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今週金曜発行の
カメラ特集は諸事情により、
来週金曜発行号へ掲載日を
変更しております。

楽しみにされていた読者の皆さまには
大変申し訳ございませんが、

何卒、ご理解の程宜しくお願い致します。



今週の香港ピックアップ 塩館で味わう
季節の旬

Jubilee St., Central

LOG-ON fashion walk store
Festival walk store
Cityplaza store

　塩館はChris氏が営む15人が収容できる居酒屋。友人や同僚と夜、料理

やお酒を楽しみながらゆっくりとくつろげる空間。シェフのChris氏と奥様の

Trammyさんが食欲をそそる料理を提供している。

　種類豊富なラーメン、串焼きを始め様々な居酒屋メニューがあるが、最

も注目すべきはシェフのスペシャルメニュー、塩館小籠包。名前に騙されて

はいけない、海老や明太子をキャベツで包み、贅沢にもウニをあしらい

ソースをまとった美しい季節限定の特別な一品（要事前予約）。

　5月は活きアワビ、活き鰻、特選牛たん、クルマエビなどの季節の旬の焼

き物が盛りだくさん！ シェフが自ら厳選したその季節のベストな食材を活

かした料理を提供している。また、活き鰻、松葉ガニや鶏などを使った釜飯

もある。

　豊富な種類の清酒、梅酒やビール、日本人ならたまらないおつまみ系、

たこわさび、フグのみりん干しや他の一品料理なども充実しており、心を掴

Hello Kitty Lifestyle Concept X LOG-ON
期間限定店

～6月3日

G/F., 1-3 Universal Commercial House, 
4 Shell St., Fortress Hill
18:30～23:30
(852)2386-0027

マックスファクター
Healthy Skin Harmony Foundation

      

