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今週の香港ピックアップ AISHONANZUKA
空山基個展

～3月3日

HKAPA, 1 Gloucester Rd., Wan Chai
www.hk.artsfestival.org
HKD360、HKD280、HKD200
(6歳以下入場不可)

「Sexy Robot」で知られる世界的アーティスト
　AISHONANZUKAは伝説のイラストレーター、空山基氏の個展を開催する。女性をロ

ボットやエロティシズムというイメージで追及した彼の作品は国内外から高い評価を得

ている。1978年に「Sexy Robot」と名づけられた作品シリーズは、官能的な金属の質感と

反射光の巧みな描写によって世界中の人々に衝撃を与えた。彼がデザインしたソニー

「アイボ」はスミソニアン博物館のパーマネントコレクションに収蔵されている。また、

ロックバンドAerosmithともアルバムのカバーでコラボレーションして話題となった。彼

はエアブラシ技法のゴッドファーザーという異名を持ち、世界中のアーティストから尊敬

を集めている。この展覧会では彼の厳選された素晴らしい作品を展示している。ぜひこ

のチャンスに天才の魅力を堪能しに行こう！

2018年ジェイ・チョウツアー in香港
　ジェイ・チョウの音楽は、台湾、中国、香港、シンガポール、マレーシア、

アメリカ、オーストラリア、等の地域に高い評価を得て、デビュー以来

3,000万枚以上のアルバムを売り出し

た。彼は他のアーティストに曲を提供

するなどして、音楽業界で数々の賞を

得た。

コンサート
AXA主催 Jay Chou The Invincible Concert Tour 2

3月15日～19日

ファンミーティング
田口淳之介

3月4日

ソロでの活躍！ 新たなステージに期待！
　元KAT-TUNの田口淳之介が脱退後、香港で初めてのファンミーティン

グを行う。2015年11月に生放送で、KAT-TUNの脱退とジャニーズ事務所

を辞めることを発表し、ファンを驚かせた。

2016年9月にソロ活動を開始。自身の公式サ

イトとファンクラブを設立し、シングル「Hero」

でソロデビューも果たした。

Hong Kong Disneyland
www.hongkongdisneyland.com/events/chinese-new-year

Chinese New Year celebrations 
香港ディズニーランド

～3月4日

香港ディズニーランドで春節を一緒に祝おう！
　香港ディズニーではこの時期にだけ見られる春節の雰囲気が満載。

またこの時期だけの春節デザインのグッズや限定の福袋販売も！ミッ

キーとディズニーの

仲間たちも春節を

祝うゲストと共にパ

フォーマンス。香港

の旧正月の雰囲気

を存分に体験できる

ショーも開催！

香港アートフェスティバル
広東オペラ「Pavilion of a Hundred Flowers」

3月2日～4日

伝統的なオペラを観に行こう！
　香港アートフェスティバルは2018年のプロジェクトで、ディレクターの

フレデリック・マオと協力し、脚本、舞台デザイン、音楽、衣装、照明、そし

てリハーサルに至る

までを一新し、より

良い広東オペラの作

成を目指した。広東

オペラの伝統的な芸

術を観に行こう！

Exhibition Performance

Hong Kong Coliseum, 
9 Cheong Wan Rd., Hung Hom
(852)3150-6405
www.hkticketing.com
HKD1,180、HKD780、HKD480

Music Zone, Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, 
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
20:00～22:00
(852)2111-5333
www.cityline.com
HKD690、HKD490

Shop C, G/F., Mee Lun House, 2-4 Mee Lun St., Central 
www.aishonanzuka.com
無料

香港ピックアップ
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香港＆広東

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  不吉な数字「4」やラッキナンバー「8」で始まる電話番号解禁
　香港政府の通信事務管理局が「4」「7」「8」から始まる新たな
携帯電話番号1060万個の割り当てを今月より開始すると発表し
ました。「死」と発音が似ていて不吉な数字とされる「4」、男性器
を表すスラングと発音が似ていて人気のない「7」、お金が儲か
る「発」と発音が似ていてラッキナンバーとされる「8」となってお
り、通信事業者や市民から様々な声が上がっています。
　今回の新規番号割り当ては、香港の携帯電話番号が早ければ
2018年中に枯渇するとの予想に基づいて決定されています。香
港は世界の中でも携帯電話の普及率が高い地域であり「人口
730万人に対して1820万個の携帯電話契約者がいる」と2017年
9月時点で確認されており、今後も需要が拡大するとの見通しが
ありました。

