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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。

今週の香港ピックアップ 加藤泉 個展
 Perrotin・香港

～3月17日

香港理工大學賽馬會綜藝館
Jockey Club Auditorium, 
The Hong Kong Polytechnic University
19:15
(852)6760-8466
www.konokaihk.com/event03032018-jp
HKD680、HKD480、HKD380、HKD280

不思議な存在感と魅力を放つ加藤泉の作品
　パリとニューヨークの後、香港で2回目の加藤泉氏の展覧会が行われる。前回は4年

前、その間、彼は近隣に様々な花崗岩が存在する環境にスタジオを設立し、創作の新た

なインスピレーションを得た。今回の展覧会は新しい素材での創作を試みた2年間に渡

る創作活動の集大成。今回のテーマは「無題」の彫刻、最適な形状とパターンの花崗岩

を選択し、彫り刻まずにそのまま顔料を加えている。前の作品とは異なり、今回は材料そ

の物の自然の形を用い作品を生み出した。それらはファウンド・オブジェを再現するだ

けではなく、日本式の美学も含まれている。それは加藤泉の創作の特色でもある。アジア

でも高い関心が寄せられている加藤泉氏の個展、ぜひお見逃しなく！

週末はアフタヌーンティー・ビュッフェを楽しもう！
　このビュッフェで頂けるお茶と食材は日本からの上等の粉末緑茶で

作られている。抹茶は日本特有のお茶であり、抗酸化物質、繊維、クロロ

フィルも含まれ、健康効果も高い

ことでも知られている。週末の

ビュッフェは抹茶や緑茶で健康

的で美味しい素敵な時間を楽し

もう！

アフタヌーンティー・ビュッフェ
抹茶と緑茶

～４月15日

モスクワ国立劇場
「Shukshin's Stories」

2月24日～25日

ワシーリー・シュクシンの物語
　ロシアの俳優、作家であったワシーリー・シュクシン。この鮮やかで心

温まる作品は、ロシアの有名なゴールデンマスクフェスティバルで優勝

を飾ったもので、ヨーロッパの多くの人々に賞賛された。2008年の初演

以来、国際的な劇場で上演されている。

Hong Kong City Hall Theatre
20:00～22:00
www.urbtix.hk/internet/en_US/eventDetail/33730
HKD340、HKD240、HKD160
年齢制限：6歳以上

Nature Theatre of Oklahoma & EnKnapGroup
「Pursuit of Happiness」

3月14日～16日

6人のキャラクターが幸せを求める
　ニューヨークの劇団Nature Theatre of Oklahomaは、その年にニュー

ヨークで上演された優れた舞台に与えられる賞であるオビー賞を受賞

した実力派の劇団。この公

演では多国籍ダンスグルー

プのEnKnapGroupとタッグ

を組んで西洋劇に挑戦す

る。心を揺さぶるパフォー

マンスを見逃すな！

新春特別日本舞踊公演
～日本伝統の美～

3月3日

香港で本格的な日本伝統の美を堪能する
　昨年、日本秋祭公認イベントとして10回目公演を披露した香の会。記

念すべき節目に、衣裳、鬘師、顔師を招聘し、可能な限り日本の舞台を再

現する。京都からの特別出演、若柳流四

世家元若柳壽延氏の壮観な舞、香港初

の名取披露もどうぞお楽しみ下さい。

Exhibition Performance

PerformancePerformance

HKAPA Drama Theatre
2月24日19:00
2月25日14:30
HKD480、HKD340、HKD200
年齢制限：6歳以上

Essence, Novotel Hotels & resorts, 51 Man Tung Rd., Tung Chung
14:45～17:00
(852)3602-8808
www.novotelcitygate.com/offers/
matcha-green-tea-weekend-afternoon-tea-buffet
土日 HKD148、祝日 HKD168

Perrotin, 17/F., 50 Connaught Rd. Central, Central
11:00～19:00
www.perrotin.com
無料

