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今週の香港ピックアップ Le French May present: The butterfly lovers
ピアノ演奏とサンドアートパフォーマンス

5月6日

The Butchers Club Burger 
10:00～23:00

東海堂
Kyushu Strawberry Mochi：HKD29
Uji Matcha Mochi、Mango Mochi：HKD27

ピアノとサンドアートで表現される切ない伝説
　梁山伯と祝英台は中国の四大民間説話の一つとされていて2006年には中国国家級

無形文化遺産に登録された。今回、フランスから来たピアニストであるDuo　Jatekokは

香港で有名なサンドアーティストHoi　Chiuと共に「梁祝」を表現する。祝家の娘である祝

英台が男装して遊学に出た途中に梁山伯に出会い、深い友となった二人だが英台が女

の身であることは知らないままであった。後に祝英台が帰郷し、梁山伯が会いにいくと

英台は別の人と許嫁になっていた。梁山伯は思い悩み死んでしまう。祝英台が嫁ぎ時、

梁山伯の墓のところを通りかかると急に嵐が吹く。輿を降りて墓の前に行くと墓が開き、

その穴に身を投げると二匹の蝶が出てきてひらひらと飛んでいったという伝説。ピアノ

演奏とイラストから構成されている魅力的なショー。

嬉しい春の限定ジェラートアイスクリーム
　春は花も咲き誇る嬉しい新らしい季節の始まり!　6月まで春のフレー

バーを限定発売！　沖縄特産の黒糖パイナップル、馬騮搣茶と呼ばれる

最も高級とされるの烏龍茶フレーバー、ローゼルベリーには特に注目！

他にもパンダンフレーバー、ライチ&ローズ、レモンチーズケーキなどを

始め選ぶのに迷ってしまう程の嬉しい豊富な品ぞろえ！

XTC Gelato
seasonal flavor for the Spring

～6月30日

ブルーノ・マーズ
“24K MAGIC WORLD TOUR 2018”

5月12日～13日

待望のワールドツアーin香港
　グラミー賞6冠、世界的に有名な歌手ブルーノ・マーズが香港へやって

くる！　このツアーでブルーノ・マーズは、ベルギーから始まり、ヨーロッパ、

北米を周り、アメリカ、カ

ナダの45都市以上を訪

れた。毎回、即完売の人

気公演、お見逃しなく！

シェイクスピアの四大悲劇を映画化
「マクベス」

5月5日～

シェイクスピア作品で最も暗い作品
　スコットランドの公爵マクベスは3人の魔女に「いずれ王になる」と告

げられる。ダンカン王に忠誠を誓っていた彼だが、やがて欲にかられ王

位を狙うようになる。王を暗殺し、自責の念に駆られながらも、内なる狂

気を止めることができず暴政を行うのであった。

東海堂 (Arome Bakery)
Arome Mochi

日本生まれの大福がフルーティーに進化！
　東海堂(Arome Bakery)から高品質で新鮮な食材で作った大福シリー

ズ「Arome　Mochi」が登場！　お餅は柔らかくくちどけ良い食感。日本でも

おなじみの九州産イチゴ大

福、宇治抹茶、そしてなめら

かなムースが入ったマン

ゴー大福、とバラエティ豊

か。ぜひ食べ比べてみよう！

Performance

Hong Kong City Hall
14:30～
http://frenchmay.com/en/events/the-butterfly-lovers
HKD320、HKD260、HKD200、HKD120 

XTC Gelato 
10:00～22:00
シングル HKD40、
ダブルHKD50、
リプル+クッキー HKD68

Kowloonbay International Trade & Exhibition Centre, Star Hall 
20:00～21:30
www.hkticketing.com
HKD1,280(VIP)、HKD1,080、HKD880、HKD680、HKD480

Asia World-Arena, 1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
20:00～22:00
www.hkticketing.com
スタンディング：HKD1,488、HKD988
座位：HKD2,088、HKD1,488、HKD988、HKD788

