
愛情込めて握ってます

Printed by: Apex Print Limited   Add: 11-13 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, Hong Kong   Tel: (852)2660-2666
週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転写を禁止します。また、掲載記事には広告的要素が含まれる可能性があります。掲載記事及び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。

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). 

ADVERTISING HOTLINE 広告のお問い合わせは
HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

Publised by: Zets Intelligence Factory Ltd
Add: Unit B, 17/F., Nathan Comm. Bldg., 
 430-436 Nathan Rd., Kowloon
Tel: (852)2376-0633

Printed by: Apex Print Limited 
Add: 11-13 Dai Kwai Street, 
 Tai Po Industrial Estate, Tai Po, Hong Kong 
Tel: (852)2660-2666

『ぽけっとページウイークリー』 No.627 2018年1月第3号
http://www.pocketpageweekly.com

週
報

香港で30年以上、
旨い寿司を握り続けた
大将が笑顔でお出迎え。



香港 香港

今週の香港ピックアップ Exhibitionディズニー オン アイス
Disney On Ice celebrates 100 Years of Magic

1月25日～28日

Hall 5BC, Hong Kong Convention and Exhibition Centre, Wan Chai
1月25日 19:30、1月26日 19:30、1月27日 11:00/19:30、1月28日 11:00/19:30
(852)3583-3312、(852)2525-7406
www.hkticketing.com.hk/events/WCDISNE0118
標準：HKD780、HKD500、HKD400、HKD300
車いす：HKD300、サイドビュー：HKD300、リストリクトビュー：HKD500

100年の魔法を一緒に祝おう！
　ミッキー、ミニー、ドナルドダックと一緒に素晴らしい瞬間を過ごそう！　シンデレラ、ラ

プンツェル、白雪姫、オーロラなどたくさんの大人気ディズニーキャラクターが登場。そし

て皆と一緒に体験出来るフローズンのアナとエルサの愛の魔法、「Let　It　Go」「You’ve 

Got a Friend in Me」「Hakuna」など30曲以上の名曲とともにきっとあなたの素敵な思い

出もよみがえる。またディズニーの名場面「トイ・ストーリー」、「ファインディング・ニモ」、

「美女と野獣」など、心ときめいたシーンやメロディが氷の上のミュージカルとして再現

される。迫力のあるメロディ、豪華な演出と世界トップレベルのフィギュアスケートの

コンビネーション。ディズニーの魔法の世界を感動体験しよう！

国境なき医師団ドキュメンタリー
　 MSFは、1月25日から28日にかけて「MSF 映画フェステイバル2018」

を開催する。6つのドキュメンタリーを通して、この世界の半分で起こっ

ている人間の苦しみや人道危機、戦争、災害、病気、人生そして人の本質

について問題を投げかけている。

映画フェスティバル
MSF Film festival 2018

1月25日～28日

コンサート
Super Junior -Super Show 7- in 香港　

2月10日

2年ぶりに彼らが帰ってきた！
　アジアで人気の韓国のグループ、スーパージュニアが兵役を終えて2

年ぶりに帰ってきた。メンバーがマルチに活躍する彼らならではの、

かっこいいパフォーマンスや、

思わず笑ってしまう演出も盛り

だくさん！　K-POPファンは必見

のコンサートだ。

Sky Cinema, Olympian City 2
www.msffilmfestival.com

KITEC Rotunda 2, 3/F., 
KITEC, Kowloon Bay
15:00
HKD980

G/F., 15A New St., Sheung Wan (Original site of Giant Year Gallery)
11:00～19:00
(852)3411-8219
newartspower.hk/en/programme/zan-baak-fo

Asia World Arena, 1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
19:00～21:30
(852)3128-8288
www.hkticketing.com
HKD480～HKD1,680

