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今週の香港ピックアップ UA Cine Hub x HMV
手塚治虫生誕90年記念企画

～1月28日

UA Cine Times・UA Cine Moko・UA iSQUARE・UA MegaBox
www.uacinemas.com.hk/eng/magazine/news/241
チケット購入
https://goo.gl/3VB6ob

世界に誇る日本の巨匠、手塚治虫アニメワールド
　日本のウォルトディズニーと言われる日本アニメーションの巨匠、手塚治虫。彼は鉄腕

アトム、サファイア姫など、数々の人気キャラクターを世に送り出し、世界的にも非常に

評価が高い。彼が生み出したキャラクターはどれも清く正しく明快、そして数々のアニ

メーションは、とにかく理屈抜きに面白く、キャラクターの滑らかな動きと鮮やかなカ

ラーリング。2018年は手塚治虫生誕90年記念、この偉大な巨匠に敬意を払い、彼の最も

代表的な作品を振り返る貴重なチャンス。尚、UA Cine Hub手塚治虫生誕90年アニバー

サリーフィルムのチケット又は半券を印刷された日付から7日以内に提示するとHMVで

のお買い物が10％offになる特典付き、久しぶりに手塚アニメに会いたい人は足を運ん

でみよう。

熱狂的な人気を誇るONE OK ROCKのアジアツアー
　日本だけでなく世界中から支持されている日本のロックバンド、ONE 

OK ROCKのアジアツアーが敢行される。タイから始まりアジア各国を巡

り香港へやってくる！　若者

から絶大な人気を誇る彼

らのパワフルでアグレッ

シブなライブパフォー

マンスを見逃すな！

ライブ
ONE OK ROCK “AMBITIONS Asia Tour”

1月31日

Hong Kong Ice Carnival
海陸空冰雪嘉年華

～2月25日

子供から大人まで楽しめる期間限定プレイランド！
　Hong Kong Ice Carnivalがリニューアル、大人気のアイスワールドに加

え、リモコンカー、ドローン、カート他、思いっきり遊べる空間が盛りだく

さん。また、子供たちが憧れの職業の制服を着て変身できるKid Role Play 

Studio、可愛い動物と触れ合えるLittle 

Animals Farm、イチゴ狩りや乗馬楽しめる

ECOPark Visitも併設。大人も子供も楽しもう！

AsiaWorld-Arena, 1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
20:00～22:30
www.hkticketing.com
HKD1,080、HKD780、HKD580

Piazza, Hong Kong Culture Centre, 10 Salisbury Rd., TST
20:00～22:00
www.discoverhongkong.com
無料

Tai Tong, Yuen Long 
月～木 12:00～18:00
金～日 10:00～18:00
hkicecarnival2017
入場料 HKD80
プレイチケット HKD200 (入場料込)

Kai Tak Runway Park
www.volvooceanracehk.com
無料

美しい光のショー
シンフォニー・オブ・ライツ

～1月28日

新バージョンのライトショー
　香港の夜空を彩る光と音のライトショー「シンフォニー・オブ・ライツ」

が12月より新バージョンになった。今回、初の試みとして、香港フィルハー

モニー管弦楽団の演奏

と共にビクトリア・ハー

バー沿いのビルの壁面

に画像やメッセージが

映し出される。この機会

を見逃すな！

ボルボ・オーシャンレース
フェスティバル　

1月17日～31日

世界トップレベルのレースが香港に来た！
　ボルボ・オーシャン・レースは、トップレベルの世界的なヨットレース。

4つの海にまたがって開催され、6大陸と12の都市を巡る。香港に寄港し

ている間、カイタックはヨットレースだけではなく、ライブ、フード＆

バー、ライオンダンスなどのイベントも催される。この機会をぜひお見

逃しなく！

香港ピックアップ
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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
職業
年齢・出身

趣味/マイブーム

役職/仕事内容

彼氏
マイブーム

最後にPPWはお読みです
か？

読者様に一言

Sue

大学生・アルバイト

20歳/香港

映画鑑賞、ショッピング

UA機場
いる

海外旅行

毎週読んでいます！

良い事を考えたら、良い事
がおきる。

そして幸せになれる。

中国全土
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香港
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  地下鉄MTRの20駅に授乳室が設置
　地下鉄MTRの20駅に授乳室（Breastfeeding 
Area）が設置されました。授乳室には「おむつ替え
テーブル、椅子、消毒用ジェル、ゴミ箱、エアコン」な
どの設備があり、駅員に声を掛けることで利用でき、
利用毎に清掃員が掃除をおこない清潔な空間を保
つとのこと。授乳室が設置されている駅は以下であ
り、MTRはスタッフルームを改装して授乳室を設置し
たそうです。