ノーメイクよりも肌に良いファンデーション
　化粧品ブランド、マックスファクターのHealthy Skin Harmony Foundation

は24時間、肌に潤いを与え、SPF20で紫外線からも守ってくれる高機能

ファンデーション。みずみずしいのにベタつかず

セミマットな仕上がり。メイクは肌に負担がかか

ると思っている人に使ってほしいアイテムだ。

トラベル
Mid-Levels Escalator

映画のロケ地としてもに有名なエスカレーター
　セントラルとミッドレベルをつなぐこ

の長いエスカレーターはもうひとつの

魅力的なアトラクションと言えよう。朝

は下り、それ以外は上り、と一定方向に

しか動いていないので気をつけよう。

狭い通りの混雑を緩和するために2.45

億香港ドルの費用をかけて1993年に

建設された。旧セントラル警察署を通

るベストロケーションにあり観光客に

も人気のスポット。

全国12蔵の女性蔵元・女性杜氏により造られた
「こんな男性に飲ませたい 男の辛口酒」

7月14日

　Ottottoは「女性蔵元・女性杜氏」に注目したイベントを6月に開催。かつ

て酒蔵は男性の仕事とされていたが、最近の日本酒業界では、女性の杜氏

も増えてきており、「女性蔵元・女性杜氏」が日本酒を製造する蔵元は、日本

全国に45程存在する。そもそも酒造りとは非常に繊細な作業であり、実は

女性は酒造りに適している。今回は「女性蔵元・女性杜氏」12社がこのイ

ベントに参加！

　「かつて、私たちの文化は日本酒を男性の飲み物とみなしてきました。し

かし、日本酒の味を敏感に感じ取れる女性は多く存在します。今日、日本酒

の醸造における女性の役割は変化しつつあり、状況は大きく変化するで

しょう。」

　「日本酒業界での働きは目覚ましいものがあり、革新をもたらしているが、

まだ市場ではそれほど知られていない」とOttottoの支配人Elle氏は語る。酒

造りに携わる女性たちが更に知られるようになれば益々脚光を浴びるだろう。

世界のアイドル、最強に可愛いハローキティ
　LOG-ONと「Hello Kitty Lifestyle 

Concept」がコラボし日本以外

では初の期間限定店をオー

プン。コンセプトにそって作ら

れた空間、ネイル、タトゥーシー

ルやフォトプロップスなど誰も

が参加して楽しめるイベント

が盛りだくさん！ また200を超えるアイテムや手書き風のデザインなど

もありハローキティファンにはたまらない! ぜひお見逃しなく！

Pokémon Carnival
ポケモン カーニバル

5月12日～6月10日

みんなでピカチュウに会いに行こう！
　ポケモンカーニバルがタイムズスク

エアで開催される。たくさんの遊べる

ブースやスタンプラリーも開催。ポケ

モンプレイブースでは6種類のゲーム

が用意されている。ぜひ参加してス

テッカーを集めよう。最新のポケモン

ゲームが試せるブースも用意されている。ピカチュウと一緒にダンス

パーティに参加して楽しもう！

　このティングイベントでは12の「女性蔵元・女性杜氏」の醸造所によって

造られた日本酒を紹介する。繊細な感性で作られたこれらの酒をぜひ試して

ほしい。

　「女性蔵元・女性杜氏」がイメージするお酒を「男の辛口酒」と題して、12の

異なる蔵からお酒の味をキャラクターに表現。お米、水、気温も違う土地なら

ではの個性があり、お気に入りのナンバー、カラー、イラスト、様々な角度から

楽しみながらお酒を楽しもう！

Ottottoは話題の日本酒バー、常に豊富な品揃えと、毎月イベントやプロモーションを提供。

Ottotto 日本酒試飲会「全国12蔵の女性蔵元・女性杜氏」
 G/F., 22 Upper Station St., Sheung Wan
 15:00～17:00
 定員20人(先着順)
 (852)2303-1327
 早期割引HKD400(7月7日までのお申し込み)、当日HKD500

District Race
城市探險競賽

5月13日

新しい発見に挑戦しよう！
　ディストリクトレースは都市の新しい発見をしながら体力増進を促す

イベント。レースは出発地点と終了地点のみが設定されていて、District

のアプリケーションを使いながら街中を

楽しむことができる。AIA Vitality Parkを

はじめ80以上のチェックポイントとチャ

レンジが地図に分布されている。ぜひ友

人や家族と一緒に参加してみよう！

Central Harbourfront Event Space, 
9 Lung Wo Rd., Central
7:00～15:00
explore@districtrace.com
HKD350～

中国茶器の展覧会
Behind the Art: Chinese Export Tea Ware

～10月31日

魅力たっぷりの中国茶器の世界
　4月18日から始まった「Behind the Art: 

Chinese Export Tea Ware」は、香港中文大学

美術館と香港茶具文物館(Flagstaff 

House Museum of Tea Ware)から選ば

れた60点以上の輸出品の中国茶器を展

示している。これらの中国茶器は、18～

19世紀の間の中国と西洋の文化交流と統合の様子を映し出している。

中国の文化に興味のある人はぜひ行ってみよう。

Exhibition

Flagstaff House Museum of Tea Ware, 
10 Cotton Tree Drive, Central
(852)2869-0690
www.lcsd.gov.hk

Times Square, CWB
ピカチュウファンミーティング 
5月12、13、19、20日  15:00～18:00(各20分)
ダンスパーティ
5月26、27日及び6月2、3、9、10日  15:00～18:00(各20分) 
無料

