


今週の香港ピックアップ Exhibition ARTS & CRAFTS STUDIO Present 
 FUKUI YOUGASA EXHIBITION

～4月10日

B2, The Royal Garden, 
69 Mody Rd., TST
11:30～15:00、18:00～23:00

伝統と最新技術で丁寧に作り上げる－福井洋傘展覧会
　細部にまでこだわり傘を製造することでその名も高い福井洋傘。現代の傘に伝統的

な日本の傘の要素を取り入れ、独特の存在感を放つ一品たち。高品質な天然シルクとフ

レームには丈夫な炭素素材を採用し、機能性とエレガントを兼ね備えている。同社は最

先端の技術を用いながら日本の伝統と西洋の傘に対する認識を融合させ独自の発展を

とげてきた。実用出来る伝統工芸品ともいえるこの最高級傘、ぜひ足を運んでその素晴

らしさを堪能してみてはいかがだろうか。

滑走路を走る？！ マラソンイベント
　かつて世界一着陸が難しいと言われた啓徳空港があった場所は、現

在公園があり、その隣はクルーズターミナルとして利用されている。滑

走路の先端部が公園

になっていて、そこで

のマラソンイベント

だ。1km、3kmの家族

ランと5km、10kmの個

人、企業チームのコー

スがある。

マラソン
Race the Runway Hong Kong 2018

4月22日

映画好きに必見！
20HKDオフで映画鑑賞

～3月28日

お得に映画を観よう！
　Broadway/PALACE/AMC/My Cinema/MOViE MOViE Cityplaza cinema

の映画館の2月～3月に購入した映画の半券を持っていくと、20HKD引

きで映画のチケットを購入できる。3/28ま

でのチャンスなのでお見逃しなく！すでに

お得な価格になっている朝の時間帯や火

曜の映画デーには適応されない。詳細は

下記WEBをチェック。

安室奈美恵ファイナルツアー
～Finally～

3月30日～31日

安室奈美恵ラストツアーin香港
　25年もの間、J‐POPをリードしてきた歌手の安室奈美恵。今年の9月

に引退することを発表した彼女は、今回のツアーで最後のツアーとな

る。コンサートでは、

往年のヒットソングも

披露する。ファンは涙

なしでは見られない

伝説のコンサートに

なるだろう。

レストラン
Dong Lai Shun(東來順)

絶品の北京料理に舌鼓を打つ
　Dong Lai Shun(東來順)は、ミシュランを獲得した北京スタイルの火鍋

レストラン。尖沙咀店は、創業1903年の北京本店の支店である。店は中

国風の装飾が施され、エレガントな佇

まい。やわらかいモンゴル産の羊肉ス

ライスがオススメ。

Kai Tak Runway Park, Kowloon Bay
8:00～12:00
www.racerunway.comwww.cinema.com.hk/en/promotion/ticket-stub

H401,Block B, PMQ, ARTS & CRAFTS STUDIO
11:30～19:30
(852)9155-9374
無料

Hong Kong Coliseum, 9 Cheong Wan Rd., Hung Hom
20:15～22:45
https://ticket.urbtix.hk/internet/en_US
HKD2,080、HKD1,780、HKD1,080、HKD680

Central Harbourfront Event Space
www.artcentralhongkong.com
チケット：www.ticketflap.com/artcentral2018

展示会
第4回アートセントラル

3月27日～4月1日

Hall 10, AsiaWorld-Expo,1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
20:00～22:00
www.hkticketing.com
HKD1,080、HKD880、HKD680、HKD480