HYDE -黑ミサ ASIA-
香港ACOUSTIC CONCERT TOUR 2018

5月9日

音域や声色の幅広さとヴィジュアルで魅了
　L'Arc～en～CielのボーカリストHYDEが5月2日の上海公演を皮切りに、アジアツアー

「ACOUSTIC CONCERT TOUR 2018 -黑ミサ ASIA-」が間もなく開催する。甘い高音と力強い低音

を操る彼の歌唱力はその美しいビジュアルで観客を魅了する。5月2日および3日に上海、5月6

日に北京、5月9日に香港、5月12日にクアラルンプール、5月14日に台北、5ヵ所6公演の規模で

行われるものとなる。去年東京で行ったクリスマスのスペシャルライブ２公演で両日ともソー

ルドアウトし、高い評価を得た。今回は5月9日に来港し、表現力豊な最高のライブを楽しむこと

が出来る。HKD1280のVIPチケットはライブが終了した後、なんとHYDEとHi Touch！ またグルー

プ写真も撮ることができる。 ぜひお見逃しなく！

地球滅亡の危機を救えるか？！
　人気漫画『斉木楠雄のΨ難』を実写化。生まれながらに超能力を持っ

た高校生・斉木楠雄は、超能力を使わない普通の生活に憧れていたが、

クラスメイトはトラブルメイカーばかり！　彼らの起こす災難に巻き込ま

れ仕方なく超能力を使っていた斉木に文化祭でまたしても災難が…

人気漫画の実写映画
「斉木楠雄のΨ難」

上映中

コンサート
OH MY GIRL 1st Concert in Hong Kong

5月26日

思わず真似したくなるキュートな振付に注目
　韓国の7人組の女性アイドルグループOH MY GIRLが、香港で初めて

のコンサートを開催する。グループ名には「大衆のマイガールになりた

い」という意味が込められている。今回

コンサートに参加した人には全員、メン

バーとハイタッチが出来るうれしい特典

もある。

The Butchers Club
Beyond Wu Tang-Style

～4月30日

ヘルシー！ 韓式風ベジタリアンハンバーガー
　人気のBeyond Classicに続いて、全香港のButchers Club Burgerが

新しいBeyond Wu Tang-Style（HKD120）を発売する予定。韓国スタイル

のWu Tang-Styleと米国で人気のBeyond Burgerの創造的なコンビネー

ションは4月30日までの限定！ Butcher's Club Burgerは、Beyond Meat

とのコラボレーション。Beyond Wu Tang-Styleならではのキムチ、ベジ

タリアンチーズ、チリソースでのヘルシーだけど刺激的で風味豊かなべ

ジバーガーを楽しもう！

映画
夜は短し歩けよ乙女

上映中

人気俳優・星野源が主人公の声を演じる
　「夜は短し歩けよ乙女」はベストセラー小説のアニメ化。中文タイトル

は「夜短夢長，少女前進吧！」。クラブの後輩である“黒髪の乙女”に恋を

している“先輩”。なるべく彼女の目にと

まるよう「ナカメ作戦」を実行するが、な

かなか気づいてもらえないまま日々が

過ぎていく。

Music Zone @ E-Max, KITEC
19:00～
(852)2111-5333
www.cityline.com
Rolemodel Entertainment Group
フリースタンディング：HKD880