Watson’s 各店舗
HKD158/30ml

まれる。その日のベストな食材を使って料理を提供する為、メニューは変動

するが訪れるたびに違う味を楽しめる。

　シェフChris氏は30年に渡り、料理の道に専念、様々な調理方法を常に探

求している。また、日本でシェフとしての経験もあり、日本料理及びフュー

ジョン料理を学んだ。

　同氏は料理をする上で塩は最も大切だと考えており、スープ、焼き物など

の料理に応じて様々な塩を使用している。抜群の鮮度で素材本来の味わい

と豊かな日本の味を提供している。ぜひ訪れて、その美味しさを楽しんでほ

しい。

限定メニューや活き鰻などの釜飯も！

香港ピックアップ
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香港 香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  香取慎吾が中環に描いたアート動画が公開
　元SMAPの香取慎吾が香港島中環（セントラル）に描
いたストリート・アート作品のメイキング動画が香港政
府観光局のホームページで公開されました。このアー
ト作品は香港政府観光局の依頼でミッドレベルエスカ
レーターの側面、Shelley　Street（些利街）とHollywood
　Road（荷李活道）とが交差する場所で描かれました。
　香取慎吾のストリート・アート作品は2018年3月24日
から27日の深夜から早朝にかけて、高さ4.5m幅6m以
上の壁面にフリーハンドで制作され、作品名は「大き
なお口の龍の子（大口龍仔）」。香港をイメージして、モ
チーフに選んだ龍は、風水上パワーがある、運気が上がるとして香港政府観光局は紹介しています。
　また、作品が描かれているエリアは英国統治時代の歴史が感じられる場所でもあり、現在はアート
ギャラリーやアンティークショップなどが軒を連ねているオールド・タウン・セントラルと呼ばれるオ
シャレスポット。世界中の旅行者やインスタグラマーから人気が集まるエリアですので、お近くに訪れ
た際は写真撮影を楽しむこともできます。
　香取慎吾のストリート・アートのメイキング動画は以下の香港政府観光局のホームページよりご覧
ください。

香港政府観光局特設ページ：
http://www.discoverhongkong.com/jp/promotions/agaru/trend/vol17.html

  香港の所得税納税額の36％を収入上位1.5％が負担
　香港政府が2016-2017年の所得税納
税額を発表し、各メディアは納税額636億
香港ドル（約8904億円）のうち36％が収
入上位の約2万9200人（約1.5％）により
228億香港ドル（約3192億円）も納められ
ているとして話題に取り上げています。香
港の総人口数は約740万人、香港の所得
税納税者は189万人、個人所得税の最大
税率は15％となります。

　日本に目を向けてみると、所得税納税額は8.5兆円、49.1％が収入上位の約195万人（約4.1％）によ
り4.2兆円収められています。日本の総人口数は約1億2700万人、納税者は4757万人、個人所得税の
最大税率は45％となります。
（日本経済新聞の記事を一部参考：https://vdata.nikkei.com/prj2/tax-annualIncome/）

  労働節で中国人が23％増加 キャンプ場では深刻なゴミ問題
　5月1日（火）は中国の祝日「労働節」であり、
4月29日（日）から3日間、中国人旅行客が前年
の23％増加しましたが、キャンプツアーに参
加した中国人の大量のゴミがひどい、として
多くの香港メディアが深刻な問題として報道
をしています。
　香港メディア蘋果日報は、大自然の中で
キャンプができる鹹田灣（ハム・ティン・ワン）
などのキャンプ場では、通常は10～20組が訪れるような場所に数百もの中国人グループがテントを
張り、キャンプ後にゴミ袋700～800個分のゴミと、多くのテントを放置してキャンプ場を後にしたと報
じています。
　多くの中国人が香港のキャンプ場に訪れた理由は、中国本土の複数の旅行会社が香港でのキャン
プツアーを販売していたためであり、深刻なゴミ問題を抱えることとなった鹹田灣の2日間のツアー
は、交通費、テント代、調理器具代込みで約300～400香港ドル（約4,200～5,600円）、「ウニや蟹も捕ま
えられる」などの宣伝文句で販売されていたようです。

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

香港の納税者数（全189万人） 香港の納税額（全636億香港ドル）

一般層 収入上位層 一般層 収入上位層

29,200人

22,800,000,000
香港ドル

40,800,000,000
香港ドル1,860，800人

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

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。マーケティング部と編集部と連携し、顧客
向けの市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/金融・保険

