K

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

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/香港島 35K～45K

外資系海運企業が経理・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
業務経験者。英語ビジネスレベル。

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

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

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。

その他アジア RGF 香港営業・販売系/商社 40K～50K
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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/香港島 30K～45K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

香港起業の大手日本飲食店が店舗マネー
ジャーを募集。マネジメントを担当、スタッフお
よそ20人を指導。日本人のVIPをサービスし、
レストランの運営を担当。

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

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のメンテナンスを
定期的に行い、香港人スタッフの教育。

Reeracoen

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 18K～25K
日本にある法人向けサービスのコンサルタン
トメンバーとして主にペイロール(給与計算な
ど)の業務を担当。日本の給与計算は控除など
が複雑なため、その実務などを担当頂く予定。

Reeracoenサービス系/外食・フード 香港/香港島 18K～25K
日本人シェフ(上環)。料理の準備。主に焼き物、
揚げ物の担当。キッチンチームのマネジメント。
キッチン周りの衛生管理。

20K～30K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

既存顧客のフォローアップ。既存顧客への新規
サービスの販売・提案。既存顧客からの問い合
わせ対応。新規顧客へのアプローチ（商工会等
への参加）。

Reeracoen香港/九龍

インテリジェンス
香港

企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K会計財務マネージャー、日本語ネイティブ。香港/新界

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

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 30K～38K
資産運用会社がリレーションシップマネー
ジャーを募集。2年以上の営業・保険・金融
経験。会話レベルでの英語・広東語・北京語
希望。IIQE 1, 3, 5所有者優遇。

Pasona Asia

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 香港/香港島 22K～26K

世界５カ国に拠点のある現代アートを取り
扱っている画廊がプロジェクトマネジメントの
ギャラリーアシスタントを募集。絵画に興味が
あり行動力のあるエネルギッシュでフレキシブル
な方希望。MAC及び英語必須。

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

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
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。
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香港＆広州 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/商社 香港/新界 30K～40K
大手日系専門商社がゼロからビジネスを創り
出すミッションを担う新規開拓営業を募集。
雑貨製品・玩具等の営業経験があり、顧客・生産
サイドを含めた多方面との調整ができる方。

Pasona Asia
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞 RMB
26K～30K

音響機器製造販売会社が設計ヒアリングを行
い、工場の設計・生産等の各部門と調整をする
担当を募集。EMS、OEM、ODMの管理経験者
（製造業経験、製品種類は問わず）、機構設計
経験あれば尚可、北京語会話レベル希望。

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を募集！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

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 30K～33K

大手日系銀行がリレーションシップマネジメント
を募集！！銀行商品の顧客へのプロモーション、
顧客へ与信関連書類の提示、書類作成・翻訳
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年以上の法人営業経験。

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 23K～30K

総合リスクマネジメント会社がセールスエグゼ
クティブを募集！海外旅行総合保険、現地医療
保険等の各種保険商品のリスクファイナンス
に関する提案業務。★最低3～5年の営業経験
がある方、ビジネスレベルの英語。

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 30K～35K

外資系資産運用会社がリレーションシップ
マネージャーを募集！日本人顧客対応、資産
運用セミナーの企画運営など。★顧客対応の
経験がある方、ビジネスレベルの英語。

香港/香港島

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。

インテリジェンス
香港香港/九龍

RMB～25K生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子）

品質管理（管理職）。ＯＥＭ先工場での品質管理、
新機種立ち上げ、不良対策処理、監査対応、顧客
対応、中国人スタッフの管理。★金属加工品/
ネジ/軸/ダイカスト製品の品質管理経験が
豊富な方。北京語：日常会話レベル。

インテリジェンス
深圳深圳

RMB～18K営業・販売系/
専門商社・総合商社

日系商社が営業職を募集★【必須】1）日系企業
での仕事経験。2）営業（特に樹脂・自動車業界・
商社）5年程度。【語学力】北京語：業務交流で
きるレベル。

インテリジェンス
広州広州

14K～19K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

物流業界がアソシエントを募集！プレゼン
テーション資料、管理書類の作成、各プロジェ
クトの運営コストと予算の分析、管理職のため
の秘書業務など、事務管理の総理など。★ビジ
ネスレベルの英語/北京語必須。

