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今週の香港ピックアップ 謙信アセットコンサルティング（香港）主催
海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ

4月13日～15日

「公的年金の受給開始年齢70歳超へ」
　政府は公的年金の受け取りを始める年齢について、受給者の選択で70歳超
に先送りできる制度の検討に入った。年金の支給開始年齢を遅らせた人は毎月
の受給額が増える制度を拡充し、70歳超を選んだ場合はさらに積み増す方針と
のことである。
　現在の公的年金制度では、受け取り開始年齢は65歳が基準で、受給者の希望
に応じて、原則として60～70歳までの間で選択することができる。受け取り開始
を65歳より後にすれば毎月の受給額が増え、前倒しすれば減る仕組みになって
いるが、政府は受給開始年齢の上限をいまの70歳から75～80歳程度に引き上
げることを想定している。
　受給開始年齢の引き上げで支給が不要になる分を、その後の受給額上乗せ
の財源に充てるとのことだが、そんなに事がうまく運ぶとは思えない。国の基礎
的財政収支(PB)の対象経費のうち医療や年金などの社会保障関連費用は44%
超を占めている。2022年から団塊の世代が75歳以上になり始め、医療や介護に
かかる費用はさらに膨らむ見通しだ。
　内閣府の試算では歳出抑制に手を着けなければ、社保費の膨張や物価上昇

で国の歳出は18年度の97.7兆円から、25年度に120.5兆円まで膨らむ見通しだ。
その後も自然体のままでは大きく膨張する歳出をどのように抑えていくかを示
す必要があるが、政府は楽観的な経済成長シナリオを描くのみで、少子高齢化
の現実に目を背けているとしか思えない。
　最低でも国家財政の破綻を回避し、将来世代に禍根を残さないためには、い
まの現役世代は医療費の負担が増え続け、年金支給額が減り続けることを覚悟
しなければならない。人生100年時代、つまり100歳まで現役で働き続ける覚悟
が必要な時代が来た、と考えざるを得ない。

なつかしくて愛しい時代にタイムスリップ！
　荃新天地Citywalkでは昔懐かしい香港をテーマにイベントを開催す

る。上海理髪店、涼茶鋪と呼ばれる伝統的なチャイニーズバーブティー

の店、今は見かけることもなくなった人力車もあり、訪れた人を70～80

年代に連れ戻してくれる。会場には60年代から現代までの荃灣の移り

変わりの様子を見ることが

出来るフォトギャラリーも併

設され、それはまさにタイ

ムトンネルだ。ぜひご家族

で足を運んでみよう！

イースターイベント
「回味香港情」

～4月8日

芳華年代
レスリー・チャンとアニタ・ムイ

5月30日～ 6月10日

いつまでも褪せることない、その魅力
　70年代末から90年代は香港映画界の黄金時代であり、色々な名作が残

されている。この黄金時代に二人のスーパースター、レスリー・チャンとア

ニタ・ムイが現れた。惜しまれつつも若くしてこの世を去った二人は多く

の作品を残した。今年は彼らが去ってから15年。時代を超えても愛される

作品を厳選し、二人が主演の「ルージュ」、「川島芳子」、「覇王別姫」など有

名な作品が上映される。

コンサート
久石譲

5月4日～6日

久石譲のシンフォニーコンサート
　久石譲が2010年以来、久しぶりに香港でコンサートを開催！　2016年

に作曲された「The East Land Symphony」は、今回のコンサートで初演

奏。北野武監督の映画作品「菊次郎の夏」、

「キッズ・リターン」、「花火」のために作られた

3曲も披露する。後半の演奏は昨年アレンジし

たジブリ映画「天空の城ラピュタ」のシンフォ

ニーも演奏。今回は久石譲自らピアノを弾き、

記憶に残る素晴らしい演奏をファンに届ける。

Citywalk, 1 Yeung Uk Rd., Tsuen Wan
10:00～22:00
citywalk.hk

Concert Hall, Hong Kong Cultural Centre, 10 Salisbury Rd., TST
15:00～17:00
(852)2111-5999
www.hkphil.org/eng/concerts_and_ticket/concerts/concertdetail.jsp?id=624
HKD1,080、HKD880、HKD680、HKD480
オンラインチケット：Ubtrix、Viagogo