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

外資系保険ブローカーが営業を募集。香港内の
日本人顧客対応。ビジネスパートナー、香港の
保険会社等の機関との関係性構築、市場調査。
日本市場の新規クライアント開拓。3年程度の
社会人経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 16K～23K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

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

25K

日系大手銀行がクライアントサポートを募集。
eバンキング移行プロジェクトチームのサポート。
移行用ソフトウェアインストールのためのオン
サイトサポートなど。2～3年のカスタマーサー
ビス経験のある方。※一年契約。

香港/九龍

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。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界 20K～23K

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

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

18K～22K

電子メール、ファックス、Webフォームからの
予約対応。予約に関する問い合わせの対応と
処理。ピークタイム時の電話応対の補助。飲食に
関連する実務経験のある方。日本語ネイティブ。
その他の言語ができる方尚可。

香港/九龍

日系保険関連企業が秘書を募集。役員海外出張
手配と同行。贈り物や挨拶状の手配、来客応対
など。役員の出張申請、出張経費の精算、会議
資料作成3年以上の秘書業務経験がある方。
日本語ネイティブ、英語力のある方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

香港/九龍 20K～30K

日系大手民間シンクタンクがERPコンサル
タントを募集。アジア全域に展開する日系企業
へのERP（QAD）の導入、プロジェクト推進・
調整業務、顧客対応。アジア全域へ出張。3年
以上のERPの経験者。英語堪能な方。

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険 香港/九龍 25K～35K

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

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 香港営業・販売系/金融・保険 香港/九龍 30K～60K

日系食材卸会社が営業を募集。食材の配達作業
のサポート。既存顧客のフォローアップ、日本
買付担当者との連携、新規顧客開拓など。営業
経験者歓迎。英語もしくは広東語会話レベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/九龍 22K～25K

仮想通貨交換企業がオペレーションアシスタント
を募集。日々の取引の実行、改善業務。取引の
管理、モニタリング、入出金取引のサポート。
英語から日本語への翻訳。同業界の知識が無く
ても可。英語、北京語どちらかが堪能な方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート系/
金融・保険

香港/香港島 18K～20K

日系特許事務所が日本語ネイティブのスタッフ
を募集。日本のお客様の特許取得に関わる書類
の作成、確認。日本のお客様からの電話応対。
コミュニケーション能力が高く、正確な作業が
出来る方。就労可能なビザをお持ちの方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 18K～20K

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

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 19K～23K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社

日系Eコマース小売企業がマーケティング/
広報マネージャーを募集。企業イメージの宣伝
や販売促進。テレビ、CM、雑誌、イベント企画
などの企業PR。新規顧客の開拓と小売店
スタッフの管理。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 25K～35K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）



香港 香港＆広東

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

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営業・販売系/
小売・流通・通信販売 香港/香港島 30K～40K

大手百貨店が食品フロアマネージャーを募集。
テナントの管理や直販エリアのマネジメント、
フロアやスタッフの管理等、並びに新規出店
希望者へのアプローチ担当。

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開拓を担当。

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。

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 20K～25K

人材紹介会社で営業のお仕事。主に香港の日
系企業を中心としたお客様に対して人材紹介
を通じた採用支援業務。責任者候補としての
採用も検討しており、幅広いレイヤーでの就業
が可能。

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
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

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。

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/物流・倉庫 香港/新界 18K～20K
日系及び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募集。主な業務
は、新規サプライヤー開拓と購買コスト管理。

Pasona Asia営業・販売系/金融・保険 20K
+コミッション

グローバル不動産投資会社が営業(日系企業
担当)を募集。既存顧客との関係構築ならびに
新規顧客開拓営業。資産運用管理経験者歓迎、
英語ビジネスレベル。

香港/九龍

香港/香港島 22K 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）

大手外資系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を募集。電話、メール、
チャット及びソーシャルメディアを用いた日本
人顧客対応。英語ビジネスレベル。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/九龍 25K