ユ・ソンホ
ファンミーティング

1月28日

ユ・ソンホの誕生日を一緒に祝おう！
　ユ・ソンホのファンに嬉しいお知らせ！　アジアファンミーティングツ

アーが開催！　香港の演出は歌を楽しむだけじゃ終わらない。今回はユ・

ソンホの誕生日を一緒に祝うビッグイ

ベントやステージとは違う表情にも会

えるQ＆Aセッションもあり。ファンはお

見逃しなく！

「Zan Baak Fo－珍百貨－」
Anne Wanの陶芸展

～1月28日

Anne Wan最新のユニークな陶芸プロジェクト
　中国語で「珍」とは貴重なものを意味する。｢Zan Baak Fo｣は韓国の展

覧会から続き、香港でも開催される。雑貨屋で本物の食糧品に混ざりな

がら陶芸品と一緒に陳列

している。これらのユニー

クな作品はオリジナル価

格で購入することも出来

る。この作品たちは心を豊

かにしてくれる力がある。

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
プレゼンツ

  最新版 香港に住む日本人数や世帯収入など
　香港政府の統計局が5年ぶり
に、香港に住む中華系以外の人
種数や世帯収入などのデータ「エ
スニック・マイノリティ・レポート」
を更新しました。人種別の世帯収
入では日本人が3位になるなど興
味深い結果が沢山ありましたの
で以下にご案内します。
  この統計は2016年のデータに基づいており、香港に住む中華系以外の人種数は58万4,383人で、香
港全体（733万6,585人）の8％。最も多い人種、1位から5位のデータは以下のとおりとなっています。
1位：フィリピン人 18万4,081人
2位：インドネシア人 15万3,299人
3位：ミックス（統計局の表記） 65,255人
4位：白人（統計局の表記） 58,209人
5位：インド人 36,462人
　日本人は9,976人（香港全体の0.14％）であり、0～14歳が1,622人、15～24歳が408人、25～34歳が
1,539人、35～44歳が2,423人、45～54歳が2,274人、55～64歳が1,057人、65歳以上が653人となって
います。（※在香港日本領事館は在留邦人数26,642人と伝えています。2016年10月時点）
　人種別の世帯収入（月収）の中央値では以下のようなデータが発表されており、インドネシア人は
住み込みのホームヘルパーとして働くものが多いことから、人種別ではワースト1位の9,250香港ドル
（約13万3,200円）となりました。
1位 ： 白人（統計局の表記） 60,000香港ドル（約86万4,000円）
2位 ： 韓国人 48,250香港ドル（約69万4,800円）
3位 ： 日本人 40,000香港ドル（約57万6,000円）
4位 ： インド人 38,750香港ドル（約55万8,000円）
5位 ： ネパール人 21,840香港ドル（約31万4,500円）
　エスニック・マイノリティ全体の世帯収入の中央値は32,500香港ドル（46万8,000円）となり、香港全
体の世帯収入の中央値である25,000香港ドル（約36万円）を大きく上回っています。
　その他、「エスニック・マイノリティ・レポート」の中で日本人に特化したものでは以下のようなデー
タがありましたのでご案内します。
・日本人男性の結婚相手の70.2％は日本人。
・日本人女性の結婚相手の49.8％は日本人。
・日本人の75.4％が家庭では主に日本語、16％が主に英語を話す。

・日本人の居住場所、1位香港島東区（21.7％）、2位油尖旺（18.6％）、3位九龍城（14.9％）
・日本人の42.4％が管理職、39.8％が専門職、16.8％が事務職やサービス職。
・日本人の34.8％が貿易／卸売／小売業、16.3％が金融／保険業。

これらのデータは以下、香港政府の統計局のPDF
（http://www.bycensus2016.gov.hk/data/16bc-ethnic-minorities.pdf）でもご覧いただけますので
興味のある方はご覧ください。

  ネオン看板が減少する香港 安全面に注意
　香港観光の見どころ「路面に突き出るネオン看板（袖看板）」、
オープントップバスに乗ると看板ギリギリの走行が体験ができる
ことでも知られています。そんな香港名物のネオン看板ですが、
老朽化した看板の撤去が進んでいるため日々減少傾向にある一
方、まだまだ危険な看板は存在していると香港メディアが報道し
ています。
　香港政府によると2016年時点で確認された袖看板数は約12
万個、2013年9月2日から「無許可看板に関する検査スキーム」プ
ロジェクトが開始され、危険看板撤去の一定の成果をみせました。しかし、2014年から2017年9月に
油尖旺（ヤウマーテイ、チムサーチョイ、モンコック）エリアで942件の危険看板が新たに発見。撤去通
知が出されましたが、95件はまだ撤去がおこなわれていない状態のようです。
　香港のメディアは深水埗（サムスイポー）エリアに、ひどく錆びついた鎖3本で支えられている大き
な看板（推定：50ポンド／約23㎏）などを発見。香港では看板落下によるケガ人や死亡事故も発生し
ていますので、街歩きの際にはできる限りの注意を心がけてください。
　街中の大きな看板は許可が必要となるため、今後も減少していくと考えられています。多くの観光
客に注目されてきたネオン看板が減少するのは寂しいことですが、歩行者の安全を守るためにはや
むを得ない対応なのかもしれません。

