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一緒にPPWを作りませんか？ 
Making our magazine together!

ぽけっとページウイークリー(PPW)では、空いた時間を利用して誌面に登場していただける
香港在住の方を募集中です。駐在員から奥様、永住者、ご家族での応募も大歓迎です。自薦
他薦は問いません。詳細は週刊PPW新聞編集部(editor@pocketpage.com.hk)までお問
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Pocket Page Weekly (PPW) is looking for HK residents who can appear on our 
magazine during free time. We welcome any expatriates, wives, permanent 
residents and family members and also accept both recommendations and 
direct application. For further information, please contact our editorial section 
(editor@pocketpage.com.hk). 
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今週の香港ピックアップ 和家 -なごみや- オープン記念
無料ちょい飲みセット実施中！

City Hall Concert Hall
20:00～
(852)2111-5999
www.pphk.org/concerts/recitals/bomsori-kim
HKD480、HKD300、HKD200、HKD100 

1/F., Chao Shao-an Gallery, Hong Kong Heritage Museum, Sha Tin
http://hk.heritage.museum

どて焼きとおでんが自慢！ 朝4時まで営業の新店舗
　日本、シンガポール、香港と数々の人気店で活躍する敏腕日本人大将率いる新店舗

「和家 - なごみや -」が3月21日、銅鑼湾（コーズウェイベイ）にプレオープン。朝4時まで営

業している同店舗は香港では珍しい白味噌で煮込んだ本場大阪の「どて焼き」と「お

でん」に加えて、滋賀・近江八幡から仕入れた「赤こんにゃく」を味わうことができる。日本

から仕入れた食材をじっくりと丁寧に煮込んでいるので、芯までだし汁が浸み込んだ、

ココロまでほっこりする味。プレオープン期間中、同店舗のFacebookページを「いいね！」

して、画面をスタッフに見せた方には瓶ビールとどて焼きがついた「ちょい飲みセット」

を全員にプレゼント！　ディナーや二次会にご利用いただくのも良し、夜遅くまで働いてい

てどうしても日本食が欲しくなった方はぜひ来店してみて！

懐かしいゲーム、もう一度遊びたい！
　スーパー任天堂、メガドライブ、ゲームボーイ、プレイステーション、

エックスボックス、ウィー、どれがお気に入りのゲーム？　パックマン、スー

パーマリオブラザーズ、ストリートファイ

ター、リーグ・オブ・レジェンド。どれが子

供の時に夢中したゲーム？　モノクロから

16ビットディスプレイ、そして現代的な

HD　VR。代々のゲームには思い出もたく

さんあるはず。K11で昔と今のゲームを

楽しもう！

K11 present: Game Up
Digital playground - ME:MILLENNIALS series

5月20日～21日

映画
Early Man (広東語バージョン)

上映中

ダグと仲間たちは幸せな暮らしをを奪回できるか？
　恐竜が滅亡し、人類はサッカーと文明を生み出す。仲間たちと幸せに暮

らしてる中、軍隊に攻め込まれた。彼はサッカーの試合で乗っ取られた集

落を奪回しようと試みる. . .

‘Uncle　Pringles’の名でポテト

チップスのキャラクターに似て

いると市民に親しまれている

元財務長であったJohn　Tsang

氏が吹き替えをしている話題

の作品！(広東語バージョン)

At the Gates Live in Hong Kong 2018
アジアツアー開催

5月2日

デスメタルバンドの刺激的ライブ！
　来る5月、デスメタルバンドであるAt　The　GatesとBay　Area　Thrash 

Metalが香港にやってくる！ At The Gates アジアツアーが5月2日に香港

にて開催される。Bay Area Thrash Metalも5月8日香港にやってくる。そ

の間TTNは多くのヘビメタ音楽

ファンを召喚！　NTTは2つのライブた

めに限定50枚のチケットを提供し、

At The Gateのチケットは2月28日に

発売された。Bay Area Thrash Metal

は3月7日から発売開始されている。

エキシビション
Porcelain and Painting

～11月19日

二人の巨匠の心の結びつきから生まれる芸術作品
　Lingnan絵画学校の2人の巨匠であるChao　Shao-an氏とYang 

Shanshen氏の親密な友情は心の中だけではなく芸術作品の創造にも

つながった。両氏は1940年

代から香港に居住。共同で絵

画を制作。この展覧会では貴

重なプライベートコレク

ションから選ばれた作品を展

示。彼らの独特のスタイルを

磁器にどのように表現した

かを堪能する事が出来る。

Exhibition

K11, 18 Hanoi Rd., TST
http://artjourney.k11.com

10/F., Circle Plaza, 499 Hennessy Rd., CWB
19:00～4:00（L.O. 3:30 日定休）
(852)2369-8281
nagomiyahk