監督：ジャスティン・カーゼル
出演：マイケル・ファスベンダー、
  　　マリオン・コティヤール、
  　　デヴィッド・シューリス

監督：福田雄一
主演：山﨑賢人、
  　　橋本環奈、
  　　吉沢亮、
  　　ムロツヨシ

監督：湯浅政明
声の出演：星野源、花澤香菜、
  　　　　神谷浩史、秋山竜次、中井和哉

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
2月の香港小売売上高、29.8％増＝1～2月は
15.7％増 － 統計局
　【香港時事】香港政府統計局が3日発表した2018年2月の小売売上高（暫定値）は前年同月比29.8％
増の452億香港ドル（約6100億円）だった。12カ月連続のプラスとなり、伸び率は前月（4.2％、確定値）
から大幅に拡大。商品販売量も28.2％増と、前月（2.3％、同）から大きくなった。
　統計局は「1、2月は毎年、春節（旧正月）の時期がずれる季節要因の影響を受けるため注意しなけ
ればならない。一般的に春節前は消費が増え、数値が高めになる」「1～2月累計で動向を分析するこ
とが望ましい」と説明した。
　1～2月の小売売上高は前年同期比15.7％増、商品販売量は13.9％増だった。いずれもマイナス
だった前年1、2月からの反動増を考慮しても、消費の復調が鮮明となった。
　政府報道官は1～2月の小売り販売について、「良好な就労および収入状況、観光業の一層の伸び
の恩恵を受けた」とコメント。今後に関しては、「ほぼ完全雇用状態の中での地元消費者心理や観光
業改善の下支えを受け、短期的にはプラスを維持する」としながらも、外部の不確定要素に留意が必
要とした。
　1～2月の小売売上高の増減率を業種別に見ると、売り上げ規模が最も大きい宝飾品・時計・高額贈
答品が21.0％増。2月単月では33.7％増となった。
　衣料品（19.5％増）、医薬品・化粧品（17.4％増）、電器・その他耐久消費財（27.9％増）、自動車・部品

（19.9％増）、靴・アクセサリー（18.2％増）、デパート（10.9％増）、食品・酒・たばこ（10.5％増）も2桁の
伸びを示した。 漢方薬は7.6％増、燃料は4.5％増だった。一方、書籍・新聞・文具・ギフトは1.3％減少し
た。（2018年4月4日掲載）

香港への旅客数、9.9％増＝1～2月、本土客が好調
　香港観光発展局（ＨＫＴＢ）が3月29日発表した統計によると、1～2月に香港を訪れた旅客数は1061
万4500人となり、前年同期比で9.9％増加した。全体の8割を占める中国本土客が13.6％増の851万2900
人と好調だった。
　2月単月の旅客数は前年同月比26.3％増の528万1000人。中国本土客は40.2％の大幅増だった。春節

（旧正月）連休が前年の1月末から今年は2月中旬にずれた影響が顕著に表れた。1月は2.6％減だった。
　春節連休の影響が相殺される1～2月で見ると、近距離市場は4.8％減。日本は3.6％減の18万1900人
だった。欧米など遠距離市場はほぼ横ばい。一方、購買力が高いとされる宿泊客は7.5％増の472万
2200人、本土客主体の日帰り客は11.9％増の589万2300人だった。（香港時事）（2018年4月3日掲載）

 上海・華東
自転車シェアのモバイク、27億ドルで身売り ＝ ネット
大手に － テンセントの意向か
　【上海時事】中国の自転車シェア大手、摩拝単車（モバイク）は4日、インターネット出前サービス大
手、美団点評に全株を売却したと発表した。売却金額は不明だが、一部報道によると、27億ドル（約
2900億円）。うち16億ドルは現金、残りは美団の株式で支払われるという。
　株式売却後も、モバイクのブランドや経営の独立を維持する。また、王暁峰CEO（最高経営責任者）
ら主要な経営陣も留任する。
　2015年創業のモバイクは、英国、イタリア、日本、シンガポールなどに進出。登録利用者数は2億人
を超え、1日当たりの平均利用者は3000万人に及ぶ。
　中国ではofo（オフォ）と自転車シェア市場を二分する存在だが、いずれも収益モデルが確立でき
ず、資金繰りが急激に悪化していた。
　一部中国メディアによると、モバイクに対しては、ソフトバンクが中国ライドシェア最大手、滴滴出行
と共同で10億ドルの出資を提案。企業価値を45億ドルと見積もったが、美団の買収価格はそれを18
億ドルも下回った。
　美団はフードデリバリーのほか、共同購入型クーポンや生活情報口コミアプリなど、ネットサービス
を提供。最近はライドシェアに進出するなど、シェアリング事業を強化している。
　中国メディアによると、今回の買収には、美団とモバイクの大株主であるネットサービス大手、騰訊

（テンセント）の強い意向が働いたもよう。ライバルの電子商取引最大手、阿里巴巴（アリババ）集団に
対抗。 傘下のネットサービス各社を集約、強化する狙いがあるという。
　ofoを傘下に置くアリババも最近、95億ドルで系列の出前サービス、餓了麼（アーラマ）を完全子会
社化するなど、テンセントとの対決姿勢を強めている。（2018年4月5日掲載）
 