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

香港に住む中華系以外の人種レポート（香港政府統計局）

1位
2位
3位
4位
5位

 フィリピン人
インドネシア人
ミックス
白人
インド人

184,081人
153,299人
65,255人
58,209人
36,462人

人種 居住人数
1位
2位
3位
4位
5位

白人
韓国人
日本人
インド人
ネパール人 

約864,000円
約694,800円
約576,000円
約558,000円
約314,500円

人種 世帯収入（月）
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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 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 60K～100K

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 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 30K～35K

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。マーケティング部と編集部と連携し、顧客
向けの市場分析ドキュメントの作成など。

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 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

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
は中国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)

【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

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

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。

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。

RGF 香港香港/香港島 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

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 香港香港/香港島 35K～45K企画・広報・経営管理系/
小売・流通

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

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 30K～35K

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3～5年の営業経験のある方。

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。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 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35K

日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場の
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/小売・流通 3K USD 



香港香港

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

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

15K～20K
幼児及び小学生の学習・教育指導、教材準備、
採点など（小学生の学習指導の内容は、国語・
算数のみ）。★幼稚園・小中高教諭、塾講師
経験者は尚可。

香港/香港島

インテリジェンス
香港18K～20K香港/香港島

アウトソーシング企業で日本人のゲームユー
ザー向けのカスタマーサポート業務（お客様と
のメール・チャット・電話対応）、書類整理、通訳
翻訳。★英語ビジネスレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

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 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。

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 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。

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 応相談

外資系金融情報サービス会社よりから２ポジ
ション募集！　①リレーションシップマネージャー。
②リージョナルアカウントマネージャー。★日系
法人顧客向け営業活動、プレゼンなど。M&Aや
経済分野の時事ニュースに興味関心のある方。

25K～35K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

グローバルアセットマネジメント会社がFund 
Administratorを募集！　トレーディングチーム
のサポート業務全般。★会計や簿記の知識。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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（食品・
日用品・アパレル）

香港/香港島 22K
外資系アパレル企業が人事・総務ポジションを
募集！　従業員の雇用手続、ステータス管理など。
★日本語・英語要、ビザサポートあり。

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/香港島 28K～30K
資産運用企業よりJapanese　Business 
Executiveの募集！　ビジネス対応の翻訳・
顧客からの問い合わせ処理（Eメール/電話、
会議通訳など。★日英の書類作成スキル必須。

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

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/九龍 20K～30K

香港法人設立及び法人委託代行サービスの
提供を行なっている総合コンサルティング会社
が新規開拓営業職を募集。3年以上の同業界で
の経験者優遇。交渉力・コミュニケーション力
のある方。会話レベルの英語力。

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/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 17K～20K
不動産仲介業者がアドミンアシスタントを募集。
日本営業チームのアドミンサポート業務。オフィ
スワーク２年以上、英語コミュニケーションレ
ベル、時間厳守で仕事を遂行できる方。

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 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。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 17K～21K
日本人スタッフチーム１:CS担当２:セールス
アシスタント:香港で就労可能なビザ所持者
（無い方は応相談）。日本語でのビジネス文書
がしっかり書ける方。ビジネス英語力。

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。

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～60K懐石料理シェフ。

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

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
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香港＆広東 香港

香港

　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！！

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 25K～40K Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港にある日系証券会社が機関投資家や個人
投資家向けの新規開拓営業担当を募集。主に
日本株や投資信託の販売が中心。

香港/香港島 18K～23K Reeracoen営業・販売系/
小売・流通・通信販売

大手日系商社が営業担当を募集。中国にある
クライアントから商材を仕入れ、社内の海外
グループ企業に引き渡すルート営業がメイン。
商材は車載のプリント基板。

香港/香港島 20K～25K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系F&Bが店舗ホール兼キッチンスタッフを
募集。お客様へお料理の提供、調理をはじめ、
ローカルスタッフと共に、店舗運営の実務業務
を担当。