TTN This Town Needs, 1/F., Ocean One, 6 Shung Shun St., Yau Tong
20:00～22:30
(852)5993-6252
HKD380

16/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST
月～土 17:00～25:00、日休
(852)5336-8036
www.yoishohk.com
テーブルチャージ HKD200/名

E-Max, Kowloonbay International Trade &
Exhibition Centre
19:30～21:30
http://venue.cityline.com
edproductionhk
HKD780、HKD580

夕方5時から営業中！
立寄り酒場 酔いしょ

毎週水曜日

レディースデーでワイン1本無料でもらっちゃおう！
　尖沙咀（チムシャーツイ）の赫德道にある立寄り酒場「酔いしょで」は、現

在、毎週水曜日をレディースデーとして、プロモーションを実施中。来店のグ

ループ内に女性が1名でもいる場合は、なんとワイン1本が無料でもらえて

しまうのだ。ワインも、スパークリング、赤、白、ロゼから選べる（※品切れの

場合もあり）というから太っ腹な企画である。もちろん、女性1名での来店で

もワイン1本もらえるとの事。酒の肴には、スペイン風海老のプロチェッタな

ども供しているので、ワインとの相性もバッチリのはず。夕方５時から営業

をしているので、「今日はオフィスに戻らずに直帰しゃちゃえ！」なんて日にも

使い勝手が良さそうだ。

心から好きなものを、口に出して『好き』と言える？
　両親が離婚して寂れた港町・日無町に越してきた中学生の少年カイ、

自ら作曲した音楽をWEBにアップロードすることが唯一の楽しみだっ

た。そんな中、人魚の少女ルーと交流を深めていくうちに、カイは少しず

つ心を開いていく

が…。国際アニメ

フィルムフェス

ティバルで最優秀

賞を受賞した湯浅

政明監督。

映画
夜明け告げるルーのうた

上映中

Pace Gallery present
Loie Hollowell’ s solo exhibition: Switchback

～5月31日

女性の身体を暗示した象徴的で独特の世界観
　Pace Galleryは、ニューヨークに拠点を置くアーティスLoie Hollowell

のアジアでの最初の展覧会を開催する。2017年秋、Palo　Altoのギャラ

リーでデビューし、世界でも第2回目の

展覧会。人間の姿、特に女性の身体を

暗示した象徴的で神聖的な9つの新し

い絵画と作品が展示されている。

Hollowell独特の世界観に見ることが

出来る貴重なチャンス。

Premiere Performances present
Rising stars Duo Recital: Bomsori Kim, violin & Pallavii Mahidhara, piano

5月15日

圧倒的な存在感と実力を誇る実力派デュオ
　バイオリニストのBomsori KimとピアニストのPallavi Mahidharaは、

14の主要な国際コンクールで合計28の賞を受賞している圧倒的な存

在。まばゆいばかりの才能

と卓越した音楽技術を誇る

このペアが初めてデュオと

して素晴らしい音色を観客

に届ける。ぜひこの貴重な

機会をお見逃しなく！

GARNiDELiA stellacage Tour 2018 ~G.R.N.D.~
ガルニデリア ライブツアー

5月5日

ライブ、ガルニデリア、アニメテーマ曲
　2014年にメジャーデビューを果たし、活躍しているGARNiDELiA、

MARiAとtokuメンバー結成し、彼らは色々なテレビアニメのテーマ曲

を歌い、その中には「キルラキル」、「魔法科高校の劣等生」、「ガンダム 

Gのレコンギスタ」、「ガンスリンガーストラトス」、「クオリディア・コー

ド」、「Fate/Apocrypha」、などのアニメでもGARNiDELiAはテーマ曲を

担当した。GARNiDELiAはKITEC Music Zoneで初めてのライブツアーを

行う。勢いある彼らのライブ、ぜひお見逃しなく！

Exhibition

Pace Gallery, 15C Entertainment Bldg., 30 Queen's Rd. Central, Central
火～土 11:00～19:00
(852)2608-5065

監督：ニック・パーク
声の出演：曽俊華、袁澧林、黃又南、馬啟仁、黃興桂、張堅庭、毛舜筠

監督：湯浅政明
声の出演：篠原信一、下田翔大、谷花音、斉藤壮馬

香港ピックアップ
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  2018年度「アジアのベストレストラン50」が発表
　2018年度の「アジアのベストレストラン50」が発表され、香港からは9店舗、日本からは11店舗のレ
ストランが選ばれました。東京にあるミシュラン3つ星の「鮨 さいとう」も6年連続で選ばれており、3月
25日にフォーシーズンズホテル香港にオープンしたばかりの「鮨 さいとう」にも注目が集まりそうで
す。現在、香港の「鮨 さいとう」では紹介客のみを受け付け、ディナーは3,280HKD～（約4万4千円～）
で提供されています。