■香港島エリア
香港（ホンコン）、中環（セントラル）、金鐘（アドミラルティ）、北角
（ノースポイント）、鰂魚涌（クオリーベイ）

■九龍エリア
尖沙咀（チムサーチョイ）、油麻地（ヤウマーテイ）、旺角（モンコック）、太子（プリンスエドワード）、紅
磡（ホンハム）、九龍（カオルーン）、南昌（ナムチョン）、美孚（メイフー）、九龍塘（カオルーントン）、油
塘（ヤウトン）

■新界エリア
調景嶺（ティウケンレン）、大圍（タイワイ）、茘景（ライキン）、青衣（チンイ）、欣澳（サニーベイ）

 授乳室設置に関するインタビューを受けた香港人女性（28歳）は「最近子供が産まれたばかりで、街
で授乳室を見つける大変さを実感していました。」と便利になったことを表現していました。
　小さいお子様を持つ方にとって嬉しいニュースとなりそうです。

  インフルエンザ流行 病院8時間待ち
　香港でインフルエンザが流行しており、公立
病院ではクリスマス期間、患者数の増加により
廊下に予備ベッドが並べられるような状態とな
りました。油麻地（ヤウマーテイ）の廣華醫院で
は、診察待ち時間が8時間となったようです。
　クリスマス期間中の公立病院全体のベッド占
有率は、12月24日に104％、12月25日に108％
（昨年97％）、急患で診察に訪れた患者数は
5,701名となり昨年の5,342名を上回りました。
　香港の病院管理局は、「毎年クリスマス期間
は私立病院が休みとなることが多いため公立病院に患者が集まる傾向がある。」とコメントをしてい
ることから一時的な混雑とも考えられますが、治療をお急ぎの方や体調にご不安がある方は事前に
私立病院（クリニック）を調べることをおすすめします。
　なお、メディアSCMPによると、香港医師の40％が公立病院で勤務していますが、病院を必要とする
患者の90％が公立病院で治療を受けているため、公立病院では常に約250人の医師不足となってい
るようです。

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 25K～30K

日系証券会社が会長秘書を募集。会長のスケ
ジュール管理、電話対応、会議のアレンジ・資料
の作成、日本本社との連絡など。3年以上の
秘書・アシスタント業務の経験をお持ちの方。
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

【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

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

欧米系の国際金融情報提供サービスを行うグ
ローバル企業がアカウントマネージャーを募集。
新規顧客の開拓、自社商品の販売、契約更新に
関する業務など。Ｍ＆Ａ業界に関心のある方。
金融業界出身者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 40K
営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

日系保険ブローカーが資産運用コンサルタント
を募集。香港在住日本人への資産形成コンサル
ティング及び提案、金融商品選びのサポート
など。個人向け営業、資産運用コンサルティング
経験のある方。保険ライセンス保持者優遇。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/金融・保険

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K～23K

日系大手物流会社の空輸事業部がセールス
コーディネーター（内勤）を募集。営業担当者の
サポート業務、見積書作成補助、スケジュール
調整。営業経験者、もしくは営業事務、貿易事務
などの経験者。英語ビジネスレベル。

香港/新界

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

ファッション関連のWebサイトの翻訳・デジタル
マーケティング企業がデジタルマーケティングス
ペシャリストを募集。Webコンテンツの管理、マー
ケティング活動の実施と分析。デジタルマーケ
ティングの経験がある方。英語ビジネスレベル。

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 香港香港/香港島 60K～100K企画・広報・経営管理系/
金融・保険

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 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/小売・流通

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） 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

日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場に
おける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。

その他アジア RGF 香港営業・販売系/商社 3K USD 

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。

日本 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

25K～30K



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

Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

日系企業がアジア・オセアニアを飛び回るケー
ブル・ハーネスの法人営業を募集。3年以上の
営業経験・英語ビジネスレベル必須。電気分野
での経験歓迎。

香港/新界

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 ～28K

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。

香港/九龍

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

RMB～25K上海
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。ビジ
ネスレベルの北京語要、ビザサポート可。

キングスウェイ

キングスウェイ応相談香港/九龍

メディカルアシスタンス、医療保険、健康診断
プランの提案営業。既存顧客のフォロー中心、
新規開拓もあり。法人営業経験あれば尚可。
経験によりビザサポートあり。将来的にアジア
各拠点へ転勤可能な方。

営業・販売系/
その他サービス

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～35K

大手日系半導体商社の営業主任。営業管理
業務全般、スタッフ教育、日本からのシフトビ
ジネスの対応、納期調整他。半導体業界経験
およびビジネスレベルの中国語必須。ビザサ
ポート検討可。

営業・販売系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

～30K香港/九龍

日系樹脂製品メーカーが営業マネージャーを
募集。香港及び東南アジアの顧客対応、営業
報告及び営業計画の立案、営業スタッフの教育
他。営業マネージャー経験ある方、英語ができる
方優遇。