第4回！ 現代アートのビッグイベント
　昨年、大成功をおさめたアートイベントが今年も開催される。今年もセント

ラルのハーバーフロントで「アートセントラル」が6日間にわたって開催され

る。アートセントラルは、コンテンポラリーアートの限界に挑戦する進歩的な

アートを発表する展示会として知られている。今回は、102の国際ギャラリーと

30のギャラリーが初参加する。また、今後、開催されるフェアでは、ダイナミック

な若手アーティストたちも、定評のあるアーティストによる作品とともに展示さ

れる予定だ。イベント会場には、2つのポップアップダイニングが出店し、ミシュ

ランのスターシェフ、フィリップ・オリコのレストランLEMARCHÉと、カジュアルな

雰囲気のTHE TERRACEの2店がある。芸術鑑賞とともに食事も楽しもう。

ラグビーの世界的イベント！
　香港セブンスは、世界的に有名なスポーツイベントのひとつで、7人

制のラグビーを行う大会。世界最高峰のラグビー選手や各国から集

まったサポーター

が毎年会場を盛り

上げる。ラグビー

ファンは必見。白

熱した戦いを見

逃すな！

ラグビー大会
香港セブンス2018

4月6日～8日

展示会
小松美羽・個展

～4月1日

新進気鋭のアーティスト、香港で初めての個展
　銅版画家の小松美羽が香港で初めて個展を開催。最新作「Guardian」

シリーズの作品を披露する。彼女は日本の風土が生み出すものにこだ

わり、信州を拠点

に世界にメッセー

ジを発信している。

CMや映画にも数

多く使用されてい

る彼女の作品を生

で観に行こう！

1/F., 522 Jaffe Rd., CWB
https://shop.8five2.com

ショッピング
8Five2

ストリートファッションの聖地
　8Five2は、1999年にオープンした香港初の本格的なストリートファッ

ション、スケートボードを扱うお店。Primitive、Know1ledge、Nike SB、

Vans、Spitfireなどの人気ブランドから、香港で販売されたことのないブ

ランドの商品まで数多く取りそろえている。

コンサート
ジェームス・ブラント

3月29日

3年ぶり、待望のニューアルバムをリリース
　イギリスの歌手ジェームス・ブラントが香港でライブツアーを行う。彼

のヒットソングYou're beautifulは日本でもCMなどで使われ、一躍有名

になった。ジェームスは、

今月24日に5枚目のアル

バム「The Afterlove」をリ

リースし、今回のツアーで

は新アルバムの曲を披露

する予定だ。

 Hong Kong Stadium, 55 Eastern Hospital Rd., So Kon Po, CWB
(852)2504-8311
www.hksevens.com

Exhibition

Exhibition

Whitestone Gallery, Lee Roy Commercial Bldg., 
57-59 Hollywood Rd., Central

香港ピックアップ
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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。

香港&広東

香港

香港
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  世界長者番付2018をフォーブスが発表　香港人の億万長者は？
　フォーブスによる「世界長者番付2018」が発表。香港の1位（世界
23位）は香港最大の企業集団・長江実業グループ創業者の李嘉誠
（リ・カシン）で資産額349億米ドル、香港2位（世界24位）は不動産会
社の恒基兆業地産の創業者李兆基（Lee Shau Kee）で資産額329億
米ドル、香港3位（世界50位）はマカオカジノGalaxyなども運営する
呂志和（Lui Che Woo）で資産額201億米ドル。日本での1位（世界39
位）はソフトバンクの孫正義で資産額227億米ドル、2位（世界55
位）はファーストリテイリングの柳井正で資産額195億米ドルとな
りました。
　世界1位となったのは米Amazon.com（アマゾン・ドット・コム）創
業者のジェフ・ベゾスで資産額1120億米ドル、2位は米Microsoft（マ
イクロソフト）創業者のビル・ゲイツで資産額900億米ドル、世界3位は米著名投資家のウォーレン・バ
フェットで資産額840億米ドル。アジアの1位（世界17位）となったのは中国のTencent（テンセント）創
業者である馬化騰（ポニー・マー）で資産額453億米ドルでした。さらなる詳細はフォーブスのオフィ
シャルサイト（https://www.forbes.com/billionaires/）にて確認ができます。
　香港1位となった李嘉誠ですが、15歳の時に父親を亡くし学校を辞めプラスチック製造工場で勤務し
た後、親戚から借りたお金で自身のプラスチック製造工場を香港に作り、安価な造花を売り出したところ
「ホンコンフラワー」として大当たりし1958年に不動産業に転身、その後香港一の富豪となった人物。
　香港2位の李兆基は貧しい家庭で育ち、魚や肉は月に2回しか食べられなかったとフォーブスは紹
介していますが、香港のWikipediaなどによると、元々裕福な家庭に育ったと記載されています。香港4
位の郭兄弟（郭炳江＆郭炳聯）の父である郭得勝と共に不動産ディベロッパー新鴻基地産を立ち上
げ大成功し、「アジアの株マスター、香港のバフェット」の異名を持ちます。
　香港3位の呂志和は不動産会社の嘉華国際集団の創業者でもあり、元は建築材料を取り扱ってい
ましたが1960年代から不動産投資を始めました。1980年代からはホテル開発や中国本土進出、2002
年にはマカオ進出を果たし、2011年にGalaxy（ギャラクシー）をオープンしています。
　今回、資産額10億米ドル以上となった大富豪は前年よりも165人増えており、過去最高の2208人と
なりました。国別では最も多くランクインをした国は米国で585人、2位は中国で373人となりました。
　今回のランキングでは、史上初の仮想通貨ビリオネアが現れたことでも話題となっています。