　アジアトップ10に輝いたのは以下レストラン。
バンコクのインド料理レストラン「Gaggan」は4
年連続で1位、日本のレストランは4店舗がランク
イン、香港は中環にあるフレンチレストラン
「Amber」がランクインをしています。
1位 ： バンコク　Gaggan（インド料理）
2位 ： 東京　傳（日本料理）
3位 ： 東京　Florilège（フレンチ）
4位 ： バンコク　Sühring（ドイツ料理）
5位 ： シンガポール　Odette（フレンチ）
6位 ： 東京　NARISAWA（フレンチ）
7位 ： 香港　Amber（フレンチ）
8位 ： 上海　Ultraviolet by Paul Pairet（フレンチ）
9位 ： 東京　龍吟（日本料理）
10位 ： バンコク　Nahm（タイ料理）

■ トップ50にランクインをした香港にある全9店舗のレストランは以下の通りです。
7位 ： 中環　Amber（フレンチ）
13位 ： 中環　8 1/2 Otto e Mezzo（イタリアン）
16位 ： 中環　Ta Vie旅（フレンチジャパニーズ）
22位 ： 上環　The Chairman大班樓（広東料理）
24位 ： 中環　龍景軒（広東料理）
32位 ： ソーホー　Neighborhood（フレンチイタリアン）

40位 ： ソーホー　Belon（フレンチ）
41位 ： 上環　RŌNIN（日本料理）
46位 ： 中環　Caprice（フレンチ）

■ トップ50にランクインをした日本にある全11店舗のレストランは以下の通りです。
2位 ： 東京神宮前　傳（日本料理）
3位 ： 東京神宮前　Florilège（フレンチ）
6位 ： 東京南青山　NARISAWA（フレンチ）
9位 ： 東京六本木　龍吟（日本料理）
17位 ： 大阪本町　La Cime（フレンチ）
20位 ： 東京西麻布　L’Effervescence（フレンチ）
27位 ： 東京六本木　鮨さいとう（日本料理）
28位 ： 東京銀座　イル・リストランテ ルカ・ファンティン（イタリアン）
34位 ： 大阪肥後橋　HAJIME（フレンチ）
38位 ： 東京北品川　Quintessence（フレンチ）
48位 ： 福岡西中洲　La Maison de la Nature Goh（フレンチジャパニーズ）

　アジアのベストレストラン50（Asia’s 50 Best Restaurants）はミネラルウォーターの有名ブランドの
サンペレグリノとアクアパンナがスポンサーを務めています。今回発表されたランキングは以下より
確認ができます。
https://www.theworlds50best.com/asia/en/asias-50-best-restaurants.html

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＆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

日本の電線の地中配線工事を請け負うエンジ
ニアリング会社が施工技術者を募集。日本での
1～2年の研修後、本社（日本）もしくは香港
支社を基点として世界各地で業務。出張有り。

RGF 香港日本 17K～20K技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

日系大手メーカーがプロダクトマーケティング
担当者を募集。業界情報の収集と報告や本社
との連絡のアシスタント業務。中国やアジア
諸国への出張有り。英語または北京語ビジネ
スレベル必須。

RGF 香港香港/九龍 35K～40K
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）

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

金融サービス企業がセールスマネージャー
を募集。日本の法人顧客開拓と機関投資家や
企業に財政的助言と管理の提供。投資調査/
管理。5年以上の法人営業経験や金融関連の
営業にてチーム管理の経験を持つ方。

RGF 香港香港/香港島 30K～50K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。
マーケティング部や編集部と連携し、顧客向け
の市場分析ドキュメントの作成など担当。

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/
その他サービス

15K～20K

大手日系航空会社が日本語スタッフを募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。グラ
ンド業務のチェックなど。3～5年以上の航空
業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/新界

RGF 香港営業・販売系/商社 USD3K
日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場に
て営業アシスタントを募集。欧米アパレルとの
連絡窓口業務。日本語ネイティブ、英語ビジネ
スレベル。縫製知識のある方。

その他アジア

EMS事業を行う日系商社が会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査
対応、税制対応、および日本本社への定期報告。
香港もしくは海外法人での会計実務経験者。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/九龍 40K～50K

欧米系アパレル企業がカスタマーサービス
担当者を募集。電話やメール、ＳＮＳによる
顧客へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、
商品改善に貢献。カスタマーサービスの経験者
や顧客対応に長けた方。