日系電子部品商社が営業スーパーバイザー
を募集。ルートセールスを担当。半導体・電子
部品・その他部品いずれかの営業経験5年
以上。英語または北京語ビジネスレベル。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/九龍 20K～30K

日系専門商社が営業を募集。既存顧客対応及
びマネージャーと相談しながら新規開拓営業
を担当。華南地区への出張有り。法人営業経験
のある方、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/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。
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香港＆広東 香港＆深圳

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企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/九龍 35K～45K

日系大手企業（卸売業）が財務経理マネー
ジャーを募集。公認会計士またはCPA資格
保持者で管理経験のある方。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/
その他・教育・公的機関など

香港/九龍 HKD100/時

農林水産物・食品分野を中心とした国内企業
等への情報提供。展示会、商談会、ミッション
受入れ補佐ならびにセミナーに係る事務業務
全般。英語ビジネスレベル。勤務期間：即日～
2019年3月31日。

Pasona Asia
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 20K
日系大手銀行が事務職を募集。トランザクション
の入力そして日本本社へレポート提出業務。
英語ビジネスレベル。

Pasona Asia
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 20K前後
日系学習塾が学習指導者を募集。小中学生向
けに下記を指導できる方。1.数学または数学・
理科。2.国語または国語・英語。生徒・保護者と
の面談も担当。経験・語学力不問。

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/新界 35K～40K
外資電子部品商社が日本・韓国市場開拓営業を
募集。電子部品業界での開拓営業実績があり、
リサーチ・交渉力に長けている方。出張有。

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/香港島 応相談

小売企業が２ポジションを募集。①マーチャン
ダイザー（HKD～18Ｋ）：コスメ商品の営業
フォロー。②ディレクターアシスタント（HKD
～35Ｋ）：新規ビジネス立上げサポート全般、
社長の秘書業務兼任。

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/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 ～22K

デザイン会社がアカウントを営業。ビジネス
サービスの営業や法人顧客へ解決・提案。関係
構築。★営業経験者優遇。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）

経営・店舗管理・
現場責任者/外食・フード 香港 応相談

３ポジション同時募集！！　①シーフード営業：レ
ストランへの販売営業。②シェフ・マネー
ジャー：店舗管理、メニュー開発。③在庫管理
マネージャー：通関手配、梱包、温度、倉庫管理。

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 香港 ～40K

シェフ・キッチンスタッフを募集。和食経験者
で店内のコンセプトを企画、実行できる方。店舗
オペレーションの経験がある方。★日本食経験
5年以上で、これから頑張りたいと思っている
若手の方歓迎！

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

サービス系/
小売・流通・通信販売 香港/香港島 ～15K

アパレル販売のお店がショップスタッフを募集。
シフト制で１日８時間勤務（休憩１時間）。駅か
らアクセス良。★香港在住者で店舗管理サ
ポートや買い付け等あり。

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/
メーカー（化粧品・医薬品） ～30K

アシスタント購買マネージャーを募集。中国・
台湾・東南アジアの工場との連絡・手配、価格
交渉、在庫・予算管理など。★ダブルペイあり。
品質チェックできる方。

香港/九龍

パーソル香港
（旧インテリジェンス

香港）

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
カスタマーサービスを募集。日本のお客様
から注文を電話で受ける。ＰＣデータ入力。
★マニュアル充実！　落ち着いて仕事がスタート
可能！

香港/新界

香港/九龍 応相談
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

ファッションブランド商品販売企業が２ポジ
ションを募集。①Ｅコマース（HKD～25Ｋ）：
オンラインビジネス戦略。②マーケティングマ
ネージャー（HKD～50Ｋ+住居手当）。

インテリジェンス
深圳

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）

深圳 RMB～25K
行政部長。深圳工場の総務、人事業務の管理
及び他国の工場との調整役。★メーカー、商社で
の管理部経験、マネジメント経験必須。英語・
北京語：業務交流レベル。