Reeracoen
企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

25K～35K

成長中の会社で会社の管理に携わる業務。
各店舗の売上げ、収支状況の確認、数字分析、
原価計算。（原価計算には、輸入関税、空港
使用料、為替、エア便、船便など色々なものが
関わってきます。）

香港/新界

サービス系/外食・フード 20K～22K香港/新界
香港国内日本食レストラン３店舗の店舗チーフ
を担当。３店舗全てのオペレーション管理から、
既存の店舗香港人スタッフの教育がメイン業務。

Reeracoen

Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 東莞 15K～20K

日系大手商社系企業で中国の東莞にある契約
工場にて日系企業や社内レポートなどに関わる
事務全般。一般的な報告書だけでなく、購買、
物流、在庫管理など幅広く担当。

Reeracoen18K～22K香港/九龍
大手日系サービス企業が企画担当者を募集。
ローカルの個人のお客様向けに、日本行き
パッケージツアーの企画。

企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光

Reeracoen会計経理・経営管理/
医療関連 香港/九龍 25K～40K

本社と連携を取りながら主に財務・総務・人事
と健全な企業運営の為に管理面の整備及び
運用を管理職としてマネジメントしつつ、現在
責任者が自ら行っている各種実務をフォロー。

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

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 20K～45K
日系監査会計企業が会計士を募集。アジア
マーケットの受注が増えている為、中国・アジア
市場に興味があり、スタッフと柔軟なコミュニ
ケーションが取れる方を募集。

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。

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

大手物流業界が営業/アシスタントを募集！
コーディネート及び顧客管理業務全般。★関連
経験と高いコミュニケーション力をお持ちの方。

香港/新界

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～24K

PC・家電周辺機器メーカーが生産管理者を
募集！　工場の監査、新商品生産立会い、生産
工程上の不具合改善、効率化など生産調整
業務。★工場対応経験をお持ちの方歓迎。

香港/九龍

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）

応相談

大手製薬会社が２ポジション募集！　①総務
マネージャー。★財務基礎知識、管理部門の
マネージャー経験要。②マーケティング担当。
★ブランド（主にスキンケア）育成（販売促進、
広告制作）。

香港/九龍

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（食品・
日用品・アパレル）

17K～20K
インテリア業界がパーソナルアシスタントを募集！
総務（会議資料作成・オフィス備品管理）、秘書
（ディレクターのアシスタント・通訳翻訳）など。
★英語力を活かして、出張可能な方。

香港/九龍

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 香港/新界 30K

倉庫管理ポジション。顧客訪問へ営業と同行し、
お客様のニーズを探り提案をし、その内容を
倉庫スタッフに下し実行。倉庫現場でのスタッフ
管理や指導。

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/九龍 25K～30K

金融系アフィリエイト企業がセールスマネー
ジャーを募集！　ブログ・YouTube・メールマ
ガジンなどの更新と電話営業・応対、メール等
の顧客対応全般。

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

17K～20K香港/香港島

フルタイム・パートタイムOK！　日本語教師募集！
幼稚園～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
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香港

Q：香港・華南地区の日本人の転職市場の動向はいかがで
しょうか？

A：年々厳しくなっていると感じます。日系企業でも徐々に
ローカライズが進み、日本人へのニーズが希薄になっ
ている印象です。

Q：理由としてはどういったことが挙げられますか？
A：やはり雇用主からするとビザサポートが負担になって
いるかと思います。私が経験してきた東南アジアに比
べ、香港とシンガポールは取得条件が厳しく、企業側も
そこを見極めざる負えない背景があります。タイ、フィリ
ピン、インドネシアでは自動車や電子部品関連が主要
産業であり、専門的な知識の必要なエンジニアや工場
を束ねる管理能力のある人材が組織形成のポイントと
なっており、各国のビジネスが成熟しきっていない点も
それに拍車をかけ、日本人への依存が強いです。ただ、
いずれ労働力の成熟に伴い、香港やシンガポールと同
じような状況が予測されます。