RGF 香港

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 21K～23K

外資系IT企業がオンラインゲームのカスタマーサ
ポートを募集。日本人顧客からの問い合わせ対応。
顧客レポート作成、翻訳業務。基本的なパソコン
スキルのある方。オンラインゲームやモバイル
ゲームが好きな方歓迎。英語日常会話レベル。

RGF 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 17K～20K

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

大手監査法人が会計士を募集。日系、香港および
中国法人の会計監査と決算、財務業務、海外
法人設立支援、M&A交渉アドバイスなどの業務。
公認会計士資格保持者で5年程度の経験を有
する方。中国での税務知識のある方優遇。

RGF 香港香港/香港島 35K～80K

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

日系会計事務所が会計オフィサーを募集。香港
日系企業の会計・税務サポート。香港及び日本
オフィスと連携し、会計処理関連の問題に対処、
アドバイス。その他会計関連のアドミン業務。会計
事務所/監査法人などのファームでの経験者。

RGF 香港香港/香港島 20K～30K

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

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。

RGF 香港香港/香港島 35K～45K企画・広報・経営管理系/
小売・流通

個人向け金融サービスを提供する金融機関が
リレーションシップマネージャーを募集。投資
信託・債権の営業推進全般、営業推進事務サ
ポート。金融機関（銀行、証券会社、投信会社
等）で5~10年程度の勤務経験がある方。

RGF 香港香港/九龍 30K～60K営業・販売系/金融・保険

日系Eコマース企業がEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。マーケティング
業務や新規顧客獲得の企画。5年以上のオン
ラインマーケティング関連業務経験者。

RGF 香港香港/九龍 35K～50K営業・販売系/小売・流通

※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）

日系大手電気・プリンターメーカーがセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントサポート。４～５年の営業ま
たはプロダクトマーケティングの経験者。

RGF 香港香港/九龍 20K～30K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
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今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
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Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～30K

香港にある日系企業へ各種保険の提案。年金、
会社の任意保険、従業員向けの医療保険など
商品は多岐に渡る。入社後には香港で保険を
販売する上で必要な資格試験(選択式問題)を
受験。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 20K～23K

日系大手物流会社が日系企業への営業担当を
募集。業務内容は、日本のお客様及び海外
オフィスからの問合せ対応、見積作成やプレ
ゼンテーション作成等。5年以上のロジスティ
クス経験者歓迎。

香港/新界

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～30K

日系法人企業が営業担当を募集。日系企業向
けに駐在員保険、貨物保険、建設保険など幅広
い保険商品のセールスを担当。１人で平均
100～120社を担当。

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

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。

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

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

25K～30K
大手建設会社が経理兼総務職を急募中。経理
業務全般（決算業務、税務、監査等一連業務）、
並びに総務関連業務（工事案件関わるサポート
業務等）を担当。

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

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。

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/
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。
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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
（経験や能力に
より応交渉）

オンラインゲーム運営企業がカスタマーサー
ビスを募集！　ゲームユーザー向けのカスタ
マーサポート業務、お客様からのメール・電話
対応、会議の通訳（英和）など。★カスタマー
サービス経験不問（あれば尚可）。

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
13K～30K
（経験や能力に
より応交渉）

ミドルオフィスのサポート業務、日本人駐在員
やマネージャーの事務サポート、その他一般
事務業務など。★新卒も検討可能（永久ビザ
保持者）。

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/
小売・流通・通信販売 香港/新界

17K～20K
（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。

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

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 RMB～30K

中国ローカル顧客への営業活動。中国の方の
営業との同行や支援業務などが主務。★中国
ローカル企業への営業経験者、半導体系の営業
経験者。英語：ビジネスレベル、北京話：でき
れば尚可。

深圳

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
（それ以上は
経験に

よって応相談）

自社電子製品の輸出入販売会社が営業を募集！
香港や東南アジアにある代理店への新規開拓
及びフォローアップの業務全般など。★営業
経験のある方、コミュニケーションレベルの
英語力。

香港/九龍

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）

サービス系/
エステ・美容・理容

試用期間中
18K～

（試用期間後
経験や能力に
より応相談）

ビューティーサロンがまつげエクステン
ション、スタッフ、店長候補を募集！　お客様の
接客、サロンワーク、未経験でも研修あり。★アイ
デザイナーのご経験がある方優遇、美容業界
に興味がある方。

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

インテリジェンス
深圳

サービス系/
旅行・レジャー・観光

RMB10K～
（住宅有）

①日系顧客対応を中心にイベントの実施や
調整など。②コンシェルジュとしてサービス
アパートメントの受付。★英語の業務交流が
可能な方、接客業経験者。

広州

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

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営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 20K前後

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。

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
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香港 香港