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

  久石譲のコンサートチケット10分で完売し25万円で転売
　宮崎駿監督作品（ジブリ）の音楽を数多く作曲している「久石譲」の香
港コンサート「Joe Hisaishi in Concert Hong Kong 2018」が5月4日～6日
に開催されますが、昨日の公式販売サイトでのチケット販売開始からわ
ずか10分で6,000枚のチケットが完売。その後、すぐに非公式のウェブサ
イト上で転売されており、1枚の最高額が18,000香港ドル（約252,000円）
となっていると報道されています。
　今回のコンサートチケットの価格は本来480～1,080香港ドル（約
6,720円～15,120円）ですが、香港メディアの記者によると昨日の午後
インターネット上ですでに5,000～6,000香港ドル（約70,000円～84,000
円）で転売されており、その後も価格が上がり18,000香港ドル（約
252,000円）になっているのが確認されたそうです。

　今回のコンサートで久石譲の音楽を演奏する香港フィルハーモニー・オーケストラは「正式な販売
機構は香港フィルだけなので、非公式の転売屋に惑わされないように。」と発表しています。一方、香
港弁護士の陸偉雄氏は「転売は違法である可能性が高いが、（利益目的の）転売かどうかを証明する
ことは難しいため、実際にこの状況をコントロールするのは難しいだろう。」とコメントしています。
　「風の谷のナウシカ」、「となりのトトロ」、「もののけ姫」など人気映画の音楽を数多く手がける久石
譲さんは香港でも非常に知名度が高く、香港イベントウェブサイト「timable」では久石譲さんのコン
サート紹介欄に「この音楽とともに育った香港人も少なくない」と掲載するほど。幅広い層の香港人が
コンサートを鑑賞できる機会が転売により失われているとすると非常に悲しいものです。

  2年振りとなる霜凍警告　少しずつ気温上昇
　香港で2年振りとなる霜凍警告（霜発生に注意を促す警報）が2月3日（土）、4日（日）、5日（月）と3日
連続して新界エリアで発令されました。3週間前から冬の季節風の影響で気温が10度前後の寒く乾燥
した日が続いている香港ですが、2月8日（木）には
最高気温が17度となり、その後少しずつ暖かくな
ると香港天文台は予測しました。
　香港では霜の発生は珍しいため、霜凍警告が
前回発生した2016年2月7日には霜を見るため香
港最高峰の山である大帽山を登る市民が多く見
られましたが、約100名が遭難し大規模な救助活
動がおこなわれる騒ぎとなりました。今回も大帽

山を登る市民が現れたとのことですが、気温が1.4度まで下がったにも関わらず霜は発生しなかった
ようです。一方、上水（ションソイ）の農村部では実際に霜の発生が確認されたとのこと。
　また、香港天文台は、台湾付近で2月4日（日）に発生したマグニチュード6の地震の影響で、香港で
も数名が数秒の揺れを感じたと通報があったことを発表しています。香港では地震がほとんどないと
考えられているため、少しの揺れでも騒ぎとなることがあります。
　まだ数日は冷え込みますので、体調管理には十分ご注意ください。2月16日（金）から19日（月）の旧
正月連休にはさらに暖かい気候が訪れると期待されているようです。

  中国銀行（香港）がATMに指静脈認証を導入
　香港の大手銀行である中国銀行（香港）が、指静脈認証でATMの本人
認証を行うサービスを開始しました。パスワードの代わりに指静脈認証
を使用することにより、現金引き出し等のATMサービスが利用可能とな
ります。指静脈認証付きのATMはすでに香港各地に160台設置済みであ
り、最終的に400台導入すると発表されています。
　指静脈認証とは、近赤外線LEDを用いて身体内部の指静脈パターンを
読み取る生体認証方式であり、指紋認証や顔認証よりもさらに偽造が困
難で高度なセキュリティが実現されるとのこと。日本の銀行では徐々に導
入が進んでいますが、香港の銀行に導入されるのは初めてだそうです。
　中国銀行（香港）によると、すでに約1万人の利用者が各支店のカウン
ターで指静脈認証の利用登録を終えており、今後さらに利用者が増えることを期待しているとのこと
ですが、従来のパスワードによる利用方法を選択することも可能とのことです。
　指静脈認証を利用すれば、安全性が高まるほか、パスワードを忘れてしまい利用できなくなるとい
うトラブルの回避にもなりそうです。香港の他の金融機関で今後同様の技術が導入されていくのかに
も注目です。