　今回の発表を受けた通信事業者からは「香港では4を含む階が存在しない建物があるのと同様、4
で始まる携帯電話番号の販売は困難」、「7で始まる番号は、ポケベルの番号としてすでに普及してい
たため反対はしない」などの反応があるようです。一方、香港市民の中には「最近はそこまで迷信深い
人は減っている」とコメントしている人もいました。
　これまで香港では携帯電話番号は「5」「6」「9」、固定電話番号は「2」と「3」、キャリア向けには「1」か
ら始まる番号が割り当てられていました。携帯電話番号を一桁増やして、9桁にするべきとの意見も
あったようですが、ネットワークやデータベースのアップグレードに膨大なコストがかかり社会的混乱
も生じるとの理由で見送られているとのこと。他には、ポケベルに割り当てる予定だった番号を2021
年に携帯電話に割り当てるとの対応も検討されており、それが実現すれば2029年までは十分な番号
数が確保できると予想されているようです。

  18歳未満にお酒を販売すると罰金5万香港ドルに
　「18歳未満にお酒を販売した店舗に罰金最大50,000香港ドル（約70万円）を科す」という改正法案
が香港議会を通過し、6ヶ月後に施行予定であると報道がありました。香港では飲酒は18歳からと定
められていますが、18歳未満がコンビニ、スーパーマーケットやオンラインショップなどでお酒を購
入することは禁止されていません。
　18歳未満の飲酒増加は以前から問題視されており、香港政府の保安局禁毒處が実施した2014/2015
年度版の実態調査では、常習飲酒者のうち21.9％が「10歳以下で飲酒を始めた」という結果があり、衞

生署が2016年に1,630名を対象として実施した調査では43.1％が
「初めてアルコールを飲んだ年齢は18歳未満」と回答をしました。
　また、香港メディアSCMPの2017年のニュースによると、セブン
イレブンなどの大手チェーンは、自主的に18歳未満へのお酒の販
売を拒否すべきだという方針を発表したにも関わらず、実際に年
齢確認がおこなわれることはほとんどなかったようです。
　香港政府の食物及衞生局局長は「アルコール乱用関連の病院
患者のうち50～70％は未成年の頃から飲酒を始めている。未成
年の健康を守るための案である。」と発言しましたが、今回の改
正法案には反対意見も多かったようです。民主建港協進連盟は
「未成年へのアルコール販売は目立っていないので法改正は不
要。家宅捜索を可能にしてドラッグの使用などの取締りを強化す
べきだ。」という意見を出しました。
　改正法案が施行されれば、親が子供にお酒のおつかいを頼むことはできなくなります。

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

日系化学品企業が品質管理を募集。中国東莞
及び広州の工場における品質管理業務全般と
報告書作成。品質管理業務経験のある方。やる
気をもって前向きに業務を行える方。

RGF 香港東莞 RMB
18～23K

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

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）

有名化粧品商社がカスタマーサービスオフィ
サーを募集。クレーム処理や顧客からの問い
合わせ対応。配送管理、支払処理、返品・再送・
在庫管理。ビジネス関連分野を専攻した方。
英語もしくは北京語日常会話レベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

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

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

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
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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 応相談

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）

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 18K～20K
ITシステム開発企業がカスタマーサービスを
募集。主にＷＥＢシステムに関する問い合わせ
の対応。★英語日常会話レベル、ビザサポート
あり。

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 20K～40K
証券会社が社長秘書を募集！　スケジュール
管理、出張手配、電話対応など。★秘書経験最低
3年、特に金融企業において経験された方歓迎。
北京語が話せる方尚可。

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）

営業・コンサルタント/
コンサルタント 香港/九龍 応相談

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）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～25K

電子材料販売商社が営業ポジションを募集！！
既存顧客のフォローアップ業務を担当。★営業
経験2～3年以上必須、工場とのやり取りに
最低使用できる程度の北京語力。

香港/九龍

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） 14K～15K

電気コネクタの製造、販売企業が営業職を
募集！！　週に２～３回の中国出張、日系、中国系
の既存顧客フォローアップ及び新規開拓業
務。★北京語を活かしたい方。

香港/九龍

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） 20K

機械部品、医療機器製造企業が営業職を募集！
取り扱い製品拡大のため、採用者の得意製品
の営業を担当。★商社の営業経験者大歓迎。

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）

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）

経営・店舗管理・
現場責任者/物流・倉庫 25K～40K

管理マネージャー募集！　総務人事業務全般、
管理系のマネジメント業務、日本本社と香港
拠点の間のやりとり。★5年以上の管理系職種
の経験者（総務・人事・秘書等）。