(852)2111-5999
https://goo.gl/Bwj8mf
HKD45

This Towns Needs (TTN), 1/F., Ocean One, 6 Shung Shun St., Yau Tong
19:30～
HKD350 (当日券)、HKD280 (前売り券)
hnibofficial

G/F., 196 Portland St., Mong Kok
12:00～27:00

Shop B, C, D, Welly Bldg., 97 Wellington St., Central
11:30～16:00、18:00～22:30、日休
(852)2328-6227、(852)9667-0905（弁当注文はこちら）※WhatsAppでも承ります

プロモーション
ケンコー食品ラーメン

展開中

Lyric Theatre, The Hong Kong Academy for Performing Arts, 
1 Gloucester Rd., Wanchai
大人 HKD895、HKD745、HKD545、HKD445
学生 HKD645、HKD445

3名以上のご来店で、焼酎1本が貰える！
　中環（セントラル）で本格博多長浜ラーメンが食べられると評判の「ケンコー食品ラーメン」

から、太っ腹プロモーションのお知らせ！　ディナータイム限定で3名以上でご来店いただくと、各

組1本、本格芋焼酎「鉄幹(720ml)」(黒)or(白)が貰える。季節を問わず「もつ鍋」（HKD96）や「お

でん」（HKD8～）といった食欲そそられる居酒屋メニューで人気を集める同店は、焼酎やワイン

が1本無料になるお得なポイントカードも好評で、週に1、2度来店する顧客もいる愛され店。配

送地域によって1個から注文が可能な弁当類も好評で、当日の午前10時30分までの注文で時

間通りに配達をしてくれる。赴任直後で行きつけ店が見つかっていない方は、先ずはケンコー

食品ラーメンに行ってみよう！

大人気！ 本格的なヘルシー蒸し鍋専門店
　伝統的なホットポットの代わりに健康的な鍋を探しているなら、ぜひ

Boat Dweller Steam Hot Pot Specialistの蒸気火鍋を試してみよう。伝

統的な中国の鍋と違って、鍋で煮るのではなく、穴があいているスチー

ムプレートの上で厳選

食材を蒸して食す。ここ

の主な食材はロブス

ター、カニなどを始め。

新鮮な海鮮がメイン！素

材そのものの味をじっく

り堪能しよう！

正宗水上人氣鍋專門店
Boat Dweller Steam Hot Pot Specialist

カウルーンシティパーク
九龍寨城公園

当時の歴史を感じることができる九龍寨城
　九龍寨城公園は元々中国の軍事要塞だったが、1898年に英国に賃貸

された後、売春や薬物売買、賭博、違法行為が行われ、多くの犯罪者が

集まる不法地区になった。しかし、1993年にこれらの建物は取り壊され、

再開発された。現在、

九龍寨城公園には中

国式庭園や、九龍寨城

の当時の様子を見る

ことができる展示資料

館もあるのでぜひ、足

を運んで香港の歴史

を感じてみてほしい。

Maniac Presents HER NAME IN BLOOD 
“FULL POWER TOUR” 2018 HONG KONG

4月29日

2年ぶりとなるHer name in bloodのスペシャル・ライブ
　2003年結成したメタルコアバンドHer name in blood「ハー・ネーム・

イン・ブラッド」は、東京を拠点に活動しているメタルコアバンドである。

日本でのFULL POWER TOUR 2018開催に先がけて、ニューアルバム

「POWER」を引っさげ、2年ぶ

りとなる香港でのスペシャ

ル・ライブが開催決定。今ラ

イブチケットはManiac公式

サイトで絶賛発売中。

Spirit of Ireland
「Irish Celtic」

6月12日～17日

ダンス、ロマンチック、伝統的なアイルランド
　「Irish Celtic」Spirit of Irelandは6月に香港で初のダンスショーを開催

する。Irish Celticはフランスとドイツの巡りツアーで大成功を収めて、今