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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　MTR大埔墟（タイポーマーケット）
駅よりバスで約20分。放馬莆（フォン・
マー・ポー）で下車すると大きな樹
「許願樹」が出迎えてくれる。かつて
は、願い事を書いた紙をミカンに結
びつけて、樹に向かって投げ、樹の高いところに届けば届く
ほど願いが叶うと信じられていた。後に人気スポットになり、
沢山の観光客や香港人が訪れて樹にミカンを投げたため、
枝が重みに耐え切れなくなり折れてしまい、現在は樹もミ
カンもプラスチックになっている。願い事を書く札を購入し

て、お願いごとをして
からプラスチックのミ
カンと札を樹に投げる
方法に変わっている。
　入り口付近にある2
代目の樹と村門を
進んで行くと、初代の
樹も見ることができ
る。枝が折れないよう
にワイヤーで固定さ
れているが、風水を強
く信じている香港人に
とってのパワースポッ

ト。きっとここには”
強い何か！”がある
に違いない。
　2月16日～3月4
日の期間中、林村
許願広場にて香港
許願節(Hong Kong 
W e l l - W i s h i n g 
Festival)を開催しているので、是非訪問して香港の旧正月に
触れてみよう！

住所：Lam Tsuen, Tai Po, NT
電話：(852)2638-8026
ウェブ：lamtsuen.com
フェイスブック：香港許願節 Hong Kong Well-Wishing Festival
アクセス：「MTR大埔墟(Tai Po Market)」駅より64K系統又は64P系

統バスに乗車、「放馬莆(Fong Ma Po)」下車してスグ。
※タクシー・ミニバスも有 

旧正月の願い事はココで決まり？！

許 願 樹
Lam Tsuen Wishing Trees

　香港の億万長者、
李嘉誠が出資し、新
界・大埔（タイポー）の
洞梓に築かれた「慈
山寺」は4万㎡以上と
いう広大な敷地を誇
り、開かれてから3年
未満という知る人ぞ
知るパワースポット。

本来は仏教布教のための大型の寺なので、見学するために
は公式サイトで事前申し込みが必要。観光客などが押し寄せ
ることがないので、宗教スポット独特の侘びと静寂を味わう
ことができる。
　周囲の環境と融合するように、そして修行者や訪問客が集
中できるように、建造物の高さを抑えながら主に温もりのあ
る木の風合いを活かした作りは、中国唐朝時代の寺院をモ
デルとしているので、その場にいるだけで心まで癒されそう
だ。寺院の裏手に高く聳えている観音像は必見。76メートル
という高さは世界有数。

　ガイド付きの見学は基本的に広東語で行われるが、中英
パンフレットを手に広い敷地内をゆっくり散策しながら自
然に接し、平和で美しい建物の数々を巡れば、心も身体もリ
フレッシュでき、癒しの効果を体感できるに違いない。さら
に、都会の喧騒から離れた緑豊かな環境、敷地周辺には約
60種類以上の野鳥が生息していると言う。緑に囲まれたパ
ワースポットで自然の力をいっぱい吸収して今年も元気に
過ごしましょう！

慈 山 寺
Tsz Shan Monastery

緑に恵まれたパワースポット

旧正月、
ちょこっと

住所：88 Universal Gate Rd., Tai Po
時間：9:30～17:00
電話：(852)2123-8666
ウェブ：www.tszshan.org

※見学には事前予約が必要となります
アクセス：「MTR大埔墟(Tai Po Market)」駅より75K系統バスに乗

車、「䃟頭角(San Tau Kok)」下車、洞梓路(Tong Tsz Road)
沿いに徒歩10分、普門路(Universal Gate Road)へ右折
して徒歩10分。
※タクシー・ミニバスも有 