インテリジェンス
香港香港/香港島

17K～20K
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

フルタイム・パートタイムOK！日本語教師を募集！
幼稚園から小学生までを対象に日本語や日本文化
を教える、知識だけでなく体験から学習できるよう
な教材の作成、アイデアの提案、保護者対応など。
★子供が好きで幼児教育に関わった経験のある方。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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/九龍

外資系IT企業が営業担当者を募集！日系企業
へ新規開拓、既存顧客フォローアップ営業、顧客
向けにクリエイティブデザインの提案など。
★営業経験者、人とのコミュニケーションが
得意な方。

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 18K～21K香港/九龍

化粧品、医薬品の輸入代行企業が営業アシス
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、ウェブサイト上のショップ、商品など
の調査など。★事務や営業サポートの経験があり、
一日中PCを使ったデスクワークが出来る方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～30K香港/九龍

食品商社が営業職を募集！日系食品メーカー
からの問い合わせ対応、日本食食材の提供、
顧客に合ったアドバイスを提供、価格交渉や
受注のフォローアップなど。★営業経験のある方、
即日勤務可能な方尚良し。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 25K～45K香港/九龍

日系商社が経理財務者を募集！香港における
経理全般（B/S,P/Lの作成等）、海外拠点の
変革の推進や経営貢献の提案、日本本社への
定期的な会計報告など。★コミュニケーション
レベルの英語または北京語。

インテリジェンス
香港

08 Pocket Page Weekly 15 December 2017 No. 622
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港＆広東

　数回に渡って、誌上でご質問にお答えしていきます。第1回
目は、現地化を進めたい企業様からよくいただくご質問です。
そこには「研修」とありますが、外部の研修だけでは、中々自分
で考えるようにはならない事はお分かりだと思います。日常の
現場の中が常に考える場となっているかどうかという、環境が
課題となります。その環境が人を考えさせていくのです。
　そもそも他人の頭で考える事なんて出来ないのに、あえて

「自分の頭で」という理由はなんでしょうか。「他人の頭で考え
た知識」を得る事が考えることだと勘違いしている人がいま

す。知識を思考だと間違った認識をしている人は、答えを探し
てきます。知識は思考ではありません。逆に知識がバイアス
になって思考を間違えさせたり、思考の代用となって思考力
を低下させることさえあります。
　思考とは、インプットである情報をアウトプットである結論
に変える事。すなわち何かを決めることが含まれています。こ
の定義にしたがうなら、管理職には問題が起こったときの対
応のジャッジをさせる、目標設定そのものを任せてみる、意
思決定をさせるなどなどの、何かを決めさせるプロセスを体
験させていく事が、「自分の頭で考える」環境となるでしょう。
日々が思考訓練です。
　もしそれを疑似体験させることを「研修」とするならば、思
考訓練的なもののプログラムはできるでしょう。しかし日常
の中で、現場で使える判断をさせていかないと能力としては
身につきません。
　そしてこの課題を考えるときは、そもそも論に戻って思考
する三つのことが重要だと思います。そもそもご質問いただ
いた上司の方も、自分で考えているのでしょうか。我々はその
上司の部下育成能力開発から提案します。自分たちで「自分
で考える部下を育成」するテーマを考え抜く。その上司の日
常の部下への関わり方で、部下の考える力が変わるわけです
から。部下本人の「研修」よりも重要性は高くなるのです。分
からないことはすぐ外に聞き、1から10まで指示命令だして
いる上司のもとで、考える人材は生まれません。
　そして次の「そもそも」には、稚拙な答えに上司は耐えられ

るのかと言う課題があります。自分の頭で考えさせればさせ
るほど、稚拙だったり間違ったりした答えがでてきますが、果
たしてそのレベルを許せるのでしょうか？そして考えさせるこ
とを諦めていく人も多いのです。今結果を出さねばならない
上司に待てるのでしょうか？
　最後の「そもそも」は、「自分で考える人材」が育った時に、
自分や会社にその人をつなぎ止める力はあるのでしょうかと
いうものです。結構なパワーが必要です。
　それでもなお「自分の頭で考える管理職」が必要な理由があ
るのだと思います。それを明確にしていく過程を経て、上司自
らが変わり、部下を取り巻く日常を変え、部下へ具体的な要望
をしつづけて、部下の要望にも応えていくことになるでしょう。
　

