
2018年、香港から中国、台湾へ事業拡大します！
三菱電機（香港）社会インフラ事業部は、日本の「技術力」と「現場力」の融合により快適な香港ライフを支えてきました。

今年は一歩一歩前へ、着実に前進しながら私たちのハイクオリティブランドを発信し続け、
香港から中国、台湾へ向けて社会インフラのさらなる事業拡大に挑戦してまいります。
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今週の香港ピックアップ Exhibition エキシビション
A Fragile Planet' by Keith Ladzinski photo exhibition

～3月26日

Dundas St., Mong Kok
HKD10

地球の美しさと脆さを感じよう
　ナショナルジオグラフィックの有名な写真家、Keith　Ladzinski氏と共同でJacadaは

JacadaKeith　Ladzinski氏の写真展「A　Fragile　Planet」を開催し、地球のさらなる保護の

重要性を訴えている。環境保護への意識をさらに広げるため、Jacada Instagramのコン

ペティションもあり、地球の環境に関する写真を撮影した人に'A Fragile Planet'展のハッ

シュタグ（#AFragilePlanet）を付けるよう促進、今日の世界の美しさと危惧すべき現状を

喚起している。Instagramのコンペティション優勝者には、Keith　Ladzinski氏による写真

集‘A Fragile Planet’ が贈呈される。限定版の写真集は'A Fragile Planet'展でも入手が可

能。我々とその子孫が住む地球、この機会に家族や大切な人と訪れて、ぜひ環境保護へ

の関心を深めよう。

溜まったコインをオクトパスにチャージしよう！
　香港金融管理局（HKMA）はCoin Collection Programme「コインカー

ト」の新しいサービススケジュールを発表。ついつい増えてしまうお財

布のコイン。ユーザーは、紙幣

の交換か、またはオクトパス

カードへのチャージを選択する

ことができる。ウエブサイトで巡

回スケジュールをチェックして

お財布をすっきりさせよう！

香港金融管理局
Coin Collection Programme　

～4月15日

庶民に人気のおやつ
豚の皮(猪皮)　

お肌にも良い不思議食感の健康食
　猪皮と呼ばれる香港ではポピュラーな豚の皮。軟らかくプリプリとし

た食感。コラーゲンが豊富で美容に良いかも!?　一般的には蒸した後、香

港スタイルのカレーソース、スイートソースまたはチリソースとお好み

の味で頂くストリートで人気のおやつ。

VOCALOID
黒暗啓示－悪之娘

3月25日

mothy人気曲で描かれる物語の舞台化
　悪ノPという名でも知られるVOCALOIDプロデューサーmothyが贈る

音楽で構成された悲劇のストーリー。コンセプトは七つの大罪シリーズ

の「傲慢」。国が始まって以来の暴君と

いわれる14歳の王女。R i c h a r d 

Wagnerのオペラを元に日本のアニ

メ、ダンスなど多くの要素を組み合わ

せ観客を楽しませる注目のステージ！

カレーフィッシュボール
咖喱魚蛋

スパイシーな香りがたまらない！
　 ストリートフードの王様のひとつに挙げられるカレーフィッシュボー

ル。練り上げた魚のすり身を一口大に成形し油で揚げた後、香り高いス

パイシーなソースで味付けされている。蛍光色にも似たカレーソース

は驚くかもしれないが食

べてみたら、人気の理由

がわかるはず！ 

Performance

香港18地区
10:00～19:00
www.hkma.gov.hk/eng/key-functions/monetary-stability/
notes-coins-hong-kong/coin-collection

沙田大會堂演奏廳
HKD380、HKD260 (全日制学生，65歳以上及び障がい者は20%優待割引)

Dundas St., Mong Kok
HKD15

Dundas St., Mong Kok
HKD12

The Haven, 29/F., Wyndham St., Central
月 10:00～18:00、火～土 11:00～20:00 
(852)2117-0415

廃棄物ゼロ食料品店
Live Zero

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall
20:00～22:00
www.hkphil.org
HKD480、HKD380、HKD280、HKD180チケットURBTIX