香港・広州での
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　旧正月の楽しみは黄
大仙へ参拝しておみく
じを引くこと。黄大仙は
香港の数ある道教寺
院の中でも最も有名な
「願い事が叶う（有求必
応）」「効き目がある（霊
験）」として、多くの香港人が春節期間に参
拝に訪れる。そして願いが叶うとお礼にお
供え物を捧げに再度参拝する。
　本殿の前でお祈りおみくじを引く前と本
殿の前で線香をあげて3礼し、心の中で自
分の氏名、年齢、生年月日、住所、願い事を
伝える。次に竹の棒が入った筒を借りよ
う。本殿から向って左側に筒を借りることができる。この筒の
横に占いの結果がメモできるように紙とペンが置いてある

ので忘れっぽい人は
借りておこう。次は場
所取り。膝置きがで
きる場所を確保す
る。そしてお告げを
受けたい内容を心の
中で祈りながら、筒

から1本だけ落ちるように
振る。すると不思議なことに
1本だけ飛び出しポロっと
床に落ちる。これがお告げ
の結果だ。紙とペンを借り
た人はメモをしておこう。終
わったら他の人の邪魔にな
らないように筒と借りた
ペンを返却する。次に右側
の階段を下りて、占い師の
お店がずらりと並んでいる
建物に入って、この結果を
占ってもらうことができる。
　日本語が通じる占い師もいるので、語学に不安な方は日
本語の占い師を訪ねてみよう。結果を信じるか信じないかは
あなた次第？！

黄 大 仙 廟
Wong Tai Sin

旧正月の定番、三度は参拝したい！

住所：2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon
電話：(852)92327-8141
アクセス：「MTR黄大仙(Wong Tai Sin)」駅よりB出口を出て徒歩3分 

　広州市内で街の喧騒をは
なれて気分をリフレッシュし
たい、そんなときに手軽に出
かけられる「白雲山」。広州市
中心北西部に位置する国家
4A級観光地だ。主峰「摩星嶺」
の海抜は382メートル。市内にあるという立地の良さから広
州の地元市民にも人気で、朝早くからハイキングを楽む人
たちで賑わう。
　白雲山は景勝地として古くから知られている。晋朝時代に
「心地よい景色」と評され、唐の時代には有名な景勝地として

すっかり定着してい
た。宋の時代以来
「羊城八景」として白
雲山の景色が選ば
れている。多くの歴
史人物や近代各界
の著名人もこの山に
訪れ、観光を楽しん

でいる。白雲山は「明珠楼観光区」「彫像広場」「雲溪生態公
園」などの7つのエリアに分けられる。目指すエリアによって
アクセスは異なる。中でも手軽にハイキングできることで人
気なのは「明珠楼観光区」。観光客というよりも地元の人たち
に親しまれるエリアだ。地下鉄3号線「同和」から歩いて30分
ほどで麓に到着。山登りというよりは森林の中をハイキング
という感じで、ゆっくり登れば体力に自信がない人でも全く
問題のない程度。しばらく進むと、黄婆洞ダムにたどり着く。
湖畔にある野外レストランで、湖面を眺めながら簡単な飲茶
を味わうのも良い。「明珠女」という彫像の近くには野外卓球
場があり、ひと汗流してから、更に進むと小高い山の上から
広州市街を見渡すことができる。
　旧正月で食べ過ぎた方かな？　と思う方、例年とは違う形で
旧正月を過ごしたい方にもぜひお勧め！

旧正月、
ちょこっと散歩♫

アクセス：地下鉄3号線「同和」駅下車、徒歩にて麓まで。（「同和」
登り口が分からない場合は、地下鉄3号線「京渓南方医
院」、路線バス179番241番で「白雲索道」下車、歩いて
「白雲山南門」からの方が分かりやすい。白雲山にはほ
かにもいくつかアクセス方法がある。詳しくはウェブを
参照）