 その他アジア
亀田製菓、カンボジアに合弁会社＝米菓を製販、輸
出拠点に
　【バンコク時事】亀田製菓は30日、カンボジアで米菓を製造・販売するため、現地大手リリー・フー
ド・インダストリーと合弁会社リリー・カメダ（本社プノンペン市）を今年5月に設立すると発表した。
カンボジアは原料となるコメが豊富なほか、労働力の安定確保が可能で、競争力のある輸出拠点とし
て活用する。
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香港

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

　合弁会社リリー・カメダは資本金1615万3000ドル（約17億1200万円）で、亀田製菓が51％、リリー・
フードと同社のオーナー社長が49％を出資する。合弁会社の生産開始の時期など詳細は今後検討す
る。リリー社は米菓やスナック菓子を製造・販売しており、2017年の売上高は約8億6000万円だった。
　亀田はタイとベトナムに工場があり、東南アジアではカンボジアが３カ国目となる。（2018年4月2日
掲載）

JR西、シンガポール事務所を支店に格上げ ＝ 訪日
観光客誘致を強化
　【シンガポール時事】JR西日本は4月1日付で、シンガポール駐在員事務所をシンガポール支店に格
上げした。宣伝活動や現地旅行会社との販売連携などの営業活動が可能になり、東南アジアの営業
拠点として、西日本観光情報の発信や訪日観光客向け商品の利用拡大に取り組む。
　田原仁支店長は時事通信に対し「東南アジアは訪日旅行者が大きく増える可能性を秘めた地域
だ。鉄道を使ってさまざまな場所に行ってもらえるよう、旅行会社や旅行先の各地域との連携のほか、
旅行関連のユーチューブやブログといったネットチャンネル、フリーペーパーなどを通じて情報を発
信していきたい」と語った。
　JR西日本によると、同社の訪日旅行商品の利用者は2012年度（12年4月～13年3月）に約20万人
だったが、16年度は125万人まで増加し、17年度は目標の150万人を達成する見込み。東アジアの利
用者が全体の85％だが、日本のビザ発給条件緩和などにより、東南アジアの利用者も年々増加してい
るという。
　同社の室博執行役員営業本部長は29日、シンガポールのホテルで開催した関係者向けの支店化
報告会で、「西日本を広域に周遊してもらえるよう関係者と連携を深め、さらなる誘客を図っていきた
い」と語った。
　JRグループは、大型観光キャンペーンとして、地元自治体や旅行会社とともに、季節ごとにエリアを
決めて観光客を誘致するデスティネーションキャンペーンを行っているが、室営業本部長によると、グ
ループでは18年度以降、訪日外国人向けにアレンジしたデスティネーションキャンペーンを計画。JR
西日本管内では、19年度に瀬戸内エリアを対象としたキャンペーンを計画しており、今年夏にプレ
キャンペーンを開催する予定だという。（2018年4月2日掲載）

【食彩ＡＳＩＡ】
「チベット族の街」の食堂 ＝インド北部ダラムサラ

　インド北部ダラムサラで、チベット亡命政府があるマクロー
ド・ガンジ。約1万人のチベット族が住むほか、チベット仏教に
魅了された外国人の観光客でにぎわう。中心部の「ホテル・チ
ベット」の1階にある同名のレストランでは、チベットの麺料理

「トゥクパ」 ＝写真＝ などが味わえる。
　メニューはインドらしく、ベジタリアン向けの「ベジ」とそれ以
外の「ノンベジ」に分かれているが、ノンベジのトゥクパがお薦
め。具は鶏、豚、ヤギの肉が選べ、野菜もたっぷり入っている。少しどろっとしたスープはくどさが
なく、胃に優しい。きしめんのような平たい麺を使ったものもある。
　店内は木目調で、チベット伝統の5色旗「タルチョ」の色を使った天井画が描かれている。夕方
になると、やや寒さを覚える高度約2000メートルのヒマラヤ山脈のふもと。この店で温かいスー
プや塩の利いたバターミルクティーを飲みながら、旅の疲れを癒やしては。

　【メモ】マクロード・ガンジの中心部、メインスクエアから徒歩2～3分。バターミルクティーは50
ルピー（約85円）。（ニューデリー時事）（2018年4月6日掲載）※ニュースは「時事速報」より抜粋
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  エレベーターが最上階に激突 夫婦が重症
　4月8日（日）午後4時頃、荃湾（ツェンワン）の高層マンション