24 High St., Sai Ying Pun
11:00～20:00
www.livezero.hk

環境にやさしい食料品店が西營盤にオープン
　香港は、毎日約520万本のプラスチックボトルが捨てられている。環境を守るため

に、香港初の廃棄物ゼロ、包装なしの食料品店として、Live　Zero西營盤(サイイン

プン)店がオープンした。小麦粉、穀物、豆類、ナッツ、オート麦、グラノーラ、ハーブ、ス

パイス、パスタ、オイル、酢などの有機製品が数多く揃っている。Live　Zeroは食料品だ

けではなく、エコな生活用品も販売している。リサイクルできる食器。例えばカップ、弁

当箱、カトラリー、ステンレス製のストローなどもある。買い物の際にはマイボトル、マ

イ容器、マイバッグをお忘れなく。環境の汚染を減らすため、近い将来はより多くの製

品が棚に追加される予定だ。Live　Zeroでエコな暮らしを始めてみませんか？

不安やストレスを克服するユニークな「競争」
　都会で忙しく暮らしていると、いつも取りつかれたように何かをして

いないと不安になることはないだろうか。このコンペティションは、そん

な不安を「克服」することを競う。賑や

かな都市に住む人々が集まり、皆で一

緒に「スペース・アウト」を満喫するの

が目的。皆で思い切り楽しもう。

The 6th International Space-out Competition 
スペース・アウトを満喫

3月31日

香港式エッグワッフル
雞蛋仔

日本でもじわじわ人気、本場香港で楽しもう！
　エッグワッフルは、「雞蛋仔」と呼ばれ、ポコポコした見た目も可愛ら

しい大人気の香港伝統的スイーツ。生地はきつね色で外側はカリっと香

ばしく、中はふわっとしているのが特徴。お子さんにも大人気のこのス

イーツは食感は時間が命、ぜひ焼きたてをちぎりながら頂こう！

Hong Kong Science Museum
https://croucherscience.hk

Croucher Science Week
The Public session　

3月17日～18日

化学の楽しさに触れよう！
　クラウチャー財団は国際的科学機構と協力しCroucher Science Week

を開催する。インタラクティブレクチャー、見てびっくりのサイエンスパ

フォーマンスを提供する。親子ワークショップも開催されていて、子供の

好奇心を刺激して科学への興味を引き出す試み。ぜひご家族でサイ

エンスを楽しみに行こう！

The Bravo series 
 Scottish Fantasy

4月6日～7日

香港フィルが贈るスコットランドの風景
　プリンシパルゲスト・コンダクターYu　Longの指揮が奏でるスコット

ランド伝説の音色。バグパイプの音、そして甘美なテーマがヴァイオ

リンによって始まり、伝統

的な音楽を基調としたメ

ロディーが奏でられ、ス

コットランドへ音楽の旅

が始まる。香港フィルに

よる演奏会。

AIA Vitality Park
10:00～17:00
www.spaceoutcompetition.com

香港ピックアップ
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時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋
 香港・華南
1月の香港小売売上高、4.1％増に減速＝統計局
　【香港時事】香港政府統計局が2日発表した2018年1月の小売売上高（暫定値）は449億香港ドル
（約6060億円）と、前年同月比4.1％増加した。11カ月連続のプラスとなったが、伸び率は前月の5.8％
（確定値）から減速した。商品販売量も2.2％増と、前月の4.3％増から鈍化した。
　政府報道官は「前年は1月末だった春節（旧正月）が今年は2月中旬にずれた影響を受けた」とする
一方、「緩やかな伸びを保った」と指摘。1、2月分を合わせたデータ分析で、より実際に近い動向を判
断できると説明した。
　今後に関しては「良好な雇用と収入状況、観光業の回復が、短期的には小売業を下支えする」と述
べた。
　1月の小売売上高を業種別に見ると、売り上げ規模が最も大きい宝飾品・時計・高額贈答品が
10.4％増と2桁の伸び。衣料品（3.3％増）、医薬品・化粧品（12.1％増）、電気製品およびその他耐久消
費財（スマートフォンなど、21.1％増）、自動車・部品（24.9％増）、燃料（2.6％増）も増えた。
　一方、マイナスだったのは、スーパー商品（13.3％減）、デパート（4.6％減）、食品・酒・たばこ（5.4％
減）。（2018年3月5日掲載）

１月の香港への旅客数、2.6％減＝本土客は5.5％
減－観光発展局
　香港観光発展局（HKTB）がこのほど発表した統計によると、１月に香港を訪れた旅客数は533万3600
人で、前年同月比2.6％減少した。全体の8割弱を占める中国本土客が5.5％減の411万3200人にとど
まったことが響いた。春節（旧正月）が前年の1月末から今年は2月中旬にずれた影響が出たとみられる。
　一方、春節との関わりが薄い近距離市場は8.9％増で、遠距離市場も8.9％増と好調を維持。日本が
22.8％増の10万5800人となったほか、マレーシア（25.2％増）、シンガポール（22.6％増）、タイ（28.8％
増）、オーストラリア（20.6％増）も20％超の伸びとなった。
　購買力が高いとされる宿泊客は0.9％増の242万0800人。本土客主体の日帰り客は5.3％減の291
万2800人だった。（香港時事）（2018年3月2日掲載）