香港＆ベトナム

 「デザインとマーケティングと香港の話をします」

第三回：20年で変わった香港、でも最良の時はこれからだ。
■　香港＠1997年
　7月1日。僕は尖沙阻フェリーターミナルの近くで香港の返還
を迎えました。その瞬間。笑顔、涙、ハグ。歓喜と放心。警備にあ
たっていた警官が一斉にピンバッジを付け替えていたのをよく
覚えています。
　その頃の香港マーケット。何かを買おうとすれば、高くて贅沢
なものか、そうでなければ安くて残念なもの（あるいは偽物）の
どちらかしかない。美味しいコーヒーを見つけるのは至難の業
で、本も音楽も品揃えが貧弱、ファッションは欲しいものが無い。
一時帰国の度に沢山の荷物。日本料理はまだ市民権を得てお
らず、一流ホテルにある高級料亭でなければ日式（なんちゃって
日本料理　＝　念の為）というオプション。上と下はあるけれど真ん
中が充実していない。これが当時の香港です。

■　香港ナウ＆ゼン
　当時、男の子も女の子もファッションや自分磨きには何の興
味もなく、みんな少し粗末な格好をしている印象（失礼）。人生の
価値観は「お金」「家族」「マンション」が重要事項。趣味などでラ
イフスタイルを充実させる意識は無かったと思います。
　では2018年。現在の香港には何でもあると思いますか？　僕の
答え。“ものすごく幅が広がってきたんじゃないでしょうか”です。
いくつかの例を挙げてみますね。（*年代は実感です）

【コーヒー】
①　日本のカフェ文化をフォローしたお店が出てくる。（2000～

2003年）
②　スターバックスが出店し、香港各地に支店を出店。（2005年～）
③　バリスタもいて、フードもスイーツも本格的なサードウェイブ

の店が増殖中。（2012年頃～）

【日本料理】
① 　 魚や一丁、和民といった大手の居酒屋が進出した事で

（2000～2003年頃）、誰もがカジュアルな感覚で日本料理を
楽しめるようになる。

②　一蘭や一風堂に始まるラーメン店の快進撃は塩辛いものが
苦手だった香港人がいなくなってしまうほどで、今や定番の
グルメになります。(2007年位～)

③　日本通の香港人が自分で店を持つように。香港人だけの厨
房のお店でも全く遜色のない味を楽しめるようになりました。

【ファッション】
①　ユニクロやH&Mといったファストファッションの広がり。

（2007年頃～）
②　ただ安価におしゃれなものをというだけではなく、一気に同

時代性が進んでいます。ヘアスタイリングやメイクとも相まっ
て着こなしも良くなってきています。

■　ライフスタイル
　そして、物質的なことだけではなく特筆すべきはライフスタイ
ルの広がりです。より多くの人たちが自分を主張したり、スポー
ツ、音楽といった趣味に時間やお金をかけるようになってきまし
た。今や毎週末、香港のどこかでランニングイベントがあります。
こうした変化の背景には、
①　繁栄したことによって、生活に余裕が出てきた。
②　ネットのおかげでグローバルな価値観をすぐに知ることがで

きる。
③　外の環境に触れる機会が多くなったことでベンチマークでき

るようになった。
④　香港人意識の高まり。

　ということがあるはずです。僕たち日本人にとってと刺激的な
空間や、イベントが増えてきました。今後の進化が楽しみですね！

■　香港、最良の時はこれからだ
香港のライフスタイルが多様化している理由を、少しだけペシミ
スティックに見てみます。（全て仮説です）
①　家が高すぎて買えない。それなら、無理に抑制しないでも好

きなことをしたいという気持ちが出てきた。
②　雨傘革命で高まった香港人意識がある種の挫折のステージ

にあること。経済的にも政治的にもどこよりも早く大陸に巻き
取られていく悲哀。現在の一国両制はあと30年で無効になる。
そんな事を相関関係としてあると理解しています。

　一方で、香港はアジアの国際都市であり、世界で一番ビジネス
をしやすい場所でもあります。金融、海運、不動産、貿易、教育。多く
の分野に利があります。その意味で　“The　Best　Is　Yet　To　Come

（最良の時はこれからだ）”　というのがキャリー・ラム行政長官のス
ローガンです。香港に暮らすという縁をいただいた者として、変化、
進歩、多様化を楽しみつつ、貢献をしていきたいところです。 （続）

住所：Suite 1801, 18/F., Chinachemen Leighton Plaza,
            29 Leighton Road, Causeway Bay
電話：(852)2810-7023