回は香港で驚くようなダンスパフォーマンス

で人々を魅了する。今回の演出はBraveheart

とLast of the Mohicansのロマンチックな曲

を演出し、情熱的な音楽を演奏。タイタニック

号の航海の壮大な振り付けにリズミカルな

タップダンスなど、伝統的なアイルランド文

化と伝統舞踊に触れてみる絶好の機会！

Kowloon City, Hong Kong

講師プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
香港系大手IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)所属。
顧客ニーズに合わせて幅広い保険商品を提案可能。格付け
会社勤務経験を生かした金融商品のリスクとリターンの丁寧
な説明に定評がある。個別相談はHPから事前予約を。

＜セミナー日時・場所（参加費無料・定員各10名）＞
4月13日（金）香港 10:00～12:00（場所：湾仔）
4月14日（土）香港 15:00～17:00（場所：尖沙咀）
4月15日（日）深圳 15:00～17:00（場所：羅湖）
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
(852)9062-0532　　            　   www.kenshin.com.hk　　
kitsu@kenshin.com.hk　　 　 WeChat：hidekitsu1

香港ピックアップ
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香港 香港

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
17年12月～18年2月の香港失業率、横ばいの
2.9％＝統計局
　【香港時事】香港政府統計局は19日、2017年12月～18年2月期の失業率（季節調整済み、暫定値）が
2.9％だったと発表した。17年11月～18年1月期と同じだった。香港への旅客回復に伴い、小売りや宿
泊サービス業が大きく改善した。
　失業者数は約300人増の10万6900人、就業人口は約1万0300人増の387万2400人。労働力人口は
397万9300人と、約1万0600人増えた。
　労働・福祉局の羅致光局長は17年12月～18年2月期について、「労働市場は良好な状態を維持し
た」と指摘。今後に関しては、地元経済がおおむね好況であることから、労働市場は短期的には逼迫

（ひっぱく）した状態が続くとの見解を示した。（2018年3月20日掲載）

マカオ・銀河娯楽、日本進出に改めて意欲＝IR誘致
の全自治体視察
　【マカオ時事】マカオのカジノ運営大手、銀河娯楽集団（ギャラクシー・エンターテインメント・グルー
プ）のウォーカー副社長（国際開発担当）は14日、カジノを中核とする日本の統合型リゾート（IR）への参
入に関し、誘致を進めているすべての自治体を視察し、関係者と協議を行っていると述べ、日本進出に
改めて意欲を示した。
　同社は日本のカジノ市場参入をにらみ、2015年1月に東京事務所を開設。ウォーカー副社長は、16年
12月のIR推進法の施行を受けて日本での取り組みを強化していると指摘した上で、「政府や県、市、企
業、地元関係団体と会合を重ねている」と語った。一方、都市部や地方など具体的な進出場所について
は明言を避け、「日本進出がまず重要だ」と強調した。
　また、進出に際しては、モナコの高級ホテル・リゾート運営会社のモンテカルロ・ソシエテ・デ・バン・
ド・メール（モンテカルロSBM）と提携し、日本の銀行や不動産会社、ゼネコンなどとコンソーシアム（企
業連合）を組んで事業展開する方針を示した。
　マカオのIR施設に入るホテルオークラに関しては、ホスピタリティーを高く評価した上で、「日本でも
オークラとパートナーになりたい」と言明。オークラも協力的だが、実現するかどうかは最終的に進出場
所によって左右されると述べた。
　このほか、日本のIR施設は文化やおもてなしの心などを取り込み、「マカオやラスベガスのコピーでは
なく、日本固有のものにしたい」と抱負を明らかにした。（2018年3月15日掲載）