  4月から香港タクシーでオクトパスカードの利用が可能に
　今年4月より、香港タクシーの運賃をオクトパス
カード（日本のSuicaにあたる）で決済できる新サー
ビスが始まります。タクシー運転手のスマート
フォン画面にオクトパスカードをかざすだけで決済
ができる便利なサービスです。
　オクトパス決済の導入は、香港で登録しているタ
クシー運転手40,000人を対象に応募をしますが、
「オクトパス側への手数料（1.5％）が高い」、「最新
技術に不慣れな運転手には利用が難しい」、などの
ネガティブな意見もあり、オクトパス側は「初回一年
はアプリ利用を無償提供する」と発表。タクシー車行車主協会会長も「電子決済は避けられない流れ
だ」とコメントをしています。
　これまで、「Alipay」、「WeChat Pay」、「O! ePay（アンドロイド専用オクトパス）」がアプリ経由でのタ
クシー運賃の支払いサービスを提供してきましたがあまり普及していません。しかし、今回のサービス
では乗客のアプリダウンロードが不要であることから利便性が高いと考えられ、普及が大きく期待さ
れています。
　香港では地下鉄、バスやフェリーなどの乗り物、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでの買
い物などの様々なシーンでオクトパスカードが利用されています。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)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

ローカルニュース
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香港

香港

香港

香港香港
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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）

日系電子部品製造業がロジスティクスアシスタン
トマネージャーを募集。既存ビジネスのフォロー
アップ。ロジスティクスオペレーション業務全般。
事務所スタッフ・倉庫スタッフのマネジメント。
5年以上の輸送業務全般の経験がある方。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/小売・流通

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。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。

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

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/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～25K

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。

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 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

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

18K～20K
船舶関連の部品や機械類を扱う商社が未経験
歓迎の営業事務を募集。営業事務をメインと
して、既存顧客のフォローや香港人スタッフの
サポート、その他事務業務。

香港/香港島

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

香港人の1.5才から6才（6才から14才の
コースも）をメインに、日本語を教えるお仕事。
1クラス7名までに設定された1時間から1時間
15分のコースで、英語を使わずに基本は日本語
使用。

Reeracoen

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。

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）

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）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

19K～25K
（経験や能力に
より応交渉）

会計事務所がプロジェクトマネージャーを募集！
企業の活動上の会計・税務・法務・労務の問題
に関しての最初の窓口業務、日系企業への監査/
税務申告業務のサービスご案内。★3年～5年
以上の社会人経験。

香港/香港島

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/
コンサルタント

時給HKD80

2ヶ月間の窓口案内事務のお仕事！　手続き案内
や問い合わせ回答などを行う（電話・メール等）。
★英語ができ、しっかりとした受け答えができる
方、2ヶ月働けるビザを既にお持ちの方、広東語
を話せれば尚可、週４～５日勤務。