WEBサイト：www.tya.com.hk
フェイスブック：tyahongkong
インスタグラム：tya_hongkong

ご質問、ご相談や勉強会のお誘いは
フェイスブック　 ueki.nobuhiko
またはEメール　ueki@tya.com.hkまで

植木 伸彦

1995年、黎明期の上海で日系企業
のマーケティング立ち上げを手伝
う。1998年にTYA(HK)LTD設立。戦
略クリエイティブを核に大手家電、
化粧品、食品会社などのブラン
ディング、プロモーション、コミュニ
ケーションプランに携わる。

ビジネス（香港・広東共通）
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英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか!日本語が話
せる講師が発音や文法を丁寧に教えま
す。マンツーマンまたは2～5人の少人
数制で講師の指名も可能なので、自分
のペースで語学をマスターできます。
ただ今、英語/北京語/広東語の30分間
の無料授業が体験できます。詳しい内
容については、日本語でお気軽にお問
い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小学生サッカー部員大募集！
香港ドラゴンシューターズでは、一緒に
サッカーをする仲間を大募集中です。
毎週土曜日の午後、幼稚園生から小学
6年生までが一緒に練習しています。
まずは、お気軽にトライアル（無料）に
ご参加ください！　お問い合わせ
メール：dragon_s_f_c@yahoo.co.jp（伊藤）
ウェブ：http://dragonshooters.typepad.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【JFC】発足！　少年少女メンバー募集!!
少年少女サッカーチームJFC発足！　各
年代にJFA公認 C級コーチ多数在籍。定
期的に対外試合あり、PLAYERS FIRSTを
合言葉に子供達の成長を共に楽しみま
しょう！　随時トライアル受付中
場所：香港島、九龍のグラウンド　                                                                                          
活動日：毎週土曜日午前中
対象：年長～小学生
連絡先:jfchk@googlegroups.com　
ウェブ：www.c-sqr.net/c/jfc
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドラゴンボート会員募集
香港日本人ドラゴンボート倶楽部は、
男女数十名のメンバーで毎週末海上
練習や大会参加をしています。
一緒に体力作り、仲間作りをしません
か？ もちろん初心者大歓迎です。
詳しくは下記サイトをご覧下さい。
公式サイト：http://hkjpdragon.org/
連絡先：hkjpdragon@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。
香港在住者がメインですが、中国在住
の方もご参加頂けます。
参加目的は、友情、ビジネス、婚活、恋
活、いずれもOKです。お気軽にご連絡

ください。宴会本部長より
LINE & WeChat: hidekitsu1
Email: kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港長崎県人会
香港長崎県人会は九州の他の県人会
の皆様とご一緒に、九州人会を年に２
度ほど開催している中で、最近は長崎
県上海事務所の御支援も頂く事が出
来、活動を活発としたいと考えていま
す。長崎御出身、長崎の学校で学ばれ
た皆様、長崎にゆかりのある方々、是非
ご連絡を頂ければ幸いです。
連絡先：npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

定期的に食事会、ハイキング、BBQ大会、
クリスマス会など開催しております。華
南地区在住の青山学院卒業生の皆様
は、お気軽にご連絡ください。
メール：aogakuhk@gmail.com
  　　  （担当：木津）
LINE & WeChat: hidekitsu1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

八日会
1985年から続いている異業種交流会
で、奇数月の8日前後に約20名で勉強
会をしています。お昼の時間に各業界
から1名、ビジネスで役立つ香港・華南
の最新状況のスピーチを頂き、会社経
営、管理、自分開発に役に立てて頂きた
いと考えています。
連絡先：八日会事務所/ npo@choei.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語PG「きらきら星」
日本語プレイグループ「きらきら星」日本
人ママたちによるプレイグループです。
友達をつくりたい、子供が時間をもてあ
ましているなど、一緒に皆で遊びましょ
う！ 2つの姉妹クラスで活動しています。
午前クラス：毎週水曜10:30-11:30
午後クラス：毎週火曜15:00-16:00
場所：銅羅湾
対象：1歳～4歳(目安)
会費：月80~100ドル(人数で調整)
連絡先：kirakirahk@gmail.com
facebook：kirakirahk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
富山県人会メンバー募集！