 上海・華東
上海で越境EC商談会開催＝日中業者を橋渡し－
ジェトロとタオバオ
　【上海時事】日本貿易振興機構（ジェトロ）は19日、上海市内で中国電子商取引（EC）最大手、阿里巴
巴（アリババ）集団のECサイト「淘宝（タオバオ）」と共同で、日中業者の商談会を開催した。上海での開
催は昨年に続き2回目。
　化粧品や美容品などを扱う日本企業と、タオバオの輸入品取扱店舗を橋渡しし、中国国内で高まる
日本製商品の越境ECや、販路開拓を後押しするのが狙いだ。
　今回は、タオバオ内で正規流通の確立やブランド構築、適切なプロモーションなどを支援している
タオバオの「パートナー企業（SP）」が、中国で売れそうな製品を提供する日本企業を選定。選ばれた日
本企業42社（52ブランド）と、タオバオ店舗（バイヤー）250社が商談会に参加した。
　昨年12月には東京でSP8社と、日本企業とのプレ商談会も開かれ、SPから高い評価を得た一部日本
企業も、今回の商談会に加わった。
　タオバオは利用者4億人を超える中国最大のECサイト。ただ、代理購買などによる非正規品の流通
も存在し、「販売価格がコントロールできず、ブランド価値を損なう」といったリスクが問題になってい
る。（2018年3月20日掲載）
 

 その他アジア
アリババ、ラザダに20億米ドル追加出資＝東南ア
ジア市場強化
　【シンガポール時事】中国電子商取引最大手の阿里巴巴（アリババ）集団とシンガポールのオンラ
イン通販会社ラザダは19日、アリババがラザダに20億米ドル追加出資すると発表した。両社は「今後
のラザダの成功、そしてアリババのグローバルな成長戦略上重要な東南アジア市場の成長見通しに
対するアリババの自信を示すものだ」としている。
　これに伴い、アリババの共同創設者の一人で現在ラザダの会長を務めるルーシー・ペン氏が、ラザ
ダの最高経営責任者（CEO）に就任する。ラザダの創業者で2012年からCEOだったマックス・ビット
ナー氏はアリババのシニアアドバイザーとなる。
　ラザダは東南アジアのオンライン通販最大手で、シンガポールのほか、インドネシア、マレーシア、
フィリピン、タイ、ベトナムで事業展開している。
　アリババによるラザダへの出資額は累計40億米ドルとなる。アリババは16年、ラザダに10億米ドル
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免責事項
・掲載している情報（本情報）の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用（複製、転載等）することはできません。  ・時事通信社およびその情報提供者は、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

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

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

出資し、株式の過半数を取得。17年に10億米ドル追加出資し、出資比率を83％に拡大した。今回の出
資による出資比率の変化については明らかにしていない。（2018年3月20日掲載）

ハチバン、ラーメン店を展開へ＝現地企業とフラン
チャイズ契約
　【ハノイ時事】外食チェーンを運営するハチバンは19日、ベトナムでラーメン店「8番ラーメン」を
展開するため、現地の流通・外食企業メサ・アジア・パシフィック・トレーディング・サービス（ハノイ）
とフランチャイズ契約を結んだと発表した。9400万人近い人口を抱え、経済成長を続けるベトナム
は外食需要の一段の拡大が予想されるため、有望市場とみて参入を図る。1号店の年内開業を目指
すとみられる。
　メサ社は2010年から外食分野を手掛け、「大戸屋」「丸亀製麺」など海外の外食チェーンをフラン
チャイズ展開している。ベトナム国内で知名度や信用が高いことから、事業パートナーとして最適と判
断した。
　ハチバンは1992年、タイで「8番ラーメン」の海外１号店を開き、現在は同国に124店を持つ。香港
でも「8番ラーメン」などを8店舗、運営している。（2018年3月20日掲載）