人事労務のアナシスによる誌上相談会
「自分の頭で考えさせるには？」

自分の考えを語らせるツールとして、GoogleやIKEAなどがトレーニング
や人材開発のツールとして導入している「Points of You®」もアナシスで
ご紹介しています。

PPWビジネス通信×アナシスVol 1
黒崎幸良氏と牧野祥子氏に伺った

住所 : Suite 8, 12/F., Tower 2, 
  　　China Hong Kong City, 
  　　33 Canton Rd., TST
電話 : (852)2180-2005
メール：hkinfo@anaxis-asia.com
ウェブ：www.anaxis-asia.com 

PPW：現地管理者に自分の頭で考えるようになってもらうには、
どんな研修をしてけばいいでしょうか？ 

アナシスグループCEO  黒崎幸良氏 董事総経理  牧野祥子氏

　アナシスの顧問契約では、人材育成のご相談も対応
いたしております。
　経営・人事労務コンサルティング、講座・研修はアナシ
スにお任せ下さい。

ビジネス（香港・広東共通）
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1.投資のタイプを決定する
　その世界に飛び込む前に、株式投資にアプローチ
するにはいくつかの方法があることを知り、そこから
自分にあった方法を選ぶ必要がある。例えばDIYタイ
プで株式や株式ファンドを自ら選ぶのを好み、購入
のための知識もあって、ブローカーのみを必要とし
ている場合でも、誰かにプロセスの管理は任せたい
はずだ。低コストの投資管理を提供する優秀なロ
ボ・アドバイザーなら、いくつかの質問に答えるだけ
で、状況に合った方法で資金を投資してくれる。

2.株式か、ミューチュアル・ファンドかを選ぶ
　ほとんどの人にとって株式投資とは、この2つの投
資タイプのどちらかを選択することを意味する。ミュー
チュアル・ファンドは単一取引で多くの種類の株式を
少しずつ購入することができる。インデックスファンド
やETFsは、インデックス（市場全体の動向を示す指標
や指数のこと）の動向を追い、市場平均（ベンチマー
ク）と同じような動きをする運用を目指すファンドを指
す。多様性に富んだポートフォリオを構築するため
に、複数のファンドを掛け持つこともできる。
　株式市場に足跡を残す手段として、特定の企業の
株式を1株、もしくは複数株購入して個人株主となるこ
とも1つの手だ。個別株から多彩なポートフォリオを構
築することもできるが、必要な投資額は大きくなる。
　ミューチュアル・ファンドのメリットは、本質的に分
散しているため、リスクを軽減できる。しかし、一部の
個別株がそうであるように、トレンドによって株価が
上がる可能性は低い。一方個別株のメリットは、選び
方がよければリターンが大きくなることだが、その可
能性も高いとは言えない。大部分の投資家、特に退
職に向けて投資している人には、ミューチュアル・
ファンドを基にポートフォリオを形成するのがよい選
択といえるだろう。

3.予算を決める
　個別株に投資するためにいくら必要かは、株式の
高値に応じて異なってくる。ミューチュアル・ファンド
に興味を持ち、予算が少ないのなら、ETFsが最適だ
ろう。ミューチュアルファンド（インデックスファンドを
含む）は1,000ドル以上の最低投資額が必要だが、
ETFsの場合は株価によって決まり、株価は10ドルの
ものも100ドルのものもあるからだ。
　長期的な展望があるのなら、ポートフォリオのうち
株式ファンドに対して多めに投資してよい。例えば30
代で退職後のための投資をしているのなら80％程
度を投資し、残りはボンド・ファンドにするといよう