香港/香港島

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
（経験や能力に
より応交渉）

電子部品販売会社が営業を募集！　基板実装
（EMS）の営業業務全般及びEMS業務の管理、日系
既存顧客のフォローアップ営業。★EMS営業経験者
優遇（なくても電機業界での営業経験者の方）、コミュ
ニケーションレベルの英語ができる方（北京語尚可）。

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（素材・
化学・エネルギー）

20K以上
（経験や能力に
より応交渉）

タバコ販売企業が営業を募集！　既存顧客の
フォローアップ営業、工場からデリバリー手続き、
中国、ヨーロッパへの出張有り（メインは香港）。
★営業経験者、出張が可能な方。

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/
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）

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

15K前後
（経験や能力に
より応交渉）

IT企業がカスタマーサービスを募集！　日本の
お客様からのご注文を電話で受けるパソコン
のデータ入力業務。★事務作業経験者、基本
的なPCの操作やエクセルができる方(日本語
入力)、丁寧な応対ができる方。

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） 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/
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/
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

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営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 25K～35K
香港にある大手日系ロジスティクス企業が営業
マーケティング担当を募集。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
に加え、香港における新規事業も担当。
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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

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 23K～26K

新規企業獲得のためEMS部門の営業を募集。
入社後は、最低メインの既存企業を1社担当、
並行し新規クライアント獲得を営業。

Reeracoen営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 18K～22K

外資系IT企業が営業担当を募集。日系企業へ
新規開拓、既存顧客のフォローアップ営業に
加え、顧客向けにクリエイティブデザインの
提案・プレゼンテーションも行う。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 18K～22K
香港にある大手日系ロジスティクス企業が
ジャパンデスクのカスタマーサポート事務員
を募集。日系顧客（日本側）と現地（香港、深圳
等）とのコーディネーション業務がメイン業務。

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/九龍 25K～30K
日系ビジネスコンサルティング会社がコンサル
タントを募集。コンサルタントのサポートから、
お客様である日系企業様の会計関連のコンサ
ルティングを担当。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/新界 18K～20K
日系並びに海外の食品飲料をスーパー等へ卸
す卸売業者が営業と購買の補佐を担当。主な
業務は、新規サプライヤー開拓と購買コスト
管理。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
エステ・美容・理容

18K～22K
日系化粧品流通会社にて、日本向けのカスタ
マーサポートチームの一員として、主に日本人
顧客対応。基本的に日本語のみで業務可能、
顧客対応はメールでの応対がメイン。

香港/新界

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

30K～40K
香港にある日系ITシステムコンサルタントが
コンサルタントを募集。主にERP（QAD）のイン
プリメンテーション業務を担当。

その他

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/
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 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。

その他 20K～25K Reeracoenサービス系/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。
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香港＆深圳

香港 香港

　評価を行う目的に戻って考えてみ
ましょう。昇給や賞与を抑えたい、と
いうこともあるかもしれません。た
だ、評価は賃金・賞与などの待遇決
定だけでなく、従業員の育成も意図
しています。会社としてとって欲しい
行動を指し示していくものです。そこ
でここでは「低い評価の人への
チャンスを与えること」という文脈で
回答していきます。
 低い評価を部下が理解するには条件があります。それは「1．
評価基準が予め設定し伝えられていること　2．評価の根拠と
なる事実があること　3．上司が評価者として受け入れられ、
信頼されていること　4．日常上司とコミュニケーションがとれ
ていること　5．次はどうすれば評価が高くなるかの具体案を
部下が納得できること」
 これは日常のマネジメントそのものです。納得のいく目標の共
有と日常からのフィードバックがあってこそ、はじめて理解され
ます。これらの条件があったうえで、なおかつ低い評価である場
合には事実をベースにした論理的な説明が必要となります。
　さて、実際にその低い評価を伝える時の鉄則には二つありま
す。ひとつは「悪い重い話は詳細が先、結論が後」ということで
す。ビジネスの世界では「結論から言う」のがコミュニケー
ションの鉄則だと思います。しかし重い話は別です。詳細を話し
ていると結論を相手が想像できるようになり、突然結論を言わ
れた場合と比べ、聞く側も心の準備ができると言われています。
もうひとつの鉄則はサンドイッチ話法。悪い評価をいい評価