ケッペル、サイゴン・スポーツ・シティを100％取得＝
シンガポール
　【シンガポール時事】シンガポール政府系複合企業ケッペル・コープは18日、不動産子会社ケッペ
ル・ランドが子会社オイル（アジア）を通じ、ベトナム・ホーチミン市で開発中の複合エリア「サイゴン・
スポーツ・シティ」を保有するジェンシティの株式のうち、未保有の10％を、ジェンクラブから約1140万
米ドル（1500万シンガポールドル）で取得したと発表した。これにより、サイゴン・スポーツ・シティは
完全にケッペルグループの傘下に入った。
　サイゴン・スポーツ・シティの開発は、ケッペル・ランドがケッペル・アーバン・ソリューションズとと
もに進めている。敷地面積は64ヘクタール。4200戸の高級住宅や娯楽施設、ショッピングモール、飲
食店などが一つになったベトナム初のワンストップの複合エリアとなる。総開発費用は5億米ドル以
上になる見込み。
　開発第1期では、総延べ床面積約9万平方メートルの商業スペースのほか、約1220戸の住宅が整備
され、そのうち620戸の住宅が今年後半に売り出される予定。（2018年3月20日掲載）

【アジア風・大阪だより】洗練
◆3月上旬、休暇を利用して信州・白馬村へスキーに行った。八方

尾根は何年ぶりだろうか。こぶだらけのコースの難しさは変わら
ないが、大きく変化したのはゲレンデの雰囲気だ。特に外国人
スキー客が急増している。英語やドイツ語、スペイン語のほか、
中国語や韓国語など多くのアジア系言語が飛び交っていた。

◆実は、アジア系の観光客の傍若無人ぶりは少々苦手だ。普段通
勤に利用する難波駅などでは、相手が隣にいても数十メートル先まで聞こえそうな大声でしゃ
べり、笑う。改札の入り口や出口でおもむろに立ち止まって荷物をのぞき込んで道をふさぐ。早
足で大型の旅行用ケースをごろごろ転がし、他人の足や体に当たっても知らぬふりで通り過ぎ
てゆく…。

◆だから、異国の言葉が耳に入ればそれは遭遇の前兆だ。災厄が降り掛からないか、まず警戒し
てしまう。ところがゲレンデでは、そういう場面には全く出くわさなかった。彼らもゲレンデでは
優雅に過ごそうと考えていたのか、他にも理由があるのか、原因はよく分からないが、異国の
言語が聞こえても、ＢＧＭとして聞き流すことができた。

◆もっとも、40年ほど前の日本人観光客の行状も、海外では非常にひんしゅくを買っていたと聞
く。だから、怒鳴るように話し荷物をぶつけてくる人も、いずれ洗練されて優雅なふるまいに変
化するのかもしれない。今のところは、難波駅や関西空港では飛行機の時間を気にして言動
が荒っぽくなっているだけ、と思うことにしておこう。（兎平）

（2018年3月20日掲載）※ニュースは「時事速報」より抜粋
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プレゼンツ

  香港一の大富豪、李嘉誠が現役引退を表明
　3月16日（金）、今年90歳を迎える香港一の大富豪「李嘉誠（レ
イ・カーセン/リ・カシン）」が年次総会で会長引退を表明し、経営
の一線から退くことを伝えました。長江實業集團有限公司（CK 
Asset Holdings Limited/上場番号1113）と68年間トップであった
長江和記（CK Hutchison Holdings/上場番号0001）は、53歳の長
男の李澤鉅（Victor Li/ビクター・リー）が引き継ぐことになります。
　中国ウィキペディアによると、李嘉誠は広東省潮州（潮安区）の
出身、日中戦争で混乱中の中国から逃れるために1940年（当時
12歳）に家族で香港にやってきました。1941年秋に父親が亡くな
り、学校をやめて叔父の時計修理会社に入社、その後はレスト
ランや時計販売業を経験し、1945年（当時17歳）におもちゃ販売
員として活躍し、2年でマネージャーに昇格。そして1950年（当時
22歳）、親戚からお金を借りてプラスチック造花を製造する長江プラスチック工場を立ち上げ、「ホン
コンフラワー」として世界的にヒットする。1958年には不動産業に参入して1971年に長江實業（集団）
有限公司（長江和記の前身）を設立、1972年には上場を果たします。
　長江和記のウェブサイトによると、長江和記は世界50か国、従業員29万人の企業。香港では生
活・交通インフラの工事、エネルギー関連や小売り産業など、香港人の生活基盤を支える会社と
なっています。