ウェブ：www.baiyunshan.com.cn/publicfiles//business/htmlfiles/
bysrwb/index.html

白 雲 山
Bai Yun Mountain

旧正月に一息入れたい広州、憩いの場

香港・広州での



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

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）

日系電子部品製造業がセールスエグゼクティブ
を募集。日系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。電子業界で営業経験のある
方。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

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。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K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
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

外資系オンライン化粧品販売会社がカントリー
マーケティングエグゼクティブを募集。オンラ
インマーケティングによる日本市場での販売
推進。ソーシャルメディアキャンペーンの実施と
分析。オンラインマーケティング経験のある方。

RGF 香港香港/香港島 22K～25K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

日本食品卸販売会社が営業・調達アシスタント
を募集。販売促進業務のサポート（フードフェア
参加、サプライヤー訪問など）市場に即した新製品
の調達など。2～4年以上の日本食品の販売
または調達経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 17K～19K

【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

外資系オンラインゲーム会社がオンライン
ゲームのカスタマ－サポート及びバックオフィス
業務担当者を募集。顧客のフォローアップ、記事
のライティング及び翻訳業務など。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

日系製造企業が会計を募集。経理業務全般。
会計事務所との連絡、システム入力、本社への
報告など。会計業務経験のない方も業務引継ぎ
過程でできるようになる方であれば可。5～6年
以上勤続可能な方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 20K～25K営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー）

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。

外資系オンラインゲーム会社がオンラインゲーム
のウェブディレクターを募集。ポータルサイトの
運営、宣伝、各サービス会社とのタイアップ
企画等。Webの知識、アフィリエイトサイトの
運営経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～35K営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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

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。

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



香港＆広東

香港＆広東

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

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担当。英語または広東語
必須。ICT業界経験2年以上。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K～30K
ビジネスコンサルティング会社が秘書業務を
募集。4年以上の秘書経験及びビジネス英語
必須。対人能力に優れた方。ファイナンス・会計
学位保持者優遇。

Pasona Asia
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
医療関連

香港/香港島 14K～18K
医療機関での受付を募集。2年以上の同業界で
の経験もしくは受付の経験者。英語･北京語・
広東語必須。カスタマーサービス及びコミュニ
ケーション力のある方好む。

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
マネージャー補佐を募集。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。

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サービス系/外食・フード 香港/香港島 30K～35K高級焼肉レストラン（新規オープン予定）/焼肉
ヘッドシェフ・焼肉経験2～4年以上。

香港WORKS営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 500万円～

600万円

海外調達担当：中国・ASEANの包装材業者か
ら包装材の仕入・調達・購買担当。英語または
中国語必須。

日本

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日本語ネイティブで英語などが堪能な方。10年
以上の営業経験（電子分野での経験者歓迎）。
香港での管理職経験。

香港/新界

パーソル香港
（旧インテリジェンス

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。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

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 経験や能力に
より応交渉

資産運用企業が①営業②プライベートバンカー
を募集！１．ビジネス対応の翻訳・問い合わせ
処理、会議通訳など。２．日系顧客へのプライ
ベートバンキング。★語学に長けた方、日本から
の応募も歓迎！

パーソル香港
（旧インテリジェンス

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、金融
出身者歓迎。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 応相談

自社募集！パーソル香港で事務サポートを
していただけるパートタイムを募集。★シフト
応相談（短い時間でも毎日来てくださる方歓迎）。
英語・PC使える方→一度履歴書をお送りくだ
さい。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/九龍 経験や能力に

より応交渉

外資系ビジネスコンサル企業が営業・マーケ
ティングを募集！　顧客の要望を正確に把握し、
サービスの改善及びマーケティング、市場調査、
分析結果の報告書作成など。★3年以上の営業/
マーケティング経験者。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 24K～30K

日系メイン、初年は既存客の掘り起こしから、
徐々に新規にも営業。割合[内勤7割、3割日帰り
営業(深圳・東莞・香港中心)]。★半導体・電子
部品経験者優先、次に営業経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