17年のマカオ成長率、9.1％＝4年ぶりプラス回復
　マカオ統計局は2月28日、2017年のマカオの実質GDP（域内総生産）が前年比9.1％増加したと発表
した。成長率がプラスになったのは4年ぶり。旅行客の回復に伴うカジノ・観光業の伸びに支えられた

としている。
　成長率は上半期が11.2％、下半期は7.2％だった。第4四半期は8.0％。1人当たりGDPは62万2803
パタカ（約825万円）だった。
　17年はサービス輸出が15.4％増と好調。貨物輸出も12.3％増だった。一方、内需は依然として弱く、
固定資産投資は10.0％減、個人消費は1.6％増にとどまった。（香港時事）（2018年3月2日掲載）

 上海・華東
スマートカー、公道走行実験を開始＝メーカー２社
に専用ナンバー交付－上海市
　【上海時事】上海市政府は1日、自動運転車など「スマートカー」やインターネットにつながる「コネク
テッドカー」を対象にした公道走行実験の枠組みを整えた。第1弾として、市内に拠点を置く国有自動
車メーカー、上海汽車集団と電気自動車（EV）ベンチャー、蔚来汽車に専用ナンバー3枚を交付。これ
を受け、両社はスマートカー実用化に向け、公道走行実験を通じたデータ収集に着手した。
　対象エリアは上海市西郊の嘉定区の一般道で、全長は5.6キロ。実験状況を見極めながら、上海市
内の高速道路などにも広げていく計画だという。
　自動運転車をめぐっては、中国のインターネット検索大手、百度（バイドゥ、北京市）が先月、米カリ
フォルニア州で公道実験を実施するなど、大手IT企業や自動車メーカーの取り組みが加速している。
　百度は昨夏、北京市の公道で自社開発した自動運転車を無許可で走らせ、当局から問題視された
こともある。
　蔚来汽車の黄晨東・副総裁は取材に対し、「まだ運転補助のレベルだが、徐々に自動運転、無人運
転にレベルアップしたい」と語った。（2018年3月2日掲載）
 

 その他アジア
ASEAN、年内妥結意欲＝日本は「質の高さ」強調－
RCEP会合
　【シンガポール時事】日本を含む16カ国によるアジア広域の自由貿易協定（FTA）となる東アジア地
域包括的経済連携（RCEP）の閣僚会合が3日、シンガポールで開かれた。東南アジア諸国連合
（ASEAN）は年内の交渉妥結を目指す方針を表明。世耕弘成経済産業相は会合後、記者団に「質の高
いレベルの合意を前提に年内妥結を支持する」と語った。
　経産相はまた、米国を除く環太平洋連携協定（TPP）参加11カ国が新協定案で大筋合意したことが
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免責事項
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時事アジアニュース　   ※ニュースは「時事速報（http://jijiweb.jiji.com/info/asia_info.html）」より抜粋
【食彩ASIA】フルーツティー、
若者に浸透＝ベトナム
　ベトナムではどの街にも道路に面したカフェがあり、たくさんの客で繁盛している店も多い。仕
事をやる気がなさそうな男性たちが、平日の午前中から「たむろ」して手持ちぶさたにボーッとし
ている光景は、外国でも知られている。現在は大半の人がスマートフォンを持っているため、無
料のＷｉ－Ｆｉ接続は当たり前だ。
　カフェではベトナム式コーヒーが定番だが、若者、特に女性には伝統の濃厚なコーヒーを好ま
ない人も増えてきた。その代わり、彼らの間で人気が高い飲み物がフルーツティー。気取らない
店では、イチゴやモモなどをスライスし、甘くした紅茶に入れる形式＝写真＝が多いようだ。味
や価格は、店によってまちまち。
　週末の午後、ハノイの旧市街に出掛けてフルーツティーを試してみた。知人のベトナム人女性
お勧めの店は、路上にまで足の短い腰掛けを並べており、そこに座って談笑する客で混み合って
いた。「お代わり」する人もいれば、つまみのヒマワリの種をせっせと口に運ぶ人もいる。女性に
「ヒマワリの種、食べる？」と尋ねたら、いらないと即答された。