なお、香港メディアTOPickは、李嘉誠の6つの習慣を紹介していましたので、ご案内します。

１．手ごろ価格の腕時計
　愛用の腕時計はCitizen（シチズン）、「運動に便利、軽く使いやすい、故障の心配不要、少なくとも10
年は使える」とインタビューで回答。

２．時計の針を30分進めている
　時間を大切にする李嘉誠は、時計の針を30分進めている。移動中に渋滞となっても、30分もあれば
交通機関で目的時間に到着できる。

３．整理整頓されているデスク
　デスク上には電話、時計、メモとペンくらいで、ファイルや写真などは無い。机に紙を置かず、今日の
ことは今日終わらせている。

４．週末はオフィスに行かない
　「週末は日常業務をしない。会社や業務のことをオフィス以外で考えるのは重要だ。」とメディアに
答えています。

５．学ぶことをやめない。
　学校は中退したが中古教科書で勉強はしていた。最近のインタビューでは「BBCテレビで字幕を大
きな声で読み、英語を勉強してるよ」と答えています。

６．ゴルフ好き
　李嘉誠は無類のゴルフ好きとして知られており、インタビューでは毎日1時間30分ゴルフをした後
に出勤していると答えています。

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
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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

小中学生対象の大手学習塾が講師を募集。
数学、英語の授業提供。学生への指導。進路
相談、コンサルテーションなど。塾講師希望者
歓迎。未経験者でもやる気のある方は考慮。

RGF 香港香港/九龍 18K～23K
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

化粧品製造・販売企業がデジタルマーケティン
グ担当者を募集。自社サイト、SNS、Webバ
ナーやコンテンツ管理。マーケットのリサーチ
や分析。3年程度のeコマース・デジタルマーケ
ティング経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/新界 23K～25K営業・販売系/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

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

日本人向け情報誌の出版社が編集者を募集。
情報誌の編集業務。特集記事の決定から、取材
対応まで実施。広告営業など、無形商材の提案
営業経験をお持ちの方。英語もしくは北京語
のスキルをお持ちの方。

RGF 香港香港/香港島 18K～22Kクリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン

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）

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）

※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）
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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

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

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～30K
オンライン投資取引事業１、セールスマネー
ジャー：顧客関係管理、既存顧客へのフォロー
アップ２、セールスアシスタント

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）

HKD
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
する方。

東莞

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機器部品商社が海外統括営業マネー
ジャー（深圳・香港）を募集。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/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

HKD
20K～25K

営業マネージャー：ガラス加工品の営業及び
アフターサービス。深圳

華南WORKS営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

HKD
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

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 25K前後 
(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/
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

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

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/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 28K～33K

日系専門商社がマネージャーを募集。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10年以上。拠点責任者へ
昇格の可能性あり。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営業・販売系/商社 香港/九龍 20K～25K

大手総合商社のグループ企業が本社スタッフと
同等レベルの仕事にチャレンジいただける方を
募集。顧客、仕入先、協力工場の間に立って折衝
を行いプロジェクトを遂行。英語ビジネスレ
ベル。

Pasona Asia営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 経験値に
より応相談

日系EMS展開企業がグループ内の物流を担う
アシスタントマネージャーを募集。5年以上の物
流経験。配達問題が生じた際、工場やサプライ
ヤーとのトラブルシューティング。英語ビジネ
スレベル。
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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