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）

応相談

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

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）

商品管理ポジションを募集！　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

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RMB～30K
生産管理部長。玩具、日用品製造における
OEM工場全般の生産管理＋品質管理。★生産
管理の実務経験（玩具業界なら尚可）。北京語・
英語：準ビジネスレベル以上。日本本社採用！

深圳

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

品質部門統括。車のプラスチック製品製造にか
かわる品質部門の統括。将来的には製造部門す
べての管轄を担当。★自動車部品経験者（成型
加工の製造、品証、技術などの現場経験者）。
ブロー成型経験者歓迎。北京語：できれば尚可。

東莞

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K

商品開発。小物家電製品の開発業務全般。
想像力を働かせ、新しい商品のクリエイト。
★機械系のバックグランドをお持ちの方。北京語：
日常会話レベル。

東莞

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

RMB15K～
（応相談）

会社システム（会計、販売、生産管理のERP）の
構築・導入・保守を行う会社に営業。★営業
経験者または、中国での就業経験をお持ちの
方歓迎。

広州

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・購買/
建設・建築・内装・住宅関連

RMB25
～38K

設備エンジニアとして工場建設に伴なう設備
工事施工管理などの実施 、協力業者への工程
調整、施工管理調整、お客様との打ち合わせと
対応。★設備工事一式（電気、空調、衛生工事）
の現場施工管理経験者歓迎。

広州
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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

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

資格・経験
により応相談

会計・コンサルティングサービスを提供する
企業での求人。顧客ニーズを把握した上で社内
専門家と協力して解決策を提案・実行。英語・
北京語・広東語いずれかビジネスレベル必須。
未経験でも意欲のある方歓迎。

香港/香港島

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/
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、時間厳守でお仕事を遂行
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 28K～30K

外資系企業の日本市場向けオンラインゲーム
のアドミン及び経理アシスタントを募集。アド
ミンや支払い業務担当。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 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。

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営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 応相談

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。ビジネスレベル英語・北京語
必須。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 25K～30K

日系大手物流会社で日系顧客を中心とした
香港・華南での営業と新規開拓に加え、アジア
新興国の新規事業立ち上げを任されるダイナ
ミックな仕事。業界問わず提案型営業経験の
ある方、英語ビジネスレベル必須。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 20K～33K
韓国のぬいぐるみを扱う会社がマーチャンダ
イザーを募集。日系顧客対応。商品知識や営業
経験求む。英語ビジネスレベル。北京語･広東語
できれば尚可。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 26K

機内雑誌の発行及び機内販売品を取り扱うローカル
会社がアカウントマネージャー（日本）を募集。納期
調整（発注業務から納品までのフォロー）やシッピン
グ手配等。日本市場及び小売店やブランドに精通して
る方。英語ビジネスレベル必須。日本への出張有り。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 20K前後

日系大手物流会社でのジャパンデスク担当を
募集。日系顧客と現地とのコーディネーション
業務等。英語ビジネスレベル必須。北京語・広東語
日常会話レベルがあれば尚可。業界経験不問。
但し、カスタマーサービス等の経験者を優遇。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/九龍 20K～25K
日系電子部品商社（半導体）が営業職を募集。
既存顧客のフォローアップ中心・中国華南地区
へ出張あり。営業経験・英語・北京語必須。

Pasona Asia

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

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。

香港/九龍

Pasona Asia営業・販売系/商社 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中。
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。

香港/新界

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

RMB
26K～30K
(応相談)

音響機器製造販売会社で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者
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。

東莞

AOBA専門職/
プロジェクトマネージャー 香港 応相談

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
提案・実行。英語ビジネス。会計税務法務業務
経験者、日本国公認会計士、又は税理士免許保
持者歓迎。

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB28K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネス、英語読み書き以上。

08 Pocket Page Weekly 23 February 2018 No. 632
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港

香港

深圳

　今回のコラムでは、今月2月1日より、外国籍華人の中
国滞在ビザ政策が緩和されましたので、それについて
皆様と情報共有をさせていただきます。今月から、一代
目の外国籍華人（もともと中国国籍であり、現在外国籍
となっている華人）は5年のマルチビザを取得できるこ
ととなりました。
　もしお知り合いに、元中国人で日本に帰化された華
人の方などがいらっしゃいましたら、ぜひ、この情報を
共有いただければとおもいます。