【メモ】旧市街の「クオン・カフェ」（２Hang Tre）はストロベリーティー、ピーチティーとも2万ドン
（約100円）。（ハノイ時事）（2018年3月2日掲載）※ニュースは「時事速報」より抜粋

時事速報アジアは、メール配信の「時事速報（全9版）」を柱とし、タイムリーなニュースや過去記事、
各国の経済統計などを閲覧、ダウンロードできる会員制ニュースサイト「時事速報ON THE WEB」
と、緊急時に随時メールでお知らせする「フラッシュニュース」の3点セットでお届けしています。日
本国内主要紙では取り扱われることのない海外現地事情も含め、アジア各国における経済・産業
ニュースを日本語で平日毎朝（現地祝祭日は除く）メールでお届けしています。

時事通信社  香港支局(JIJI PRESS HONG KONG)
電話：(852)2523-7112
メール：jiji@jiji.com.hk
ウェブ：https://www.jiji.com

「RCEPに大きなモメンタム（勢い）を与えている」と指摘。日本企業の事業展開を後押しする質の高い
成果を関税、サービス、投資など幅広い分野で目指す考えを強調した。
　閣僚会合の声明は、交渉する18分野のうち、既に決着した経済技術協力と中小企業に加え、幾つか
の分野が妥結に近いと説明。投資分野でも一定の進展があったことを明らかにした。（2018年3月5日
掲載）

常陽銀、地銀初のハノイ事務所開設＝情報提供を
強化
　【ハノイ時事】常陽銀行は2日、ベトナムの首都ハノイに駐在員事務所を開設した。安定成長を続け
る同国への関心が取引先企業の間で高まっているのを受け、情報収集・提供の体制を強化して顧客
サービス向上を図る。日本の地方銀行のハノイ駐在員事務所は初めて。
　寺門一義頭取（めぶきフィナンシャルグループ社長）は時事通信社などのインタビューに応じ、事務
所を通じて「（日本とベトナムで）活発になっている『人・もの』の交流に拍車を掛けることができれば
よい」と述べ、取引先支援を後押ししていく考えを強調。自ら拠点を構えることで、現地の経済・金融情
勢に関する問い合わせなどにも適時かつ適切な対応が可能になるとの認識を示した。
　めぶきFG傘下の常陽銀行と足利銀行の取引先企業のうち、約110社が既にベトナムに進出済み。
寺門頭取によれば、同国で事業展開する業種は製造業に加え、最近では農業関連にも拡大している
という。
◇企業進出促進へドンバン3工業団地と協定
　常陽銀行は2日、ハノイ近郊のハナム省に造成された日系企業向け工業団地「ドンバン第3工業団
地」の運営会社・ドンバンIII工業団地インフラ開発との間で、同行の取引先企業が入居する際に優遇
条件を提供する内容の協定を交わした。同工業団地への企業進出を促すとともに、工場運営などに
要する経費の節減を目指す。
　ハナム省の関係者によれば、ドンバン第3には日系企業16社の入居が決まっている。（2018年3月5
日掲載）

ローカルニュース

05Pocket Page Weekly 16 March 2018 No. 635
B



香港

香港

香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  香港発の世界一安いミシュラン「添好運」が日本上陸
　点心専門店として香港で大人気の世界一安
いミシュランレストラン「添好運（ティム・ホー・
ワン）」が2018年4月8日（日）に、東京・日比谷
のショッピングセンター「日比谷シャンテ別
館」にオープンします。
　添好運は、ミシュラン3つ星の広東料理レス
トラン「龍景軒」の点心師を務めた麥桂培シェ
フが、「よりカジュアルに、日常的に本物の味
を」という考えのもと独立し、2009年に旺角
（モンコック）に本店をオープン、2010年にミ
シュラン1つ星を獲得しました。料理は各店舗の厨房でひとつひとつ丁寧に手づくりされています。
　香港内には5店舗あり、ミシュラン獲得店舗は、本店が移転した奥運（オリンピック）店、深水埗（サム
スイポー）店、北角（ノースポイント）店。その他、中環（セントラル）と将軍澳（チョンクワンオウ）に店舗
を構えています。海外では2013年にシンガポール、2014年にマニラ、2015年にシドニー、ジャカルタ、
台北、高雄、台中、ハノイ、クアラルンプール、バンコク、2016年にはニューヨークと進出を果たしてい
ます。
　日本へのオープンに先行して添好運の日本語のFacebookページとInstagramが公開され、人気メ
ニュー「ベイクド チャーシューパオ（チャーシューまん）」、「海老と黄ニラのチョンファン」、「マーライコ
ウ（たまご蒸しケーキ）」、「ポークと海老の焼売」、「蓮の葉ちまき」などの写真を見ることができます。