に挟んで話すというものです。まず高い評価の中でできること
から話します。そして低い評価へ。そしてもう一度良い評価の
話に戻って、その部下の全体評価と将来への動機付けをする
というステップとなります。
　それでも低い評価結果は、部下達にとってはなかなか受け
入れられないものです。昇給や賞与の額にも影響が出ますの
で、当然その論理性・公正さを求めてきます。あらゆる角度か
ら反論してくるかも知れません。事実の見方への反論、「なぜ
あの人は？」といった他者との比較、そもそもの目標の妥当性、
あるいは全く関係ない私的な状況の訴えまで、本当にさまざ
まです。だからこそ事前準備が必要なのです。
　部下達の成長を心から願い、その成長の可能性を信じるこ
と。これができる上司ならば、部下がその低い評価を受け入れ
ることもあるでしょう。可能性を信じるからこそ勇気を持って、
耳の痛いフィードバックができるのです。当面の人間関係の悪
化回避が最優先であれば、フィードバックしないという選択肢
もあります。ただ、茶を濁す決断はクセになる。癖になったマ
ネジメントは、なかなか変わらないものです。低い評価の人を
奮起させるのもマネジメントの醍醐味ではないでしょうか。

人事労務のアナシスによる誌上相談会
「低い評価はどうフィードバックすればいいのか？」

PPWビジネス通信×アナシスVol 4

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：パフォーマンスのよくない社員に低い評価をしたいの
ですが、フィードバックは必要でしょうか？どうすればよ
いのでしょうか。

　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

※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)

● 【新企画】フィードバック講座（90分） （公開講座）
ここで言うフィードバックとは、情報伝達のためのティーチング的なア
プローチと、振り返り・立て直しのためのコーチング的アプローチの2
つを包含するコンセプトの人材育成の一手法です。耳の痛い事柄も伝
えねばならない管理者の方へ、このフィードバックの入門編をレク
チャーします。

【日時】4月12日(木)：16:30～18:00　 
【言語】日本語
【講師】黒崎幸良　アナシスグループCEO
【費用】新企画として、どなた様も無料でご参加いただけます

董事総経理  牧野祥子氏

ビジネス（香港・広東共通）
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強み（謙遜せずに考えてみよう）：
1.あなたの教育やスキル、資格証明、コネクションは、周囲の人
や同僚などと比較してどうか
2.上司や同僚は貴方の強みは何だと言っているか
3.同僚には無いあなた独自の価値観や倫理観は何か
4.最も誇りに思っている成果は何か

弱み（正直に答えよう）：
1.教育やトレーニング、スキルに欠けている部分があるか
2.上司や同僚は貴方の弱みは何だと言っているか
3.ネガティブな職業習慣や人格的特性は何か
4.自信の無さから何を避ける傾向があるか

機会：
1.どのようなトレンドが貴方の業界に影響を与えているか
2.どの分野であなたの業界は成長しているか
3.あなたのビジネスはどのように新しいテクノロジーによって
進歩するか
4.あなたは役立ちそうなコネクションを持っているか

脅威：
1.現在のキャリアにおいてどんな障害に直面しているか
2.競争相手は誰か
3.新しいテクノロジーや認証を得ることで進捗に影響は出そうか
4.貴方の成長や昇進に影響しそうな変化を、貴方の仕事や業
界はしているか