一、法的根拠
　中華人民共和国公安部は、2018年1月22日に次の内
容の公告を発しました。
　中華人民共和国公安部公告（2018年2月1日施行）
　第六条（外国籍華人にビザ、居住の便利を提供する）
　中国に入境し、親族訪問、ビジネス上の打ち合わせ、
科学教育・文化・衛生交流活動及び私的事務を行う外
国籍の華人に対して、公安出入境管理機構は規定に従
い有効期間5年以内のマルチビザを発給することがで
きる。現地で、仕事、学習、親族訪問及び私的な事務の
ために長期の滞在をしなければならない外国籍の華
人に対しても有効期間5年以内のマルチビザを発給す
ることができる。

二、出入境管理局でのヒアリング
　前述の公告における外国籍華人に対するビザの緩

和政策が実際に実施されたかどうかについて、早速、深
圳市の出入境管理局に赴きヒアリングをしました。窓
口の担当者によりますと、外国籍華人の５年マルチビ
ザについて、具体的な実施細則はまだ通達されていな
いものの、次の要件を満たせば、窓口で申請できるとい
うことです。
☆要件（第一代外国籍華人であること）
　申請人本人は、かつて中国国籍を有しており、後に外
国籍となった華人に限られるということです。つまり、両
親が中国国籍であった二代目の華人（中国国籍を取得
したことがない華人）は対象ではないということです。
☆申請書類
　前述の要件を満たす場合は申請が可能であるが、そ
の際の必要書類は主に次のとおりということでした。
①出生地（かつての戸籍所在地）の派出所が発行した
戸籍抹消の記録、出生証明などかつて中国国籍を有し
ていたことを証明できる書類
②その他の各ビザ発給に必要となる書類（例：就労ビ
ザの場合）
　ア　外国人ビザ申請表
　イ　証明写真及び証明写真の控え（回执）
　ウ　使用者が発行する保証書（担保函）
　エ　パスポート
　オ　直近の入境に用いたビザ
　カ　入境時の税関押印ページの写し 　など
　前述の要件及び申請必要書類は、深圳市の出入境管

理局の窓口の人員の口頭の説明によるものです。今
後、政策の変化により随時変更される恐れがあります
ので、手続にあたっては、事前に現地公安局の出入境
管理局に問い合わせをされるように助言致します。

　今回のコラムは以上です。なにかご質問などござい
ましたら、小生のメールにご連絡いただければ幸甚で
す。どうぞよろしくお願いします。

外国籍華人に対するビザの緩和政策について

中
国
法
律
コ
ラ
ム 26

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格 
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート 
Tel: (86)755-8328-3652 
E-mail: odake@yamatolaw.com

ビジネス（香港・広東共通）
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 　尖沙咀（チムサーチョイ）と言えば韓国の食品店や料理店、
バーなどが数多く軒を連ね、通称「香港の韓国人エリア」とも
呼ばれている。高級レストランよりもカジュアルなので気軽に
立ち寄れるお店が多い。そんな韓国のお店が多く立ち並ぶエ
リアのKimberly Road (キンバリーロード）に、種類豊富なマッ
コリと伝統的なおつまみをメインにしたマッコリバー＆レスト
ラン「Ssal Bori Ssal Makgeolli Restaurant」がオープンした。
　マッコリと言えば韓国を代表する伝統酒で醸造酒の一つ。
米と麦麹を合わせて発酵させ、できたもろみを粗ごしたもの。
甘味があって飲みやすく、特に女性を中心に根強い人気を誇
る。韓国では、定番の物からちょっと珍しいものまで3000種類
と味もスタイルも豊富に取り揃えている。マッコリバーはとて
も人気で注目を集めている。しかし香港にある韓国レストラン

で取り扱っている、またはお店で購
入できるマッコリはどれも同じも
の。そこで同店のオーナーは、韓国
で数多くの醸造所を訪れ、その中
から7つの醸造所と独占契約を結
び、香港で初となるマッコリバー＆
レストランをオープン。香港では、
同店とグループ店でしか味わえな
い特別なマッコリ。
　マッコリは新鮮な味で飲めるの
は、90日。同店では韓国から新鮮
なマッコリを取り寄せ、他では味

わえない新鮮でユニーク
な味を用意。通常のもの
は、アルコール度は5～6度と
軽い口当たりで飲みやすいのが
特徴だが、同店では、アルコール度
10～12度と甘さ控えめ、まるで日本酒を思い浮かばせてく

れる味の強めのマッコリや甘
さ控えめの強めのマッコリ、
微炭酸のシャンパングラスで
飲む進化型のマッコリも用
意。また、異なるマッコリを試
したいなら6種のマッコリとス
ナックがセットになった
「Makgeolli Platter」を試して
みよう。