「海湾花園」のエレベーターが急上昇をし46階の天井に激突
するという事故が発生しました。エレベーターの中にいた夫
婦2人（共に32歳）は消防士により救出されましたが、頭と首
に重症を負い病院に運ばれました。香港では「ロケット・エレ
ベーター」と大きく報道されており、香港政府は2週間を目途
に香港内にある同型エレベーター（韓国企業「Dong Yang社」
製造）300台の緊急点検を進めています。
　事故に巻き込まれた夫婦は、マンションのG階（1階）から自宅のある15階で降りる予定でしたがエ
レベーターが止まらず、約40秒間上昇を続け46階の天井に激突。このエレベーターに同乗していた
男性は自宅のある7階で問題なく降りていることから、エレベーターの異常はこの直後に発生したと
考えられています。
　また、同マンションでのエレベーター事故は今回が初めてではなく、2014年にも別棟で無人のエレ
ベーターが最上階の天井に激突するという事故が発生しています。事故後は新しいエレベーターに
取り換えられ、事故を起こしていない他のエレベーターも順次取り換えが進められていましたが、今
回の事故があったエレベーターは取り換え前でした。
　香港政府の機電工程署は事故原因と今後の対応について、「今回の事故原因はブレーキシステ
ムの不具合または、滑車とケーブル間の不具合だと予想している。同じマンション内の同型エレ
ベーターを検査したところ異常が見つからなかったためメーカーの問題ではないと考えるが、香港
内の同型エレベーター300台を2週間かけて検査する。」、「今回の事故は非常に珍しいケースであ
り、香港の全てのエレベーターは設計や管理が徹底しており非常に安全であることを強調したい。」
と発言しました。
　香港メディアにインタビューを受けた海湾花園の住民は「10年間ここに住んでおり、エレベーターに
異常を感じたことは一度もなかったが、古いエレベーターにはもう乗りたくない」とコメントしています。

  キャセイパシフィック航空が機内座席数を増加
　今月からキャセイパシフィック航空のBoeing（ボーイング）777-300ER（全48機）と777-300（全17
機）のエコノミークラスの座席が、一列9席（3-3-3）から一列10席（3-4-3）に増席されていくようです。

香港メディアSCMPは2018年の夏にかけ
て6機、2019年は65機全ての増席が完了
する見込みだと伝えています。
　一列10席となることで、座席幅は18.1
インチ（約46cm）から17.2インチ（約
43.7cm）、アームレスト（ひじ掛け）は2
インチ（約5.1cm）から1.7インチ（約
4.3cm）、通路幅は18.4インチ（約46.7cm）
から17インチ（約43.2cm）へと狭くなりま
すが、モニター画面は9インチ（約22.9cm）から11.6インチ（約29.5cm）と大きくなり、スマートフォンや
タブレットが収納できるスペースが設置されるようです。
　航空や交通の専門家は「1インチ程度の差ではあまり乗客の快適さには影響しないだろう。座席増
席の完了により1機につき19～40席の座席が増え、年間7億香港ドルの増益が見込まれるだろう。」と
コメントをしました。
　キャセイパシフィック航空は2016年に5億7500万香港ドルの赤字、2017年に12億5000万香港ドル
の赤字を計上しており、従業員のリストラや幹部のボーナス支給見送りなどのコスト削減が進められ
ていますが、座席増加による経営改善がどの程度となるのか注目されています。

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
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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）

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

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～30K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 30K～40K営業・販売系/金融・保険

RGF 香港
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

25K～30K

日系PVCフラットホースメーカーが生産技術
マネージャーを募集。設備のメンテナンス方法
の指導、更新及び自動化の検討。工場勤務者の
管理業務。生産技術の経験が5年以上ある方。
ビザサポートあり。

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

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

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
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 25K～30K

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 45K～50K

【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

日系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

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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Pasona Asia営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20～25K

OEM製造している日系電子電機製造社が営業
もしくは営業課長候補を募集。客先窓口(工場
各部署との連結)、営業(開拓、管理、業務)、中国
出張(週2回～3回)が可能な方。英語・北京語
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 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企画・広報・経営管理系/
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
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）