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）/
外食・フード

～20K香港/香港島
オンライゲームユーザーへの電話、メール対応、
カスタマーサポート業務。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

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企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 18K～22K

大手日系サービス企業が企画担当を募集。
ローカルの個人のお客様に、日本行きのパッ
ケージツアーの企画に携る。

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。

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。

Reeracoen

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

香港/香港島 24K～26K
日系通信会社が事務職を募集。日本人駐在員の
VISA・住宅・健康保険に関する手続き事務や、
会計事務所・アウトソーシング先とのやり取り。

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

Pasona Asia営業・販売系/
その他・教育・公的機関など 香港/香港島 20K

研修サービス/語学レッスンを販売する営業兼
カスタマーサービスを募集。既存の法人顧客
への提案や語学学校へ通う生徒の問い合わせ
対応。英語ビジネスレベル・四大卒以上・営業
経験3年以上。

Pasona Asia

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

香港/香港島 20K～25K
日系通信会社が伝票の整理や総務全般を担当
する事務職を募集。英語ビジネスレベル、日本
以外での勤務経験２年以上、総務・経理経験
尚良。

Pasona Asia

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

香港/香港島 17K～20K

外資系企業で日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサービスを担当。電話・メール・
チャットでお客様からの問い合わせに対応。翻訳
業務あり。英語ビジネスレベル。マルチナショナル
なベンチャー気質の環境を楽しめる方。

Pasona Asia

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

香港/香港島 28K～30K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲームの
アフィリエイトマーケティング部門でプロジェクト
マネジャーの補佐を募集。新規企画の現場とのす
り合わせを担当。英語ビジネスレベル。マルチナ
ショナルなベンチャー気質の環境を楽しめる方。

Pasona Asia

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

香港/香港島 20K～25K

外資系企業が日本市場向けオンラインゲーム
のカスタマーサポート部門でサポート役を募集。
提携アフィリエイトへの支払い等を担当。英語
ビジネスレベル。マルチナショナルなベンチャー
気質の環境を楽しめる方。

30K～50K

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

投資顧問会社（IFA）/ビジネスディベロップ
メントマネージャー。 香港WORKS香港/香港島

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。
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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

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 香港/香港島 20K～25K

日系保険ブローカーがファイナンシャルコンサ
ルタントを募集！　日本人駐在員・そのご家族に
向けた、将来のための資産運用のコンサル
テーション。★営業・コンサルティング・CS分野
での経験者優遇。

香港WORKS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

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）

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

広州 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

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～28K
（経験に
より応交渉）

香港/香港島

アートギャラリー運営企業がプロジェクトマ
ネージャーを募集！作品の配置、展覧会の
コーディネート業務、アーティストや美術品の
リサーチなど。★流暢な英語、北京語ができれ
ば尚可。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島
25K

（経験に
より応交渉）

通信企業が総務を募集！経費の出納（伝票処理、
銀行のオンラインバンキングによる振込み等
を含む）、総務業務サポート。★TOIEC700
以上/海外勤務経験が2年以上あること。

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～24K香港/九龍

電気機器製造販売企業が生産管理者を募集！
生産/営業/購買業務、工場の監査、新商品生
産立会い、香港＆中国市場を中心に商品を販売、
開発サポート。★購買または営業経験がある方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 20K前後

物流業界が営業職を募集！営業コーディネート
業務及び顧客管理業務全般。★物流業界での
経験必須。営業もしくはコーディネート経験者
の方。

香港/新界インテリジェンス
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/
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RM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

30K～40K+
コミッション
（経験や能力に
より応交渉）

外資系金融情報サービス会社がリージョナル
アカウントマネージャーを募集！日系法人顧客
向け営業活動、提供サービスに関するプレ
ゼンテーションの実施など。★BtoBの豊富な
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/
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、アジア全域へ
出張可能な方。

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 香港/九龍 20K前後

雑貨専門商社が営業ポジションを募集！アミュー
ズメント施設や雑貨店への卸営業、顧客へ商品
の企画提案、デザイナーの交渉、工場担当者と
の打ち合わせ及び生産管理業務。★少なくと
も1～3年の顧客対応、営業経験。

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/
メーカー（化粧品・医薬品）

香港/九龍 30K～40K

大手製薬会社で日本本社と連携を取りながら
主に財務・総務・人事と企業運営の為に管理面
の整備及び運用の全般をマネージャーとして
担当。★財務基礎知識、管理部門のマネー
ジャー経験。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍
18K～22K
（経験や能力
により応交渉）

投資顧問会社がCS Officerを募集！お客様
及び代理店からのお問い合わせ対応、管理業務
およびお客様のフォローアップ業務。★コミュ
ニケーションレベルの英語または北京語。