インテリジェンス
広州

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

広州 RMB～20K

顧客からの問い合わせ（主な内容は、ハード
ウェア、ソフトウェアとネットワークに関連する
技術問題）に対するカスタマーサービス。★テク
ニカルサービス経験者または中国での就業
経験者。

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/
外食・フード

香港/新界 応相談
秘書ポジション。日本人トップの秘書業務なら
びに社内の総務業務も担当。★永久または
配偶者ビザ所有者。広東語出来る方尚可。

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/
旅行・レジャー・観光

香港/新界 応相談
大手航空会社が2ポジションを募集。①総務
スタッフ：事務ワーク、経理処理、その他雑務。
②グランドスタッフ：出発・着陸サポート。

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 ～18K

小売企業が物流・配送コーディネーターを募集。
購買部門にて東南アジア・中国などから日本へ
のシッピング管理。内勤のお仕事。★実務経験者
で、英語・北京語ビジネスレベル要。

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） 香港/九龍 30K前後

業務用電化製品の製造・販売企業が営業を
募集！　既存顧客のフォローアップ営業、顧客の
要望をヒアリング、業務現場の下見など。★5年
以上の営業経験者、学歴不問。

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）/
その他サービス

香港/九龍 ～25K
エンターテイメント業界が社内管理スタッフ
を募集！　スタッフマネジメント・総務全般。
★オフィスマネージャーできる方。簡単な経理
知識があれば尚可。
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　今回は中国の専利法（日本語では「特許法」について説明しま
しょう。特に専利法の職務発明です。職務発明とは、会社の社員が
会社の業務として行った発明をいいます。日本の特許法は、「発明
を行った者が特許を受ける権利を有する」と規定しているため（日
本の特許法第29条）、あらかじめ社員は会社と職務発明について、
特許を受ける権利を委譲する契約を結んでおくことが多いようで
す。では、中国ではどうなのでしょう。

・中国の職務発明は会社が権利者
　専利法第6条第1項では以下のように規定しています。「当該単
位の業務の執行あるいは主たる部分を単位の物質的・技術的条
件を利用して完成した発明は職務発明とする。職務発明につき特
許を申請する権利は当該単位に属する。申請し批准された後は、
当該単位が特許権者となる」。本連載第17回(634号)でも説明しま
したが、「単位」とは会社や学校など人間が所属する組織をいいま
す。以下、条文の引用以外で「単位」は会社と呼ぶことにします。
　この条文にある通り、中国では原則として、職務発明の特許権を
申請する権利は会社が持ち、申請して批准された後は、会社が正
式な特許権者となるわけです。ところが専利法第6条第3項では
「当該単位の物質的・技術的条件を利用して完成した発明で、単位
と発明者や考案者が特許を申請する権利および特許権の帰属に
ついて契約を締結していた場合は、その契約に従うものとする」と
規定しています。つまり、会社の業務として発明した場合を除き、
会社の技術などを利用して完成した発明は、契約によって社員と
会社のどちらが権利を持つこともできるということです。

　また「単位の物質的・技術的条件」とは、当該会社の資金、設備、
部品、原材料もしくは公開されていない技術資料などを指すとさ
れています（専利法実施細則第12条）。中国での一般的な法解釈
では、これら会社の資金や設備などの利用が発明の一部分のみで
あり、どんなに少なくても「単位の物質的・技術的条件」を利用した
とされる、としています。次回は「単位の業務の執行」について説明
しましょう。(続く)

〈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！

中国特許法の職務発明その1

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

目
か
ら
鱗
の
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 「デザインとマーケティングと香港の話をします」

第四回：誰がデザインをダメにしてしまうのか？
　今回は「ダメなデザイン」というものについて考えてみたいと思
います。デザインが必要になった際の参考になれば幸いです。