《添好運　東京　日比谷店》
オープン日：2018年4月8日（日）
住所：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ 別館1F
Facebookページ：https://www.facebook.com/TimHoWanJapan/
Instagram：https://www.instagram.com/timhowanjapan/

《添好運　香港　奥運店》
住所：大角咀海庭道18號奧海城二期G樓72號舖（Shop 72, G/F, Olympian City 2, 18 Hoi Ting Road, 
Tai Kok Tsui）

《添好運　香港　深水埗店》
住所：深水埗福榮街9-11號地舖（G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po）

《添好運　香港　北角店》
住所：北角和富道2-8號嘉洋大廈地下B,C及D鋪（Shop B, C, & D, G/F, 2-8 Wharf Road, Seaview 
Building, North Point）

《添好運　香港　中環店》
住所：中環香港站12A鋪 ‒ IFC地庫一層（Shop 12A, Hong Kong Station ‒ Podium Level 1, IFC Mall, 
Central）

《添好運　香港　将軍澳店》
住所：將軍澳唐俊街9樓POPCORN 2期地下49號（Shop 49, G/F., POPCORN 2, 9 Tong Chun Street, 
Tseung Kwan O）

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・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
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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
18K～23K

生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

日系保険関連企業がセールスコーディネー
ターを募集。社外向け資料の作成。日本語及び
英語の翻訳・アジア拠点の営業データの分析。
3年の社会人経験がある方。英語または北京語
ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～22K営業・販売系/医療関連

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）

日系物流会社が営業を募集。日系顧客を中心と
した香港を含む華南地区マーケットでの営業。
香港やその他アジア新興国における営業と新規
事業開拓。社会人経験が5～6年以上の社会人
経験もしくは営業経験のある方。

RGF 香港香港/九龍 25K～30K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系物流会社がカスタマーサービスを募集。
日系顧客のコーディネーション業務。現地委託
先への指示、見積作成、統計、貨物動態管理の
メール発信等。未経験者可。長く・安定的に働いて
くれる方。ビジネスレベルの英語、北京語尚可。

RGF 香港香港/九龍 18K～27K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

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

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B2B
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

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。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 30K～35K

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

日系のウェブシステム会社がプロジェクトマネー
ジャーを募集。展示会運営のためのウェブシステ
ムの管理とサポート。クライアントからの要望を
社内エンジニアに伝達。渉外経験やカスタマー
サポート経験のある方。長く香港で働ける方。

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）

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 40K

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。

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

※日本本社採用、海外駐在員。日系製造・販売企業
が会計財務マネージャーを募集。香港および広州
支店における会計実務、財務管理。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告など。
香港もしくは海外法人での会計実務経験のある方。

RGF 香港香港/九龍 50K～55K営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）



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

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/新界 30K～40K

総合商社のグループ会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

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)

東莞

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。

Pasona Asia

Pasona Asia企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/九龍 40K～50K

日系大手卸売業が日本人上司を補佐しながら
管理部門をまとめられるマネージャー候補を
募集。財務会計・物流・ITいずれかの分野で
海外での管理経験必須。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia生産管理・品質管理/
小売・流通 香港/九龍 40K～50K

日系大手卸売業が食品・衣料品・日用品いずれ
かの部門マネージャー候補を募集。商品開発・
生産＆品質管理分野での管理経験必須。貿易
実務に精通している方。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

香港/九龍 20K～25K

大手総合商社のグループ会社で加工貿易業（スマホ・
車載向け等の電子材料）の事業拡大をともに担って
くれる方を募集中。実力次第で他拠点マネージャー
登用のチャンスあり。3年以上の就業経験・留学また
は海外就労経験のある方。英語ビジネスレベル。

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

日系大手物流会社がジャパンデスク担当を
募集。日系顧客の窓口として現地スタッフの間
に立つコーディネーション業務。英語ビジネス
レベル必須。業界経験不問。営業・カスタマー
サービスの経験歓迎。