に。ただ、個別株はリスクが高めなので、全体の10％
程度に留めておこう。

4.アカウントを開く
　退職金制度の一員となっているのなら、既に
ミューチュアル・ファンドを通じて株式投資をしてい
る可能性がある。そうでない場合や投資の選択肢が
不足している場合でも、オンラインブローカーを使っ
て株式、ファンド、その他さまざまな投資を購入する
ことができる。ブローカーを通じて、個人退職口座
（IRA)や、既に退職しているのなら課税証券取引口座
を作ることも可能だ。
　新しいアカウントを開設する場合、手数料が安くミ
ニマム投資額が低いブローカーを選ぼう。初心者向
けのところはミニマムを設定していないところも多
い。また売買のたびに請求されるのを避けるため
に、ブローカーからの手数料無料のETFまたはミュー
チュアルファンドのリストを参考にすること。
ブローカーを選ぶポイントは、購入に有用で信頼で
きるデータを提供していること、電話やメール、
チャットなど、複数の方法でリアルタイムのカスタ
マーサポートを提供していること、初心者でも株式購
入を迅速に理解できる知識を提供してくれることに
加え、ブローカーのオンラインサイトで株式購入をす
る場合、使いやすいトレーディング・プラットフォーム
を提供していればなお良い。

株式投資のやり方
オンラインブローカー、投資アプリ、ロボアドバイザーの発展の恩恵を
受け、株式投資はこれまでにないほど簡単になっている。しかし、具体的
にどのように株式を購入するのか？どのくらいの資金を必要とし、どの
ようにリスク管理を行うのか？ 以下、4つのポイントを挙げよう。

ビジネス（香港・広東共通）
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Fooodyのアイスクリームブラウニー
　本当は誰にも教えたくない、ヴィンテージ家具に囲ま
れ、まるでプライベートメンバー専用クラブのような空
間。週末はソファで寛ぎながら飲み物とライブ音楽を
ゆっくり楽しもう。ちょっぴりシュガーハイになるための
アイスクリームブラウニーを忘れずに。

Fooody　
住所：Flat 3, G/F., Leader Industrial Centre, 
  　　57-59 Au Pui Wan St., Fo Tan
フェイスプック：fooody.hk

More Eggettesのチョコレート＆ハニースター エッグワッフル
　エッグワッフルは香港のアイコン的スイーツ、
チョコレート入りのソフトな口当たりのワッフルの

可愛らしいポコポコした表
面に人気シリアル、ハニー
スターのクランチーな食感
をプラスした甘いもの好き
にはおすすめの一品。

More Eggettes
住所：Shop A, G/F., 17 Yau San St., Yuen Long
フェイスプック：more.eggettes

婆婆家餃子館（Grandma’s Dumplings）の餃子
　本当に良いものは、
実は小さな店にあると
言われている。同店の
餃子がまさにそれだと
言えるだろう。その餃子の皮は非常に薄く
て滑らか、餡は肉と野菜のバランスが素晴
らしい。大圍（タイワイ）にある心のこもっ
た料理を提供する小さなレストラン。

婆婆家餃子館
住所：G/F., 18-24 Chik Shun St., Tai Wai

Burger Deliのチリコンカルネのホットドッグ
　香港で知っている人も多い、
ハンバーガーの有名店。ハンバー
ガー以外に同店のチリコンカル
ネのホットドッグも甘く見ること
はできない。柔らかいパンの中に
ソーセージを挟んで、上にチリ
コンカルネソースをかけて程よい
チリ感がたまらない一品。

Burger Deli
住所: G/F, 2 Ko Shing House, 9 King Man St., Sai Kung

百寶鶏 (Eight Treasure Chicken) の醤油鶏ライス 
　同店のレストランはお手頃価格で、中でも醤油鶏ライス
はお得だ。香港のレストランでは料理とご飯の量のバラン
スが悪いので、大体料理を食べ終わったら、ご飯がまだ
いっぱい残ってることがある。しかし、大圍（タイワイ）にあ

る百寶雞は、醤油鶏ライス
に醤油を一杯のせている
ので鶏肉とご飯のバランスもパッチリ。安くて、お腹がいっ
ぱいになれるお得な店だ。

百寶雞　
住所：41 Chik Shun St., Tai Wai
フェイスプック：大圍百寶雞

O VeggieのE-fu noodles
　同店は“非営利組織Gingko 
Hou s e ”が運営しているレスト
ラン。高齢者の就活活動も支援し
ている。メニューはアジアの食材と
西洋の素食料理を含め、同店で一
番安いのは「E-fu noodles」だ。この
メニューは広東料理の鉄板料理であり、中にはキノコも入って
る。美味しくて、栄養素の高い料理を食べてみよう。