23K～28K
（経験や能力
により応交渉）

日系商社が人事総務ポジションを募集！　駐在
員のサポート業務全般（日本本社への報告書
の作成、数字の取りまとめ、基本的な経理業務
の補佐など）★3年以上の総務・秘書・営業事
務等の経験のある方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（化粧品・医薬品）

15K～19K
（経験や能力に
より応交渉）

医薬品販売企業が商品管理を募集！　新規取り
扱い商品の社内システムへの登録、情報変更
時の社内システムデータの更新、商品情報・
在庫の管理など。★事務経験者で基本的な
エクセル操作が出来る方。

香港/新界

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

15.5K～

電子・電気機器業界がマーチャンダイザーアシ
スタントを募集！ベンダーにPOを発行し、部品
の納期を管理、それに伴う事務処理、香港人
スタッフとの連携など。★同様の職種経験の
ある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

経験や能力
により応交渉

スキンケア化粧品会社がウェブマーケティング
ポジションを募集！　雑誌紙面を中心に、Web
広告などの企画実行。東京またはアメリカでの
1～2週間程の研修有り。★Web/マーケ
ティングの実務経験をお持ちの方。

香港/新界
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　1月19日(金)、孟意堂（まんいどう）の彦坂久美子
先生による「2018年風水特別講座」が香港和僑会に
て開催、約30名の香港和僑会員・非会員が参加し
た。彦坂先生による風水の観点から、今年の1年を
占うトレンドや業界動向、金融マーケットなど様々
なアドバイスに対して、参加者は積極的に耳を傾け
たり、メモを取ったりする人が多く、大変有意義な講
座となった。
　風水では火・水・木・金・土が五行。2018年は火エ
ネルギーが強く、金エネルギーが弱い年。火の業界
とはテクノロジー・IT・エンターテーメントなど、金の
業界とは金融・保険・自動車などをいう。風水では、
火の業界（火エネルギー）が好調、金の業界（金エネ
ルギー）があまり良くない一年となる。彦坂先生は
「（あまり良くない業界も）どうしたら良くなるのか」
とアドバイスを交えて、「例えば、金融業界は教育に
絡めたワークショップなどを開催、バス業界はエン
ターテーメントを盛り込んだイベントを開催すると
良い」と述べた。良い業界の要素を取り入れること
が大切だということだ。
　参加者からは「2018年は良くないと言われた○
○業界にいるのですが、どうしたらよいでしょう
か？」と質問が飛び交い、彦坂先生が丁寧に回答し

ていく。取材を通じて、「風水とは、より良い生活を目
指すサポートをしてくれるもの」だと感じた。セミ
ナー終了後、彦坂先生の周りには、個人的に鑑定を
依頼したいという人で溢れていた。
　どんな年であっても、ポジティブ要素を伸ばし、ネ
ガティブ要素をどう味方につけるか。その視点を
もって歩めば、充実したものになるに違いない。最
後に彦坂先生は、「今年一番重要なのは『冷静でい
ること』が大切」と述べた。みなさまにとって、素晴ら
しい一年となりますように。

風水で読み解く、2018年！
孟意堂・彦坂久美子先生による
風水特別講座 香

港
和
僑
会
に
て
開
催

香港和僑会
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 
　　  5-15 Hankow Rd., TST
電話：(852)2730-1055
メール：jimu@wa-kyo.org
ウェブ：www.wa-kyo.org
フェイスブック：香港和僑会

香港和僑会は海外で組織のリーダーを目指す人達の交
流を促進し、成功を応援するNPO法人。毎月開催の定例
会、業種別の分科会、起業＆経営相談会、商談会や展示会
のアレンジ、貸会議室など様々なサービスを提供してい
る。今後のイベント情報はメルマガで無料配信している
ので、経営者や起業家に限らず、駐在員や学生の方も上
記HPから気軽に問い合わせをしてみると良い。

ビジネス（香港・広東共通）
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