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 香港/九龍 30K～

購買部のマネジメント、スタッフの指導。各種
商品の海外からの購買。値引き交渉や、配送
計画のフォロー。ビジネスレベルの英語。経験
により新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫 ～30K
日系顧客を中心とした華南地区マーケットの
営業。営業マーケティング経験のある方。物流
経験のある方歓迎。ビジネスレベルの英語、
コミュニケーションレベルの北京語尚可。

香港/九龍

キングスウェイ技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 ～28K

ローカル金融企業がプログラマーを募集。自社
システムおよびウェブサイトの管理、セキュ
リティを担当。Linux、PHP、Java他を使用。
ビジネルレベルの英語、ビザサポート検討可。

香港/九龍

キングスウェイ
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
旅行・レジャー・観光

応相談
広東語の新聞記事を日本語へ翻訳。オフィス
庶務。勤務時間交渉可。ビジネスレベルの広東語、
英語必須。

香港/九龍

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

RMB～25K上海
顧客からの会計･税務に関する問い合わせ対応、
グループ内部の監査法人、会計士、スタッフと
の調整、監査スケジュール他、調整業務。ビジ
ネスレベルの北京語要、ビザサポート可。

キングスウェイ

キングスウェイ応相談香港/九龍

メディカルアシスタンス、医療保険、健康診断
プランの提案営業。既存顧客のフォロー中心、
新規開拓もあり。法人営業経験あれば尚可。
経験によりビザサポートあり。将来的にアジア
各拠点へ転勤可能な方。

営業・販売系/
その他サービス

キングスウェイ～23K香港/九龍
個人消費財の通信販売商社で個人顧客等対応
窓口業務。問合せ対応、納品期日管理、着金
管理、返品処理、在庫管理。ビジネルレベルの
英語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

キングスウェイ～20K香港/九龍
薬品､サプリメント取り扱い商社の商品管理。
商品データ入力、社内各部署とのやり取り、上司
への報告、簡単な倉庫内作業など。語学不問。
イラストレーター、フォトショップできる方歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 ～20K
日本と香港・中国間の物流コーディネーション
業務、トラック手配。現地委託先への指示。
報告書等の資料作成。ビジネスレベルの英語、
広東語又は北京語尚可。ビザサポート可。

キングスウェイ企画・宣伝・広報/
マスコミ・広告・デザイン ～20K

記事編集、ソーシャルメディアの企画・運営。取材
活動、広告作成。ビジネスレベルの英語、北京語
尚可。ビザサポート検討可。

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/
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/
専門商社・総合商社 香港/九龍 30K～35K

樹脂製品を取り扱う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及び新規
開拓業務,華南地区のＯＡメーカー向けに営業
（3回・週出張）など。★業界不問、営業経験
必須、北京語必須。

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）
サービス系/外食・フード 50K～70K

寿司レストランが（エグゼクティブ）シェフを
募集！ 香港第1号店のシェフとしてお客様にこ
だわりのお寿司とHappy空間を提供。★寿司
職人のご経験がある方、海外に和食を広めた
い方。

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）

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）

20K～22K

化粧品販売企業がカスタマーサービスを募集！
カスタマーサービス業務全般、受注対応（商品
の説明・請求書発行・配達スケジュールのア
レンジ）など。★経験不問、カスタマーサービス
経験がある方優遇。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）
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）

マーケティング・
企画・リサーチ/
小売・流通・通信販売

13K～20K
（経験や能力に
より応交渉）

スマートフォンケースデザイン・販売企業がマーケ
ティングを募集！　フェイスブック／インスタグラムな
どSNSへの投稿、インフルエンサーと協力をしマー
ケティング企画とアレンジ等。★社内スタッフと
スムーズにコミュニケーションができる英語力。

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/
小売・流通・通信販売

アシスタント/
スタッフ　
15K～25K
マネージャークラス
25K～40K

小売業運営をしている企業がEcommerce
スタッフを募集！　オンラインビジネス戦略の立案、
イーコマースのオペレーション管理など。★イー
コマースビジネスを経験された方、マネー
ジャー/管理経験者歓迎。