O Veggie
住所：Rm. 406, 4/F., Wah Lai Industrial Centre, 10-14 Kwei Tei St., Fo Tan

東江鶏酒家（Dong Gong Chicken Restaurant）のナスライス
　同店は鶏肉の料
理が有名だが、実は
素食料理の優勝店
舗でもある。同店で
はご飯と野菜を提供
しており、ランチタイム同店のナスライスを食
べてみてほしい。栄養素が高く、美味しい素食
料理を楽しんでみよう！

東江雞酒家　
住所：Shop F2, 1/F., Mei Lam Commercial Complex, 
  　　30 Mei Tin Rd., Tai Wai

Uchi Coffeeのバナナチョコレートワッフル
　「Uchi Coffee」で美味しいデザートを食べ
ましょう！バナナ、アーモンド、こなざとう、
芳醇のチョコレートシロップから作られた
バナナチョコレートワッフルはおススメ。

Uchi Coffee
住所：Shop 4A, G/F., Double Cove, 8 Wu Kai Sha Rd., Ma On Shan

新界にある
お得な飲食店ニュー・テリトリー
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　外も寒くなったのに、室内も相変わらず冷房
が効いている香港の冬は文字通り寒い。冷たい
風が体と心にしみて、温かいモノを食べたくな
ったときや、日本の懐かしい味が愛おしくなった
ときは、ノースポイント（北角）にある日本料理
店「自然や」に足を運ぼう。暖簾をくぐって店内
に入るだけで、ふわっと優しい雰囲気に包まれ
る。こだわりの“ダシ”と讃岐から空輸したコシの
あるうどんを使った料理が人気の店だ。1人でも
大人数でも人数に関係なく、手頃な価格でボリ
ューム満点の料理を味わえるのも魅力。
　友人や家族と一緒にワイワイ食事を楽しむと
きは「うどんすき」がおすすめ。8種類の材料か
らとったダシに、肉、魚、野菜などたくさんの具
を入れて食べる鍋は食べ応えあり。また、送歓迎
会やアニュアルディナーなど何かと宴会の多い

このシーズンだからこそ、大将の心意気が嬉し
い5点セット(380HKD)もオススメだ。鮭かま焼
き、イカ姿焼き、自家製つくね焼きなどの焼き物
や牛肉小鍋、牡蠣鍋などの鍋物、豚串カツや天
婦羅などの揚げ物と、なんと30種類以上から選
べるのは驚き。
　そして、忘れてはならないのが名物であるど
こか懐かしい味わいの「カレーうどん」。ダシを
ベースにした深みのあるカレーの汁と、うどん
の相性が絶妙で、シャキシャキしたネギと肉が
たっぷりと入っている。飲みに来た常連客が一
緒にきた友人に「この店、初めて？それならカレ
ーうどん、〆にぜひ食べていって。美味しいよ」
と勧めている風景もよく見かける。最後に、ご飯
を入れて食べるのが常連客の定番らしい。

冬
は
ホ
ク
ホ
ク
と

   

旨
い
う
ど
ん
す
き
で
温
ま
る 　カウンター席をお目当てに、ひとりでふらっと

寄る人も多いこのお店。ちょっとひねくれ者（?!）
だけど気さくな店主と言葉を交わすうちに、隣
の人と打ち解けて会話をしていることも多い。
ほろ酔い気分で店を後にするときには、体も心
もほっかほかに。ここを行きつけにしておくと冬
も温かく過ごすことができそう。まずは一度訪
ねてみては。
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自然や
住所：36-38, G/F., City Garden Shopping Ctr., North Point 
（MTRフォートレスヒルＢ出口から海の方へ徒歩5分）
電話：(852)3691-9626　日本語予約：(852)6110-5579
時間：12:00～15:00、18:00～23:00

自然や旨

香港 香港
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