定期的に交流会があります。富山県生
まれ、富山県に住んだことがある、富山
県に親戚がいる、今度富山に行こうと
思っている等、富山に関係ある方はど
なたでもウェルカムです。お気軽にお
申し付けください。
連絡先：松原
メール：toyama.yoshimoto@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Let's Play Monopoly Together
不朽の名作ボードゲーム、モノポリー
をやりましょう！ 香港の知られざる魅力
的なカフェ＆レストランを開拓しなが
ら、親睦を深めていきます。モノポリー
に興味があれば老若男女＆国籍不問
です。ご連絡をお待ちしています！
メール：
satoshi.hopes.for.world.peace@gmail.com
 WhatsApp: 5134-1714 (田中)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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法人です。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おります。
経営者や起業家に限らず、駐在員や学
生、主婦の方も、お気軽にご参ください！
香港和僑会HP↓
https://www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サッカーチーム【SHOOTERS】メンバー募集
創立22年！香港一アットホームなサッ
カーチームです！活動内容は、毎週末
の試合、練習、海外遠征、飲み会、レクリ
エーションと幅広く年間通じて活動して
います！サッカー経験問わず、チーム
の一員となり一緒に楽しく盛り上げてく
れる方大募集です！
メール: Shooters.fc.rep@gmail.com
Facebook:
https://m.facebook.com/shootersfc1995
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので参
加したい方はお気軽にご連絡ください。
連絡先：中村・土屋
メール：mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントをやっ
ておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ

＆飲みでワイワイやってます！
ウェブ：http://jleaguers.exblog.jp
メール：jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！ 毎月1回、平日の19時または、ラン
チタイムに集います。経験不問・登録料
などいっさいかかりません。ユニークな
メンバーが多い、楽しいサークルです。
奈津子携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港日本人俱楽部スタッフ募集
調理師／フロアスタッフを募集してい
ます。日本料理店での勤務経験のある
方。日本語・広東語（英語できれば尚
可）。待遇応相談。
電話：（852）2577-3669（杉村）
メール: office@jpclub.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

OCSスタッフ募集
OCS香港では主に日本人顧客対応のカ
スタマーサポート、セールスサポート部
門の日本人スタッフを募集しておりま
す。香港人スタッフと調整できる英語力
が必要。香港で就労可能なビザ所持者
（無い方は応相談）
お問合せはメールに履歴書を添付の
上、下記までお送りください。
電話：852-9183-7722
メール: sub@ocs.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 北／広／日／英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教
えた経験がある方をパートタイムで募
集しています。日本人の方及び香港人
の教師も急募しています。まず履歴書
をファックスまたはEメールで送りくだ
さい。詳細はお電話にてお問い合わせ
いただけます。
電話：(852)2375-1342  林まで
メール：swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
看護師、臨床検査技師募集

セントラルのクリニックにて通訳ができ
る医療スタッフ(パート)を募集していま
す。臨床検査技師は採血業務ができる
方を希望。私達と一緒に海外で活躍す
る邦人の皆さんの健康をサポートしま
せんか？詳細に関しましては、メール
または電話でメディポートの堀までご
連絡ください。
メディポート電話：25771568　　 
メール：hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネイ
ティブな方であれば、未経験者も大歓
迎です。時給+歩合給もあります。お気
軽にお問合せください。
電話：2982-1138 or 9460-4892
メール：nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両方
を募集中です。アルバイトは週２日から
の出勤も可能です。女性のお客様が１
人でも来れる明るい雰囲気を目指して
いるお店です。ご興味がある方はこちら
までメールで簡単な履歴書をお送りく
ださい。追ってご連絡をいたします。
メール：sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Eva
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイム
も可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com

のトチカワまで写真付き履歴書をご送
付ください。パートタイム希望の方は
メールで勤務可能な曜日、時間帯も記
載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

入居者募集！
将軍澳駅旁，低層の2LDK　620ft。
内装、家電完備、クうブハウス有。
家賃HKD17000。
管理費/稅込み，仲介料無し。
詳細は電話(852)61326923石まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

日本人入居者募集！
転勤の為、部屋を中途解約する事にな
り、急ぎ次期入居者を探しています。入
居可能時期は5月中旬。
家賃HKD37,000  間取り 3LDK
家具・家電付き、クラブハウス完備。
MTR太古駅、AEONに近接した、
とても便利なマンションです。
部屋の内覧は前日までに要連絡。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
新築マンション入居予約受付中！
西湾河の完成間近の単身者向きマン
ション 「 ISLAND RESIDENCE 」
Studio-1LDK 面積net238-393sqf
家賃HKD14,000-19,000
クラブハウス、プールも完備。
MTR西湾河駅近接、トラム通り
沿いの立地です。
お問い合わせは三宝不動産 まで。
電話：(852)2566-0155
メール：info@sanpou.com.hk
Web 「三宝不動産」で一発検索！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

　前回まで一人一単位の原則から、学生バイトや副業が禁止され
ていることまでを説明しました。中国の定年も一人一単位の原則
と思われる規制があります。

・働かせては「いけない」年齢
　「関于企業職工”法定退休年齢“涵義的復函」では中国の定年年
齢を男60歳、女50歳、女性幹部は55歳としています。この定年は日
本のそれとは異なります。日本では法律上の定年は、その年齢以
降に「年齢を理由に退職させてもいい年齢」ですが、中国の定年
は「働かせてはいけない年齢」となっています。この「働かせては
いけない」というのも法律に明文の規定はありませんが、学説で
は一貫して定年は就労禁止年齢とする説が支持されており、労働
関係法規もその考えを前提に条文が作成されています。
　かつて単位制度が施行されていた時代の中国では、定年に達