Q：日本国内での転職市場は活性化していると伺いますが、
どうでしょうか？

A：確かに日本の転職マーケットは好景気だと感じます。働
き方が多様化しているのも一因ではないかと。ひと昔前
の自己犠牲を伴った結果主義の働き方から、より生産性
を意識しながら成果を上げていくような傾向が日本含
め世界的にも増えています。起業家の増加やベンチャー
企業を引っ張るリーダーが、採用から人材定着、教育に
至るまで生産性の向上に努めている結果、被雇用者を
取り巻く働き方も変わってきているのではないでしょう
か。弊社でも21時には消灯、業務の持ち帰り、休日出勤
を禁止するなど、私が率先して実践しています。

Q：今後どういった人材が海外で求められますか？
A：冒頭で日系企業もビザサポートの背景から採用につい
てはシビアな目を向けていると説明しましたが、だから
こそ1拠点に固執しないフットワークの軽い人材や、現

地法人での管理職や総経理を
務められる可能性を秘めた人
材には前向きだと考えます。そ
ういったポテンシャルを持った
人材に対しては、中途採用とし
て駐在員待遇に切り替えたりと
いったケースも珍しくありま
せん。また、初めからビザサ
ポート不要なパーマネントホル
ダーの即戦力人材への需要も
高いです。

Q：貴社へ寄せられる取引先企業からの需要を教えてくだ
さい。

A：日本人紹介依頼の案件でいうと7、8割は営業職で、そ
のほか2割がカスタマーサービスなどの事務職です。そ
の中でも、人や物に対して非常に細かな点まで対応が
求められる食品や電子部品関連の業種が多いです。い
かに人間味あふれる対応で顧客と寄り添えるか。といっ
た観点からでしょうか。

Q：貴社が人材を紹介する上で心掛けている点を教えてく
ださい。

A：ベタではありますが、Face to Faceでしょうか。お取引先
企業に対しては訪問をさせていただき、ヒアリングの
中から細かなニーズをも汲み取る。求職者に対しては、
例えSkypeを用いた面接であっても表情の読み取れる
ビデオ通話にするなど、些細な点です。キャリア（経歴）
はいくらでもシステムでマッチングできますが、そう
いった部分はあえてアナログとのバランスも大切にし
ています。

Q：総括も踏まえて読者の為になるようなアドバイスをお
願いします。

A：傾向的な話をすると、採用側の企業は求職者との最初
の面談で、リスクヘッジを意識しすぎるあまり、極端に

情報を公開しないケースが見受けられます。求職者側
の立場で見ると、一人ひとりが自身のキャリアにはとて
も敏感ですし、不安を抱えています。実際に求職者から
弊社に寄せられる相談も上記の事項が多く、いかに情
報を開示し、当事者目線でのキャリアのロードマップを
共に描けるか（魅せられるか）ということが当たり前の
ようで肝心なポイントです。

香港・中国華南地区で働く中で、少なからず頭を悩ませる人材の問題。サービス業界では人手不足が
叫ばれるほか、優秀な人材の発掘、確保、さらには育成など多岐に渡る。その半面、日本国内では30、
40代の即戦力人材への注目が集まり、好待遇のオファーもあってか、海外から日本に向けての求人発
信力は益々弱まるばかりだ。
そんな中、欧米に比べ比較的ビザが取得しやすいアジアで、逞しく成長しようと海外にチャレンジして
くる20代も少なからずいるのも確かで、今回は、グローバル化が叫ばれる昨今、香港・華南地区を含
めたアジアでの転職の実状および注目される人材とは？に焦点を当て、海外10カ国22拠点、アジアで
躍進するリクルートメント企業「Reeracoen」の上小牧（かみこまき）拓馬総経理に話を伺った。

教えて！総経理！
海外10カ国22拠点、
アジアで躍進する「Reeracoen」上小牧氏

総経理 上小牧 拓馬
2012年、日本のネオキャリアに中途入社。その後、タイでの営業を経て、フィリピン、インド
ネシアの現地法人立ち上げを経験。2017年2月に立ち上げ間もない香港に赴任し、現役職。
兵庫県神戸市出身。28歳。

REERACOEN (HK) CO., LTD. 
母体は2000年に日本で発足したネオキャリア。
REERACOENは同社の海外ブランドとして2011年に
誕生し、初の海外拠点をシンガポールに設立。その後
にタイ、インドネシア、フィリピンとアジアを中心に業
務を拡大し、現在までに10ヵ国22拠点を有する。
求人案件数はアジア最大級を誇り、2017年に香港に
て業務を開始した。