■ 誰がデザインをダメにしてしまうのか？
　ダメなデザインができてしまう理由を考えてみました。僕は「依
頼する側と、される側で、何をゴールとすべきなのかをきちんと
承知しないままに作業を進めて、何となく世の中に出してしまう」
からだと考えています。
　香港の街では様々なデザインが、こっちを見てくれ！と自己
主張をしています。プリンシパルは感じられません。目立つこと
がゴールなのか。面白いことだけがゴールなのか？そうではな
くユーザーの気持ちにささる的確なデザインがあるのではな
いのか？
　カオスな光景は、ある意味で魅力的です。しかし、そこに埋も
れてしまい同じ土俵で戦うのはもったいないことです。混沌の中
にあって、潔いデザインや考え抜かれたメッセージを発信するこ
とが、ブランドのイメージを高めることになるはずです。そのため
には明確な目的とゴールの設定を行った上でデザインの作業
を進めていきたいものです。

■ 依頼する側がデザインをバカにする
　出来によってはコミュニケーションの質に影響するのに、何故
デザインを軽視してしまいがちなのでしょう？
　先ず、依頼する側のデザインに対する意識として、いくつかの
パターンがあります。
　一つは、自らの課題を把握することが無いままに、解決を丸

投げしてしまうパターン。この場合は、最後まで、なんとなくカッコ
良くない、この色は嫌い、この商品はこうあるべきだ、という主観
が支配することになりそうです。
　また、絵と写真と文章と組み合わせるだけなら自分達でもで
きる、と考えるパターン。或いは、デザイナーは万能であるべき
で、どんなジャンルであっても解決してくれると思うパターンも
あるかもしれません。こうした場合にも、出来上がってきたもの
と、期待していたイメージが噛み合わ無いことに悩むことにな
りそうです。

■ 依頼される側もデザインをバカにする
　一方で、デザインをする側の意識にも問題があります。デザイ
ナーとノン・デザイナーの間には深い溝があります。多くのデザイ
ナーは、自分が好きだという観点からデザインをしがちです。それ
ぞれのデザイナーは自分の形を、悪く言えば癖を持っています。
それ自体は個性と呼ぶべきですが、往々にしてブランドのメッ
セージが優先だ、という事実が後回しにされるケースがあります。
　そして、言わずもがなの事ですがデザインとアートは異なりま
す。アートはアーティストが心の赴くままに自由に作品を作る。一
方、デザインは必ずロジックを伴ったものではなければいけま
せん。デザイナーの中には、コピーやテキストの内容を理解せず
に、ただの固まりとして扱うために、メッセージが目立たなくなっ
てしまうというケースがかなり見受けられます。
　大事なメッセージに気を遣わないのでは、デザインが重きをお
いてもらえないのも道理です。作る側の我々としても、わかっても
らうための努力をしないといけないところだと思っています。

■ やはりデザインを軽視したまま“ブランド”は作れない
　再び、ダメなデザインとはどういうものでしょう？

- 何が言いたいかが良くわからないクイズのようなもの。
- 本来の商品の良さを伝えることに失敗しているもの。
- ブランドが目指すべきトーン＆マナーに統一感を損なっている

もの。

　ユーザーの多くが便利なモノ・美しいモノ・素敵な体験は、手
に入って当たり前だ、と考えるようになっている時代です。ダメな
デザインはより良いコミュニケーションを作る事に失敗し、見つ
けてもらうことも、好きになってもらうことも難しくしてしまいます。
　デジタル時代。結果がデータで判断できるようになった事は
素晴らしい事です。だからこそ、何となく作ったデザインだけで
A/Bテストを続けているだけだとしたら、大きな機会の損失では
ないでしょうか？
　確かなブランド体験を届けるには、オンラインでもオフライン
でも、どんなタッチポイントにあっても、整合性を持ったデザイン
を出し続けていく事が重要です。良いデザインを作るために、依
頼する側と作る側が共通の認識を持って＜ロジック＋マジック＞
を実現させることを目的とすべきです。（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。
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マリリンのぶらグル巡り
　賑やかな尖沙咀（チムシャーチョイ）の繁華街の中心にあ
るイギリス発祥の高級ホテルチェーン「The Langham」。エレ
ガントなヨーロピアン調のインテリアが人気で日本人観光客
にも定評のあるホテル。快適なステイを約束してくれるのは
もちろん、ステイしなくてもホテルロビーでアフタヌーン
ティーからバラエティー豊かな有名レストランでの食事、そ
して至福の時間を味わえるスパでも人気のホテル。
　そんな同ホテルの地下にシーフード＆グリル料理が自慢の
レストラン「Bostonian　Seafood　&　Grill」がある。モダンかつ
インダストリアルなインテリアデザインの店内は、クラフト
ビールバー、メインダイニングエリア、そしてプライベート・
シャンパンルームの3つの部屋に分かれており、目的に応じた
利用方法が可能。しっかりとした食事はもちろん、ハッピーア