香港/九龍
14K

（経験に
応じて相談）

カスタム電源・モジュール製品の製造会社が
営業アシスタントを募集。チームワークを重視
し長期で働ける方。英語ビジネスレベル。

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 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

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）

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K～30K

日系保険ブローカーがリスクコンサルタント
を募集！　日系法人顧客向けに、損害保険関連
のリスク分析・リスクコンサルティングをメイン
とした営業業務など。★業界不問、法人営業
経験者、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）

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）

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）

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

香港/新界 経験や能力に
より応交渉

スキンケア化粧品会社がウェブマーケティング職
を募集！　香港におけるWeb広告・マーケティング
の企画実行、本社マーケティングチームとの協業・
企画立案など。★Web広告・マーケティングに精通
している方、コミュニケーションレベルの英語力。

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）

～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）

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）

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 香港

香港＆広東

　たくさんありますが、人によっても、
企業や組織の成長ステージによっても
気をつけるテーマは変わってきます。
　もし海外が初めての方であれば

「異文化」の中での働き方がまず最初
のテーマとなるでしょう。責任の考え
方、職務や時間に対する考え方、様々
な違いを感じると思います。マネジ
メントをされる立場の方であれば異
文化マネジメント、そもそもマネジ
メントとは何か? から始まる方もいらっしゃるかも知れません。
　労務上といえば、香港・中国では適用される労働関係の法律
が日本とはもちろん異なります。中国では労働法および労働契
約法、香港では雇用条例が日本の労働基準法に相当する法律で
す。人事労務上の課題の多くはボディブローのように後から効
いてくるものが多いのですが、法律違反はすぐに企業の経営に
影響しますので、基本的な法律知識の理解は必須です。たとえ
ば「家族は何をしているの？」「結婚する予定は？」などの質問は、
香港ですと差別条例に基づき訴えられる可能性もあるのです。
　また、4月は多くの日系企業が賃金改定を実施しますので、
赴任していきなり賃金改定を行わなければならない方もい
らっしゃるかと思います。昨年のパフォーマンスを実際に見て
いませんし、引き継ぎも時間が足りなかったりでお困りのお声
もよく伺います。評価もそうですが、そもそも当地の賃金の仕
組みも理解しておく必要があるでしょう。日本ではまだ多くの

企業が「職能給」の考え方で、能力をベースとした人事制度で
あるのに対して、香港・華南は職務・役割をベースにした「範囲
職務給」が一般的です。職務・役割をベースにすると本来「年
功給」は採らないのですが、一部の日系企業では運用してし
まっているケースもあります。
　新規赴任者向けには香港日本人商工会議所がセミナーを
開催していますのでご参加をお勧めします。また弊社アナシス
でご用意しているのは、異文化マネジメントを学ぶ赴任者向
けのマネジメントワークショップ、香港の雇用条例をはじめと
した雇用関連条例の大枠を理解する講座、評価やそのフィー
ドバックを学ぶもの、中国労働法や中国での採用、評価を学ぶ
ものなど様々な講座・研修を有料・無料でご用意しております。
是非ご活用ください。

人事労務のアナシスによる誌上相談会
「4月に新規赴任してきました。

人事労務上で気をつけることは何ですか？」

PPWビジネス通信×アナシスVol 5

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：新しく香港・華南に赴任してきました。
            人事労務上で気をつけることはありますか？

　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)

●赴任者向けマネジメントワークショップ（2時間）<香港> 
異文化マネジメントのヒントと現地必須の知識をお教えします。
新規赴任者の方は是非ともご参加ください。 

【日時】5月18日(金)：16:00～18:00
【費用】アナシス香港ご契約企業様無料・非ご契約企業様HKD300-

●フィードバック講座（90分）<香港>
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。耳に痛いこと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。
賃金改定時にも活用できるものにします。 

【日時】5月10日(木)：16:30～18:00 
【費用】アナシス香港ご契約企業様・非ご契約企業様ともに無料

いずれも講師は黒崎幸良(アナシスグループCEO)、
開催場所は弊社会議室です。

董事総経理  牧野祥子氏

ビジネス（香港・広東共通）
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