　フードメニューにはマッコリがすすむ心温まる料理が多く
揃う。今回は新しく加わった新メニューを紹介する。日本では
小麦粉で作る生地ベースにいろんな具をトッピングしたチ
ヂミ。海鮮やキムチ、
ニラをトッピングした
ものが代表的だ。同店
では、キムチ、ニラ、ゴ
ボウ、豆、エビ、ピー
マンの6種類のトッ
ピングのチヂミの盛り

合わせ「Pancake Platter」を
用意。大勢でシェアして食べ
たい。体に優しいと人気の近国

の伝統スープのサムゲダン「人参
鶏」とモダンで近年人気を博した
韓国フライドチキン「KFC」を融合
した「Samgye Fried Chicken」は
新感覚な味。鶏肉はとても柔らか
く、もち米には人参の味がしっか
り染み込んでいて、両方の良い味を保ちつつ絶妙な味のバ
ランスを作り出している。朝鮮半島南西端の地方郷土料理の

豚のリブ肉の煮込み「Spicy 
Pork Stew」は長時間煮込まれ
たお肉なので、柔らかくて味
わい深く、ご飯が欲しくなる一
品。寒い時期にぴったり。
　さあ、さっそく韓国の伝統
酒のマッコリとおいしい料理
を味わいに行こう！

Ssal Bori Ssal Makgeolli Restaurant
住所：Shop B, Brilliant Court, 78 Kimberly Rd., TST
電話：(852)2736-8444
時間：ランチ（12:00～15:00）、ディナー（17:30～23:30）
フェイスブック：SSAL BORI SSAL

在港韓国人も太鼓判を押す！
香港で、酒類豊富なマッコリが味わえるお店
「Ssal Bori Ssal Makgeolli Restaurant」

新感覚な味を味わえる
「Samgye Fried Chicken」

寒い時期にぴったりな
「Spicy Pork Stew」

種類豊富なチジミの盛り合わせ
「Pancake Platter」

カルビ、リブアイ肉、
サーロイン肉の3種を
同時に味わえる「Triple Beef Ssa」

同店でしか味わえないマッコリの数々

6種類のマッコリが一度に味わえる
「Makgeolli Platter」

6種類のマッコリが一度に味わえる
「Makgeolli Platter」

マリリンのぶらグル巡り

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。
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J’s Bar Bistro
住所：2/F., The Royal Garden, 69 Mody Rd., TST East
電話：(852)2733-2088
時間：16:00～20:00（月～木）、18:00～25:00（金～日）
ウェブ：www.rghk.com.hk/en/dining/js-bar-bistro.php

　リックの喫茶店ではないかもしれない
が、Bogar氏とBergman氏の映画が好き
な人は、彼らのアドバイスを参考にして
創作された素晴らしいカクテルを楽しむ
ことができる。一流のサービスに加えて
心が癒される音楽が流れる、心地よい雰
囲気のあるバー。
　尖沙咀東（チムサーチョイイースト）にあるロイヤルガーデンホテルの2階に
店舗を構えている同店は、レトロなもぐり酒場と70年代のロンドンにあるイタリ
アンレストランを思い出させる色鮮やかな絵画が飾ってある。店内はリラックス
した空間になっており、店内の両端には居心地の良い個室も提供されており、静
かな雰囲気でゆっくりすることができる。他にも店内にはソファーやテーブルも
設けられており、グループでのんびりすることもできる。
　ミクソロジストのアウ氏曰く、「映画はバーのスタイルのテーマの1つである」。
作品の裏側コンセプトであるAs Time Goes By includes thymeとElderflowerを
紹介している。Rick氏、Ilsa氏、そしてオーナーのVictor氏がタイから取り寄せた
ジン、ライム、マラスキノ酒、タイの胡蝶草、ラベンダーで作ったシロップで作っ
た紫色のロマンティックなカクテルに加えて、バニラたっぷりのカンパリ、ベル
モット、グレープフルーツ、ライム、ココナッツジュース、プロセッコで作った

「Breath of Fresh Air(HKD128)」は清 し々くて上品な味
わい。ベーコン脂肪不使用のバーボンウイスキー、
メープルシロップ、メスカル、アンゴスチュラビターズ、
ヒマラヤピンク岩塩で作った「Cloaks and Daggers
(HKD118)」は昔の楽しみを思い出せてくれる。メスカ
ルのおかげでベーコン脂肪のテイストはあまり気に
ならない。「The barrel-aged J’s Negroni(HKD128)」は
変わった材料を使用しているので、甘味と苦味のバ
ランスの相性がとても良く、思ったよりもソフトな味わ
いになっている。

J’s Bar Bistro
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