すると実際には仕事をせずに定年前に
勤めていた企業から給料をもらうとい
う制度になっていました。この働かずし
てもらえる給料が年金の役割を担って
いたわけです（そのため社会保険として
の年金制度が必要なく、現在の中国で
社会保険の完備が遅れている原因とも
言われています）。
　ここで一人一単位の原則と合わせる
と以下のようになります。学生時代→学
校が単位となり管理される。企業勤務時
代→企業が単位となり管理される。定年
以降→定年前に勤めていた企業が単位
となり、働かずして給料をもらい管理さ
れる。このように、定年を働かせてはい

けない年齢と捉えることも、一人一単位の原則の表れと説明でき
るのです。
　このように改革開放以降、終わりを告げたはずの単位制度の流
れを汲むような制度が現在の中国にもかなり残存しているわけで
す。特に労働法関係は日本にはなじみのない「単位」制度を経験し
ているため、制度の歴史を知らなければ「なぜこのような制度が
あるのか」、「日本と似たような条文があっても日本とは制度趣旨
が異なる」という点を見誤るので注意しましょう。
　ただ残念なことに、単位制度が終わりを告げた今もなぜ単位制
度「的」な学生バイトの禁止や定年を「働かせてはいけない年齢」
と捉える制度が残っているのかはよく分かっていません。
　なお、「女性幹部」の定年は55歳ですが、「幹部」の定義が明らか
にされていないので、女性を課長クラスにして、事実上55歳まで
働いてもらうことが多いようです。
さらに平均寿命が延びたことに伴
い、男60歳、女50歳では定年が早
いとのことで、やっと定年年齢を改
定する動きが出てきました。近いう
ちにこの年齢は変更になるかもし
れません。

〈高橋孝治（たかはしこうじ）氏プロフィール〉
中国法研究家、北京和僑会「法律・労務・税務研究会」講師。中国法の研究
を志し、都内社労士事務所を退職し渡中。中国政法大学 博士課程修了・法
学博士。中国法の研究をしつつ、執筆や講演も行っている。行政書士有資
格者、特定社労士有資格者、法律諮詢師（中国の国家資格「法律コンサル
士」。初の外国人合格）。著書に『ビジネスマンのための中国労働法』（労働
調査会）。詳しくは「高橋孝治 中国」でネットを検索！

中国の学生アルバイトと定年その3
中国の法律を解り易く解説。
法律を知れば見えて来る 

この国のコト。

中
国
法
律
事
情
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ビジネス（香港・広東共通）
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SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所：5/F., Breakthrough Centre, 
  　　191 Woosung St., Jordan（佐敦駅より徒歩2分）
日本語ホットライン：(852)3520-2329
営業時間： 月～金 09:30～22:00
 土 09:00～19:00
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com/jap_index.htm
ライン：streamwisdom

SOWランゲージセンター

講師によるレベルチェック、授業の体験ができ、学校の環境などもご覧いただけます。
安心して学びを開始していただけます。また当校の説明もさせていただきます。

英語・北京語・広東語の30分無料体験レッスンを実施中！（要予約）

詳しくはお気軽にお問合せください。

　せっかく香港にいるのだから、もっと生活を楽しみたい！より
多くの人と交流したい！会話力を集中的に身につけたい！そん
な人は、創立15年以上のSOWに手伝ってもらってみては。
　同校は、一人一人に合う実践的なレッスンの提供を心がけてい
る。授業は個人、或いは少人数クラスのレッスンを選ぶことができ、
自分のスタイルとスケジュールに合わせて学習することができる。
　ビジネス英語コースでは、弱点や欠点に特化したカリキュラムを
組んで、自分のペースで取り組むことができる。メールの書き方や
交渉の仕方など、ビジネス上役立つ技術をしっかり学ぼう。
　さらに、講師は日本語を話せるネイティブスピーカーなので、
発音や文法等を日本語でわかりやすく説明してもらえる。授業内
容が生活に密着した内容である点もSOWの特徴で、リーズナブ
ルな学費で完全月謝制とシステムもわかりやすい。学習のサポー
トとして、レッスンの振り替え及び長期休暇制度、ベビーシッター
等のサービスも行っている。
　また、課外体験学習イベントにより、生徒たちの交際範囲が広
がるよう努めている。同校で早速語学学習を始めてみよう。

2018年開催予定イベント

SOW
ホームページ

SOW出版社
是非デモをお試しください！
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