パーソナルSWOT分析のコツ
　SWOT分析とは内面的な強みと弱み、外部の好機や脅威を識別することを目的とした、有効性が実証されているメソッドで
ある。この評価には、成長のための戦略的計画を立てるのに必要となる重要な情報が含まれるため、ビジネスやマーケティン
グプランの手法として用いられる。
　また実はこの分析方法は、個人にも応用できるものである。新しい仕事を探していたり、企業内で出世を目指していたりと、
状況は人それぞれだろうが、パーソナルのSWOT分析は、目標達成の助けとなる。あなたの強みを発揮し、弱みをコントロー
ルする方法を理解することと、成長の機会を明らかにして、前進を妨げる脅威を排除するのに寄与するからである。
　分析のためには、以下のポイントを確認してほしい。

分析が終わったら、配偶者や友人、同僚など貴方をよく知る人や信頼している人に完成したマトリックスを見直してもらい、正直なフィー
ドバックをしてもらうとよい。
　そしてこの分析を元に、強みとチャンスを照合してその分野での積極的な行動をとりつつ、弱点と脅威を反芻し、回避すべき状況を理
解しよう。また、弱みから強みを発見したり、脅威からチャンスを思いつくこともあるかもしれない。
　自信のさらなるレベルアップを目指すなら、新しい職やキャリアシフトを検討したり、新たな目標やプロジェクトに取り組むたびに、こ
のメソッドを実行することをお勧めする。それによって得られる深い洞察力や行動力、物事にフォーカスする力は、きっとあなたを成功
へ導いてくれるはずだ。

　《企業年金弁法》が2018年2月1日に施行されました。
この法令は中国で業務展開している日系企業に一定の
影響を与えると考えましたので、一問一答形式で解説
させていただきます。

Ｑ1：企業年金の意義とは？　
　企業年金とは、基本養老保険への加入を基礎として、
その上積みとして企業及び従業員が自主的に設立する
補助的な養老保険制度です。基本養老保険に加入して
いる使用者及びその従業員は、みな企業年金制度を確
立することができます。ただし、企業年金制度は、法律に
より強制された制度ではなく、あくまで任意の制度です。

Ｑ2：企業年金はどのように管理されるのか？
　企業年金に加入する全ての従業員には企業年金個人
口座が開設されます。企業年金個人口座の中には、企業
納付口座と個人納付口座とが設置され、企業が納付し
た金額及びその投資収益と個人が納付した金額及びそ
の投資収益とが別々に反映されます。企業年金基金は、
国家の関連規定に則り投資運営がなされ、それによる
収益は企業年金基金に組み込まれることになります。

Ｑ3：企業年金設立の要件及び手続きとは？
　企業及び従業員は、集団協議により企業年金の設立
を確定し、企業年金方案を制定します。企業年金方案は
従業員大会又は従業員代表大会での討論を経て、所在
地の県級以上の人力資源社会保障行政部門に届出を
することになります。
　企業年金方案が届け出られた後、企業及び従業員は、
企業年金受託人を選定します。受託人は企業年金管理
資格を有する口座管理人、投資管理人を委任して、企業
年金基金の口座管理及び投資運営を実施します。

Ｑ4：企業年金方案にはどのような内容を含まなけ
ればならないか？ 変更や終了は可能か？

　企業年金方案には、参加者、資金調達、分配比率・方

法、口座管理、権利利益の帰属、基金管理、支給方法、
方案の変更・終了、組織管理及び監督方法などを約定
しなければならないとされています。
　企業及び従業員は、国家の政策に照らして、協議合
意のうえで、企業年金方案を修正することができます。
企業に解散、抹消、破産又はその他の不可抗力が生じ
て、年金方案を履行できなくなった場合、並びに企業年
金方案に定めるその他の終了条件が成就した場合は、
企業年金方案を終了することができます。

Ｑ5：企業年金の納付率は？
　企業年金は企業と従業員が共同で納付します。企業
の納付金額は従業員の賃金総額の8％を超えないも
の、企業及び従業員の納付総額の合計は従業員の賃金
総額の12％を超えないものとされています。具体的な
納付率は、企業と従業員との協議により自由に確定す
ることができます。