住所：Rm. 608, 6/F., Tower 2, Silvercord, 30 Canton 
Rd., TST
電話：(852)2513-5707
メール：t-kamikomaki@reeracoen.hk
ウェブ：www.reeracoen.com.hk

（リーラコーエン）

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳 香港＆広東

日本への帰任も含めて、海外引越は不安です。何から始めればいい
のでしょうか？
　「まずは早めに引越業者に連絡を取って、見積もりに来てもらうこ
とをおススメします。春の引越は年間を通じて一番忙しいシーズン
です。引越を円滑に進めるためには、作業前の打ち合わせが肝心で

す。具体的な引越日が決まっていなくても構
いませんので、辞令が出たタイミングでお早
めにご相談ください。下見のお見積りは無料
で行っております。」

見積もり前に確認することはありますか？
　「『荷物の仕分け』と『会社規定』の事前確認
をお願いしています。またご自宅にある荷物
を、1．日本へ持っていく所有物（手荷物・航空
便・船便）、2．置いていく所有物（住居備品・譲
渡・破棄）』に仕分けしておくと見積もりもス
ムーズに進みます。『会社規定』には、①船便
の容積制限（㎥、cft）、②航空便の重量制限
（kg）、③利用回数の上限が定められています
ので、こちらも確認しておくと良いでしょう。香
港駐在中に日本のご実家やトランクルームに
保管しているお荷物がありましたら、此方も
併せてご相談ください。」

当日の引越作業で何かすることはありますか？
　「すべてクロネコヤマトが対応いたします
のでご安心ください。お荷物の梱包や書類の

作成なども心配ご無用です。日本人の終日立会もありますので安心
してお任せください。」

日本に荷物が着いてからの流れについて教えてください
　「荷物が日本に着いたら、お客様と配達スケジュールの打ち合わ
せを行います。配達当日は、クロネコヤマトが家具及び家電の設置
組み立てやダンボールの開梱等を行います。」

クロネコヤマトの海外引越では、経験豊富なスタッフが日本語でアド
バイスをしてくれると聞きました。分からないことがあれば教えてもら
えるのでしょうか。
　「モチロンです！　何かと不安な海外引越ですが、引越が決まった
ら、ぜひクロネコヤマトへご相談ください。経験豊富なスタッフが『ま
かせて安心・安全』の『らくらく引越』を日本語でサポートいたします。
クロネコヤマトには 海外引越に特化した専門部隊がいますので、安
心してお任せください。引越がスムーズにいけば、日本帰国後の生
活の立ち上げもうまくいきます。」

海
外
引
越
な
ら
ク
ロ
ネ
コ
ヤ
マ
ト

春の引越シーズンがやってくる。具体的にいつかは決まっていないものの会社から辞令を
受けた。しかし、何から始めたらよいか戸惑っている方も多いのではないだろうか。そこで
編集部は、海外引越の進め方やポイントについて「クロネコヤマトの海外引越」香港支店
マネージャーの田中 恭平（たなか　きょうへい）氏にお話を伺った。

事前準備

見積もり 打ち合わせ 資材のお届け

引き取り・搬出作業

荷造り・梱包 書類作成搬出作業

配達・搬入作業

配達日時の
打ち合わせ

搬入作業 小物の荷ほどき 不要資材の
お引取り

帰国の話が出た段階でお早めにご相談ください！

香港

日本

ヤマト国際物流
クロネコヤマトの海外引越
【香港】
香港ヤマト運輸株式会社
電話：(852)2375-6268
メール：moving@yamatohk.com.hk
担当：キャシー、田中

【華南】
ヤマト国際物流株式会社
電話：(86)20-3882-4338
メール：yamato@y-logi.cn
担当：【広州】山下、張
  　　【深圳】中村、張

ビジネス（香港・広東共通）
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　数回に渡って、誌上でご質問にお答えしていきます。第2回
目は、香港の労務関連のご質問です。お問い合わせの産前産
後休暇については、2017年10月に行政長官が発表した「施政
報告」の中で取り上げられました。その後も度々メディア報道
で取り上げられ、日数増加は確定ですか？　何日になりますか？
いつから施行されますか？　というお問い合わせもいただいて
います。順を追って動向を見ていきます。