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

経験値により
応相談

太陽光発電に関する投資会社がファイナン
シャルアナリストを募集。金融･会計の学位を
取得し、JGAAPの知識がある方。英語ビジネ
スレベル。

香港/香港島

Pasona Asia

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
外資大手アパレルブランドでのカスタマーサー
ビスコンサルタントのポジション。電話、メール、
チャット及びソーシャルメディアを使用して
日本人顧客対応。英語ビジネスレベル。

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
日系大手IT企業が営業アシスタントを募集。
事務経験があり、営業サポートを先回りしてで
きる方。英語ビジネスレベル。

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 約25K 
(経験による）

不動産投資会社がマーケティングアシスタント
(日本チーム）を募集。社内・社外とのマーケ
ティングの調整業務及び営業アシスタント業務。
英語コミュニケーションレベル。

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 23K～26K
外資IT企業がオンライン会議サポートデスク
のカスタマーサービスを募集。Cisco WebEx
等の知識のある方。英語ビジネスレベル。

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・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 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

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
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。

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を担当。英語または
広東語必須。ICT業界経験2年以上。

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/商社 香港/九龍 約30K
日系専門商社が営業職を募集。既存顧客対応
及び新規開拓業務。華南地区に週一で出張有り。
法人営業経験がある方。商社経験優遇。北京語
ビジネスレベル・英語コミュニケーションレベル。

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 20K～25K
太陽光発電に関する投資会社がオフィサーも
しくはジュニアアナリストを募集。アドミン業務
の経験がありコミュニケーション力のある方
優遇。英語ビジネスレベル。

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。
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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

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） 25K～35K

電子業界が法人営業を募集！　最初は東京勤務
にて関東圏の市場からスタート。華南、タイ、
ベトナムなどにもコンタクト。★将来海外（中国
または東南アジア）で就労できる方。

日本（東京）→
海外

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/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 20K
教育機関が秘書を募集！　日本人ディレクターの
秘書業務スケジュール管理や会議準備など。
香港と日本本社の調整業務など。★マネジメン
トポジションの秘書経験3年以上。

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/九龍 15K～25K

金融関連企業が営業を募集！　営業サポートと
して総務・マーケティング業務からスタート。
（将来的には営業として勤務。★出張はほとん
どなし。銀行/金融関連の経験者歓迎。）

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/
小売・流通・通信販売 香港/九龍

20K～30K
（経験や能力に
より応交渉）

ジュエリー業界が営業マネージャーを募集！
主に既存顧客のフォローアップ営業、個人予算
の達成、書類の作成業務など。★営業経験者、
英語もしくは北京語が可能な方。

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

会計・監査・経理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 応相談

アパレル業界が経理、財務を募集！　日本、中国、
東南アジアのグループ会社の会計チームの
統率。外国為替、原価管理、税務に関する業務。
★金融・会計の専攻出身の方で、4年以上の
関連経験。

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）

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 20K～25K

輸入品関連業界がアカウントマネージャーを
募集！　ディレクターのアシスタントをしながら、
購買・マーチャンダイズ・サンプル商品の手配・
物流・販促の範囲を担当。★日本出張あり、商業/
マーケティング関連の知識尚歓迎。

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）
経営・店舗管理・
現場責任者/物流・倉庫 25K～40K

管理マネージャーを募集！　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）

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

応相談

海外事業開発マネージャー（エリア全体を統
括し海外事業をけん引いただく事業部長）。
★事業立上げ経験、飲食業界へ強い興味が
ある方。勤務地は香港を含むアジア、欧州、北米
など（日本での研修期間あり）。

香港、
その他海外

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
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

香港/九龍 時給
HKD100

幼児向け日本語教師のパートタイムの仕事。
主婦歓迎・語学不問。週1～3回で勤務形態は
応相談。子供好きな方。

香港WORKS
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

香港/九龍 15K～22K幼児向け日本語教師のフルタイムの仕事。教育
関係の実務経験歓迎。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～30K
工場経営/工場管理業務。総経理及び副総経理
プラスチック成形及び金型に関する知識を有
する。

東莞

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

華南WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

HKD
30K～45K
+家賃補助

日系OA機器部品商社での海外統括営業マネー
ジャー（深圳・香港）北京語歓迎香港本社、新規
中国客先開発（日本先端技術）人材管理、労務
管理。一部総務フォロー。

深圳

華南WORKS営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～25K

新規顧客開拓。将来的にはコンサルティング力
のある提案型営業活動を目指せる方。(まずはお
客様と仲良くなり良好な関係を築くことが期待
されます。)

広州

華南WORKSサービス系/外食・フード 20万円～
30万円ラーメン専門店での店舗責任者。広州
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