ワーや食事後にドリンク
を楽しむこともできる。
　今回、同店のエグゼ
クティブシェフ、Pedro氏
が見ても食べても楽し
めて五感を刺激してく
れる新メニューを紹介。
まずは、ローストした
ビートルートにクリーミーなリコッタチーズ、サーモン、食感
が楽しめて身体にも良い、キノアにはちみつのドレッシング
をかけた「Roasted Beet Salad」。気温が温かくなってきたこ
れからの季節にあっさり食べることができる。アラスカ産の
大振りの貝柱をベイクし、濃厚でクリーミーな味わいのウニ、
バター、ブランデー、ディル、カイエンペッパーを合わせた
ソースをトッピングした「Baked　Alaskan Scallops」は、そのま
までも十分に美味しい。さらにキャビアとエビソースを添え
てさらに味わい深く。フランス料理の伝統的な料理である鳩
肉を使用したパイをフォアグラと黒トリュフを加えてグレード
アップした「Pigeon, Foie Gras and Black Truffle Pie」は贅沢
感を味わえる一品。
　メインには、ニュージーランド産のラム肉のロースト
「Roasted New Zealand “Te Mana” Lamb Oyster Shoulder」。ラ
ム肉の中でもトップレベルの品質と味を誇り、肉汁たっぷりで
お肉はとても柔らかい。そんなラム肉を12時間じっくりスロー
クックしし、さやいんげんとマッシュルームを添えてローストし
たシェフ一押しのメニュー。ポルトガルスタイルの蒸しムール

貝「Portuguese-style Steamed Mussels」はロブスターとシェ
リー酒ののクリームにチョリソー（スペイン産ソーセージ）、ト
マト、ビール、ピーマンを合わせたソースが絶妙。付け合わの
自家製フレンチフライはケチャップで食べるのもいいがソー
スに浸して食べるのもおススメ。
　さあ、さっそくお店自慢の新メニューを味わいに出かけよう。

シーフードとグリル料理が堪能できる
「Bostonian Seafood & Grill」から新メニューが仲間入り！！
シーフードとグリル料理が堪能できる
「Bostonian Seafood & Grill」から新メニューが仲間入り！！

香港グルメを
ぶらりと紹介します！

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

話題のお店を中心にローカル店など数多くのお
店を食べ歩きながら、趣味のヨガやハイキング
も楽しむ香港在住歴9年の日本人女性ライター。

Bostonian Seafood & Grill
住所：8 Peking Rd., TST
電話：(852)2375-6611
時間：月～土 セミビュッフェランチ 12:00～15:00、
　　  月～日 ディナー 18:30～23:00、土 ブランチ 11:00～15:00、
　　  月～日 ハッピーアワー 17:00～20:00
ウェブ：http://www.langhamhotels.com/en/the-langham/
　　　  hong-kong/dining/bostonian-seafood-and-grillシェフ一押しの「Roasted New Zealand “Te Mana” Lamb Oyster Shoulder」

照明を落としたラスティックなインテリア

たっぷりシーフードを堪能できる「Seafood Tower」
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