産前産後休暇（Maternity Leave）：《雇用条例》第12条
•連続10週間の産前産後休暇；
•出産日が出産予定日より遅れた場合、出産予定日の翌日から
実際の出産日までの期間；
•労働者が妊娠および出産を理由として疾病あるいは就労不
能の状態が生じた場合、最高4週間の追加の期間。
　2017年10月、行政長官は「施政報告」の中で、上記の内の連
続10週間の産前産後休暇日数増加案を提示し、今後3年程度
の時間をかけて調査・研究を行うと発表しました。2017年12月
には、労工・福利局局長がブログの中で、国際労働機関（ILO: 
International Labour Organization）が提唱する14週間を政
府初期案として産前産後休暇日数の増加について調査・研究
を進める意向であるとコメントしました。
　条例が改定・施行されるまでには、情報収集・政府官報・立
法会での第1回審議・第2回審議・第3回審議の過程を経ます。
産前産後休暇日数の増加については、まだ情報収集段階で、
これから調査・研究が始まるところです。

　また「施政報告」の中では、父親向けの育児休暇日数の増加
についても取り上げられました。

父親向け育児休暇（Paternity Leave）：《雇用条例》第15E条
•配偶者/パートナーの毎回の出産につき3日間
　2017年10月の「施政報告」では現行の3日間から5日間へ増加
させる案が提示されました。2017年12月には、労工顧問委員会
が政府案に賛成し、2018年1月にも立法会へ案を提出するとメ
ディアで報道されました。政府は2018年内の改定・施行を目指
すとしており、父親向け育児休暇の日数増加については比較的
はやく改定・施行されるのではないかと思われます。日数増加
にともない、雇用契約書や就業規則で規定している既存ルール
の内容確認、法律よりも良い条件でルール設定している場合な
どは会社方針の決定、雇用契約書・就業規則や申請フォームの
改定、労働者への説明・通知の準備など、改定施行前に社内に
おける事前準備を行っておくことをお勧めいたします。

　その他、MPF会社側積立金の解
雇補償金・長期服務金への充当廃
止案がホットトピックとして注目さ
れています。かねてより挙げられて
いた案件ですが、昨年1月から具
体的に検討されるようになり、

2017年10月の「施政報告」でも、充当廃止による中小企業へ
の影響を考慮し、政府として財政面での補助を行うことを強調
するとともに具体的な方策を発表すると言及されました。
2017年末までに具体策が発表される予定でしたが、その後の
報道で政府は発表までにはもうしばらく時間がかかるとコ
メントしています。充当廃止の方向性はほぼ確定といえそうで
すが、本件もまだ情報収集・調査・研究段階です。《MPF条例》
をはじめ、《雇用条例》の解雇補償金・長期服務金の計算方法
や上限金額といった関連条項など、今後どのように改定され
ることになるのか動向が注目されます。(2018/1/10時点)

　中小企業にとって資金調達には、基本的に
債務調達と株式調達という2つの種類がある。
　使用される資本の最も一般的な形態は負
債であり、時間の経過とともに、会社はキャッ
シュフローから利子込みの元本を返済して
いくが、事業が立ち行かなくなると、貸し手は
返済のために資産を差し押さえて清算し、不
足分はオーナーに返済を求める。貸し手が考慮するのは、企業の資産ではなく資産の
市場価値だ。彼らはリスクを避けて返済を確かなものにするために、資産価値の一部
に見合う額を貸す。借入金の金利は高くなる可能性があるが、債務を受け入れること
でオーナーは100％の所有権を維持することができる。
　株主資本を利用する場合、投資家は会社の事業の所有者となり、所有権の大きさは
投資された資本と、現在および未来の事業価値に基づいた交渉によって決まる。ビジ
ネスの評価はある種アートのようなもので、常に評価する者の主観による。調達され
た株式の最終的な比率と集められた金額は、投資家の投資に対する熱意と、投資を望
む起業家間の妥結点である。
　投資家はその投資がよいものになるかどうか評価を行うが、Bird　&　Birdのパート
ナー、Padraig　Walsh氏は、「行動を起こす際、私有の有限会社法に留意する必要があ
ります。株式の公正な配分のための価値の創造を行うには、様々な問題が起こるから
です。」と語る。
　うまくそれらを遂行するためのヒントをいくつかご紹介しよう。