Ｑ6：企業年金は全従業員一律にしなければならな
いか？

　企業は職位、責任及び貢献率などに応じて、企業年
金の納付率を調整することによって、優秀な従業員の
インセンティブとすることができます。つまり、全従業員
の納付比率を一定にする必要はありません。但し、公平
性の観点から、一人の従業員のために納付する企業年
金は、全社員の平均の5倍を超えることはできないとさ
れています。

Ｑ7：企業は企業年金の納付を中止することができ
るか？

　企業は赤字、再生、買収などの状況が生じた場合、従
業員と協議の上、納付を中止することができます。　

Ｑ8：企業負担分の権利帰属はどうなるか？
　企業年金個人口座のうち企業負担部分及びその投
資収益について、最初から従業員個人に帰属するとす

ることも、勤続年数に応じて段階的に個人に帰属すると
することもできます。段階的に従業員個人に帰属すると
する場合は、その期間は最長でも8年を超えることはで
きません。

Ｑ9：企業年金の個人口座は移転できるか？
　従業員が転職した場合、転職先の使用者が企業年金
を設立しているときは、以前の企業年金の個人口座に
おける権利・利益は転職先の企業年金に移転すること
ができます。転職先の企業に企業年金制度がない場
合、企業年金個人口座は一時的に原管理機構又は他
の資格を有する機構に管理されることになります。

Ｑ10：従業員はいつ企業年金の受給を受けられるか？
　従業員は、国家の定める定年退職年齢に達したとき、
労働能力を完全に喪失したとき、又は外国に移住した
ときに、企業年金の受給を受けることができます。

以上

企業年金弁法の紹介
中
国
法
律
コ
ラ
ム 27

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
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香港

香港

　英語の勉強は日本人にとって最も難しい語学の一つ。
　―なぜ英語が日本人には難しく感じてしまうのか。
　英語が難しいと思われるその1つの理由は日本語文法と違い、矛盾だ
らけだ。

例を挙げると:
・There is no ham in hamburger.
・Neither is there any apple nor pine in pineapple.
・If teachers taught, why didn’t preachers praught?

　ネイティブスピーカーではない私た
ちは自分が矛盾していることを言って
いることに気づかないのは勿論、普段
から英語に触れていないからだ。英語
を使う家庭で育った人である場合を除
いて、どうやって英語をゼロから覚えら
れるか。英語を学んでみたけど、結局
困惑で終わることに。

ルールの説明
　英語の最も難しいところは沢山
のルールが存在するところだ。そ
れに対する説明が多くあること。
従って、英語学び、コツを捉えたと
思いきや、また矛盾が現れ、また
それを繰り返す。
　例を挙げると、いつ“ie” か “ei”を
綴るかのルールを覚えて、Eの前は
IやCの後ろはいらない。例えば
“believe”と“receipt”。ただし、英語
はこのような易しいものではない。例えば“science”?　と“weird”?　と 
“seize”?はなぜだろうか。たくさんの不規則な動詞があり、例えば、“fight” 
の過去形は“fought”とか、“lit”の過去形は“light”など。

　英語の勉強はただルールを覚えるだけでは深く理解できない。最も
重要なのはそのルールに隠れている沢山の例外を覚えることが必要だ。
非常に多い例外は、知識を用いるときも同じような原則で新しい言葉を
作る。それを、繰り返すことによって理解度が深まる。

言葉の順番
　英語のネイティブスピーカーは直感的にどの順番でどの言葉を入れ
ることができるが、初心者にはとても難しい。語順を直感的に当てはめる
のは難しく、何かを説明したりするのは簡単ではない。正しい文法を使
い、語順も正確であればEnglishスピーカーともスムーズな会話が成り
立つが、語順関係なく単語を使用して話したとすれば、その場しのぎの
会話になり本当の英語ではない。
　私たちはよく1つ以上の形容詞で1つの名詞を修飾しているが、その
順番はどうすればいいのか?　“an　interesting　little　book”で、“a　little 
interesting　book”ではない。この2つの文は文法的には間違っていな
いが、最初の文のほうが「伝える力をもつ」。初心者が苦労するうちの一
つではないだろうか。しかしそれも反復して学習することにより進歩し
てゆく。