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/
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

サービス系/外食・フード 30K～60K香港/香港島 エグゼクティブシェフ。 香港WORKS
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香港＆広東

　香港進出を目指している三佐和商店は、1915年に兵庫県宝
塚市で「街の八百屋として」創業者が築いた地域のお客様との
繋がりを出発点に、先代が「納品業者として」日本全国のホテ
ルや飲食店との取引で蓄積したノウハウを糧に、29歳で３代
目の「新規事業として」海外の仕入関係者にも日本のクオリ
ティを提供したいと考え、この度プレミアムブリッジ株式会社よ
り機会を得て、『日本青果試食商談会』が2017年12月15日（金）
に香港和僑会で開催された。
　商談会には、小売業者のバイヤーから飲食店のオーナー、
（スナック、バーなどの）飲料店担当者、ホテルの食材担当バイ
ヤー、卸業者の担当者など、在港仕入関係者20名が参加した。
　同社3代目の住永　一真氏は「創業者から代々受け継がれて
きた青果そのものの味・見た目といった『目利き』に加え、海外

輸出で高難度の『鮮度・傷み』にも目
を向け、綿密な配送計画と傷みを最
小限に留める独自包装技術の確立に
あり、現在、お取引を頂いているマカ
オの高級ホテル・レストラン様やシン
ガポールの小売店様には高い評価を
いただいております。香港市場は百貨
店から個人商店まで青果に限らず生
活用品から家電に至るまで『日本産品
に溢れた街』であると同時に人々の商

品を見極める目は『妥協のない世界』であると感じてお
ります。弊社のある宝塚市で同じく1世紀を歩んできた
『宝塚歌劇団』には厳しいながらも暖かく愛あるファン
が多く、香港市場で生き残る日本産品と重なる為か親
近感を覚えます。」と述べた。
　今回、開催された商談会では目利きの腕の見せ所
「生山葵」や形がよく贈答品にも喜ばれる「メロン」、
「彩用野菜」などが紹介された。また同社と商談し
た参加者には皮をむかずに食べられる香川県産
のキウイ「さぬきキウイっこ」がプレゼントされた。

香港和僑会にて開催
日本青果試食商談会

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

冬は日照時間が段々短く、気温が下がっている季節。

日射しもあまり強くない時に、
日焼け止めを使う必要があるか？
その答えはただ一つしかいない「イエス」だ。冬でも日射しを甘く見てはいけない！なぜなら、冬は紫外線指数が低いので、
他の季節に比べて日焼けすることは難しいが、早期老化や皺を引き起こすの原因の一つと思われている紫外線の強さは
通年変わることはない。「日焼けしにくい」「暖かいので、日光浴をしたい」などの様々な原因で夏よりも冬のほうが肌に多く
のダメージを与えるかもしれない。

■風焼け* と日焼けは肌にとって悪魔のデュエット。
　しかし、日焼けは予防できる
　肌寒い気温や予測できないほどの激しい寒風が肌を乾燥させ、ひびわ
れさせたり、痛みを伴ったりすることがある以上、日焼けは皮膚を熱く、赤
く、剥がれたり、薄片状になったり、脱水したりする。しかし、重要なのは日
焼けは完全に予防可能であるということだ。
*ウインドバーン、風焼け：風にさらしすぎたために生じる皮膚の炎症
https://dictionary.goo.ne.jp/ej/94797/meaning/m0u

■90％以上の皮膚癌は日当たりと関連している
　太陽からの有害光線がより薄いオゾン層が貫
き、地球と皮膚に傷害している。

■紫外線日焼けの警告があるとき、雪と氷も注意しなければならない
　実際、夏より冬のほうが日焼けしやすい。その原因は雪と氷が
80%の紫外線を反射しているからだ。皺ができるにもかかわらず、
皮膚癌になる可能性も高くなる。

■冬の太陽光について（特にスキーなどのスポーツ）、
　以下のことをオススメ：
1. 室外にいる時日焼け止めクリームを塗ること
　特に顔、鼻、耳と手。曇りの日でも、もし雪がある場合も日焼け止
めクリームを使おう。

2. 高所にいる場合はより慎重に肌の保護をしよう
　紫外線の強さは標高に比例して強くなるので、
SPF（サンプロテクションファクター）が強い日焼
け止めクリームを選ぼう。

3. 目を保護するため
　雪が紫外線を反射しているから、
UVA（紫外線A波）とUVB（紫外線B波）
が遮断できるサングラスを選ぼう。

4. 唇を大事にしよう
　唇にはメラニンがないので、UVカット
の高いリップクリームを選ぼう。

5. 日光浴後の回復
　肌寒い気温では乾燥した皮膚を回復
するためにも水分補給ができるスキンク
リームが必要である。
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