1.会社の価値を知る
　企業の価値は大切だ。なぜなら、資本構成への金銭追加を求める際に、新しい資本
の「コスト」を決定する基礎となるからだ。
　特に会社のコストは、経営の中枢を担う経営陣に現れるが、その仕事の形は捉えづ

らく、経営陣を評価することは難し
い。しかし、組織のプロセスビュー、
在職期間、報酬、会社の目標、または
インサイダーによる買収および株式
買戻しなど、企業の価値を評価する
多くの方法がある。
　会社の価値を理解することは、投
資によって資金の提供を受けた時、よ
り高い評価を得て、自社のより大きな
所有権を保持することに繋がるのだ。
 
2.収益と将来に向けての予測
　財務予測は、企業が市場機会とそ
の実行性を研究する時間をとってい

ることの重要なエビデンスとなる。予測は企業会計を助け、不確実性に備える効果があ
る。またそれは投資家に、チャレンジに対する準備が整っていることを示すサインにも
なる。

3.資金調達の目的
　銀行家や潜在的な投資家は、一般的に企業の事業計画のクオリティと完遂能力を
を評価する。また中小企業が株式市場にアクセスしやすくするようプロセスが簡素化
されると、関連する規制へのコンプライアンスが必要となる。さもなくば証券発行者は
民事刑事罰に処罰されるからだ。慎重な事業主であれば、投資家や貸し手との交渉、
契約をする際に有益な法的アドバイスをプロフェッショナルに求めるだろう。詐欺行
為の可能性を排除したり、合意に至るまでの混乱や、将来の法的問題を回避する上
で、弁護士の存在は大きい。

4.関連するパートナーを探す
　エリアに根ざしたパートナーシップを
確立することは、起業家、NGO、教育と科
学の分野、市民社会の代表者など彼ら
の立場がそれぞれ異なることもあり容
易ではないが、事業の向上に有益だ。特
定のパートナーと距離を置けば、ポリ
シーの理解や承認を広げる機会を失っ
てしまう可能性がある。
　パートナーは同等の権利を持つべきであり、そうでないならそれはパートナーシッ
プの一環として合意しておくべきだ。例えば、戦略を策定するには、関連する全ての
パートナーが根本的な分析と、それらの分析から得られた全体的な目標と原則に合意
することが求められる。しかし通常は、単一のプロジェクトや措置に対する資金調達の
意思決定プロセスに全てのパートナーを含めることは不可能だ。特に資金調達や起業
やNGO活動については、利益の相反を避けるためにも、合理的かつ単一の決断が必
要となってくる。

　法律事務所Bird　＆　Birdは、戦略的な商業上の問題を把握している稀有な国際法律
事務所であり、顧客にとって有益な法律と税金の選択を支援し、商業的目標を達成す
るのをサポートする。各国の法律は非常にデリケートなものであり、クライアントに
とって有益な法律指南を提供できる弁護士の力を借りることは、ビジネスの大きな
バックアップとなるだろう。
 

人事労務のアナシスによる誌上相談会
「最新の雇用関連の条例改定動向は？」

PPWビジネス通信×アナシスVol 2

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：香港の産前産後休暇の日数が増加されると聞いたの
ですが?

　アナシス香港では、弊社発行の「雇用条例ガイドブッ
ク」の講座を毎月無料開催しています。香港の最新の条例
改定動向を含め、雇用に関連する各種条例のポイントを
解説していますので、是非ご参加ください。

「雇用条例ガイドブック」発売中
A4判・日本語
香港ご契約企業様：1冊目無料・
               2冊目以降HKD300/冊
非ご契約企業様：HKD500/冊
内容：香港の雇用条例・休日条例・労働者災害
補償条例・差別条例・強制退職積立金(MPF)
条例・個人情報保護条例・職業安全衛生条例・
最低賃金条例・台風豪雨警報時の出退勤ガイ
ドライン・雇用に関する調停・裁判の仕組み

「雇用条例ガイドブック」講座
2018年2月8日(木曜日)：16:30~18:00
講師：牧野祥子
費用：香港ご契約企業様・非ご契約企業様ともに無料です。

※お問い合わせ・書籍ご購入お申込み等はアナシス香港の牧野までご
連絡ください。(hkinfo@anaxis-asia.com)

董
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Bird & Bird International Law firm 
住所：4/F., Three Pacific Place, 1 Queen’s Rd. East
ウェブ：www.twobirds.com
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