な
ぜ
英
語
の
勉
強
は

難
し
い
の
か
?
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　視覚や味覚でわくわくするひと時を過ご
してもらえるよう、同店では愛情と情熱を
込めて料理を提供している。新鮮な寿司
や刺身以外にもおまかせ会席、天ぷら、麺
類、季節の野菜からデザートまで様々なメ
ニューを用意している。おススメ料理には、クリス

ピー寿司バーガー、5色の
寿司盛り合わせ、特選寿司盛り合わせ、桜エビと三つ葉の
天ぷら、3色団子がある。酒バーではドリンクのみのお客
様も大歓迎！店内は自然の要素と魚からインスピレー
ションを受けた家具を用いており、禅の雰囲気を味わうこ
とができる。

　同店では、昔ながらの日本の焼き鳥文化からインスピレーションを得て、焼き鳥の伝統
的な技術と西洋料理の要素を融合した料理を提供している。ゲストお気に入りの料理の
中には、明太子や和牛の串焼、沖縄産ポーク、大海老、たらば蟹、親子丼などがある。

YAKIMON（焼きもん）
住所：3/F., 8 Lyndhurst Terrace, Central（MTR中環駅D2出口）
電話：(852)2896-1838
時間：ランチ：12:00～15:00（L.O.14:30）、
  　　ディナー：日～木 18:00～23:00（L.O. 22:30）、
　　　　　　　金～土・祝前 18:00～24:00（L.O. 23:30）
フェイスブック：YakimonbyZS
インスタグラム：Yakimon_ZS

Sakana No Aji（魚有魚味)
住所：2/F., 8 Lyndhurst Terrace, Central (MTR中環駅D2出口)
電話：(852)2896-6018
時間：ランチ：12:00～15:00（L.O.14:30）、
  　　ディナー：日～木 18:00～23:00（L.O. 22:30）、
　　　　　　　金～土・祝前 18:00～24:00（L.O. 23:30）
フェイスブック：SakanaNoAjibyZS
インスタグラム：SakanaNoAji_ZS

Sakana No Aji（魚有魚味）では新鮮な刺身、
YAKIMON（焼きもん）では美味しい焼き鳥が味わえる！

2店舗では日本で最も人気のある日本酒とウイスキーも取り揃えており、食事をしながらドリンクを楽しむこともでき、
8名様まで収容可能なプライベートダイニングルームも用意している。

YAKIMON（焼きもん）
伝統的な焼き鳥と西洋の要素を融合
YAKIMON（焼きもん）
伝統的な焼き鳥と西洋の要素を融合

Sakana No Aji（魚有魚味）
日本の味わいを表現

在香港日本国総領事館で公邸料理人を務めた日本人のエグゼクティブシェフ、Suzuki Takeshi氏が率いる
Sakana No Aji（魚有魚味）とYAKIMON（焼きもん）は、中環（セントラル）のLyndhurst Terraceにある人気の
フードハブに店舗を構える。日本料理で長年の経験を積み、豊富な専門知識を持つ同氏は、日本より最高級
の季節の食材を選び、日本の味の純粋な味と鮮度を巧みな料理技術で引き出している。

ZS Hospitality Group、中環（セントラル）にある日本食フードハブにオープン！

Pocket Page Weekly 23 March 2018 No. 63612B

香港グルメ


	P01 Cover 636 v2
	P02 Pick up_636
	P03 AD_636
	P04 NEWS HK_636
	P05 AD_636 v2
	P06 Job Search_636
	P07 Job Search_636
	P08 Job Search_636
	P09 Anaxis_636
	P10 Business shintong_636 v2
	P11 school english_636
	P12 Gourmet _zs group_636 v2
	P13 Gourmet _niji_636
	P14 Gourmet _mari_636
	P15 AD_636 v2
	P16-17 Property Rakurashi_636