香港/九龍
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香港＆ベトナム

香港 香港

　ブランディングは、独自のブランド
を好む消費者にアピールするという
意味では大企業同様、中小企業に
とっても大切なものだ。
　それはあなたやチーム、外部の
ユーザーそれぞれにとってのビジネ
スを定義する方法であり、外部から
どう見え、どのような印象を与える
か、ということであると同時に、ビジ
ネスのアイデンティティであり、その
本質と価値を表す。
　戦略的ブランディングのメリット
は、顧客が感情をシェアすることで
ブランドの価値観や信念が広まって
売上が増加したり、ブランド力が増
すことにある。それはロイヤリティー
やさらなる支持にも繋がり、競合相
手が売上達成のためにディスカウン
トせざるを得ないときでも、あなた
は定価を貫くことができるかもしれ
ない。また、キャンペーンや購買層
を広める理想的なプラットフォーム
を得られる可能性もある。以下に10
個のブランディング成功の秘訣をご
紹介しよう。

1.ブランドを定義する
　まず提供する製品やサービスから、それらが占める市場のス
ペースを特定し、感情的、合理的なニーズと顧客の思惑を研究
しよう。ブランドキャラクターは事業を促進して顧客と繋がり、市
場で差別化をしてくれる存在であるべきだ。

2.客観的視点を大切に
　私達個人は、何者であり、誰が誰と結びついているのかを定
義する信念、価値観、目的で構成され、それぞれのパーソナリ
ティが、様々な状況でどう行動、発言してどのような服を着るか
等を決める。大衆は直感的だ。自らのキャラクターが何であるか
を考慮することは普段あまりないが、ブランドを構築するには
彼らの理解を得ることが不可欠になる。

3.ビジネスの原動力を考える
　何を信じ、目的は何なのか。誰がブランドのヒーローなのか。
これらは、感情的なブランドポジショニングを確立し、ブランド
コミュニケーションのアイデンティティと、キャラクターを知らせ
るのに役立つ。

4.顧客との長期的な関係性の構築を目指す
　見せかけのキャンペーンや顧客の期待を高めたのち約束を
破ったりせず、まっとうなブランディングで顧客の信頼を得るこ
と。会社が何者なのかをクリアにし、日々の企業活動で真の価
値を作り出すのだ。

5.顧客へのスタンスは変えない
　顧客への語りかけは一定のトーンを保つ。それはビジネスの
個性を強めて提供をクリアな形にするので、顧客が製品やサー
ビスに何を期待するのか、正確に知ることができる。

6.顧客に対して同じメッセージを
　同じやり方で繰り返してはいけない
　それよりも重要なメッセージを連携させ、一貫したアイデン
ティティを構築することを目指すのがポイント。

7.大手や有名ブランドの真似はしない
　目指すのは自社独特のアイデンティティ。独立系企業に関心
を示す客層は確かに相当数存在し、逆に大手が独立系企業の
真似をしようとしているほどだ。真に独立した事業者なら、彼ら
の意識にマッチした事業展開をし、本物を探す顧客の心を惹き
つけることができるはず。

8.革新的に、大胆に。信念を貫く
　大手ブランドは、官僚主義の経営層に邪魔され、顧客の常に
変化するニーズに柔軟に対応することが難しい。時にそういった
存在によってブランドは、大切な個性を失ってしまうことがある。

9.顧客とのコミュニケーションには常にブランディングを考える
　無理な割引などでブランドの地位を落としてはいけない。そ
れよりは多くのオファーを出そう。プロモーションは、ブランド
ミッションを強化するチャンスだ。

10.顧客を味方につける
　顧客との適切な距離を保って彼らの知性を尊重すること。顧
客にブランドについてより深く探求するよう動いてもらうことが
できれば、彼らは知り得たことを、まだブランドを知らない他者
に対して広める伝達者になってくれるかもしれない。
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