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PERSOLKELLY中国は、1996年の設立以来中国の成長

と共に歩んできました。 企業の成長は全て｢人｣に関係してい

ると言っても過言ではありません。価値観を共有できる優秀

な人材を採用し、入社後いかに活用するかが、中国における

事業戦略を達成できるかどうかの鍵になります。人材採用に

おいて、スキル・経験・知識はもちろん「本当に会社に合う

人材」の推薦にこだわり、設立から今日に至るまで豊富なデー

タベースや専門コンサルタントを通じて、日系企業や外資系

企業を中心に人材採用のご支援をして参りました。

会社紹介

Corporate Strategy
中国におけるHRのベストパートナーを目指して。

中国で企業の成長や変革を実現させるためには、中国の価値

観・仕事観を理解し、戦略的な経営・人事戦略の構築が必要

不可欠です。私たちは様々なHRソリューションを通して、

日系企業が抱える人事労務問題を戦略的に解決し、貴社の成

長や変革を実現する「Best HR Partner」です。

2021

2014

2011

2007

2002

2001

1996

インテリジェンス中国とKelly Service が事業提携。

インテリジェンス中国のブランド名を、PERSOLKELLYに統一致します。
インテリジェンスアンカーのブランド名を、PERSOLKELLY Consulting に統一致します。

既存サービス拠点

中国拠点

北京

蘇州

上海

広州
深セン

香港
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エグゼクティブサーチ
Executive Search

Recruiting Process Outsourcing

社以上の企業へ10000
人材紹介サービスを提供し、あらゆる業界職種をカバー。
毎年数千名の人材をご紹介。

累積数万名の人材をご紹介

2018 年 2019 年 2020 年 2021 年

500,000

（Retained）

Recruitment

人材紹介サービスの特徴
求める人物像の明確化。

意欲の高い人材の推薦。

適正な人材選別。

.



経験豊富なコンサルタントがお客様のニーズにあう

人材を迅速にご紹介。PERSOLKELLY中国は各業

界職種の膨大な人材データベースを有し、中国各地

区（華東・華北・華南および香港）の企業よりご依

頼頂いております。様々な領域において高級管理人

材や技術人材のご紹介を行い、CEO・CFO・主席

代表や各種総監クラスといった年収100万元以上

の重要ポジションもご支援可能です。

マーケティング総監

ブランドマネージャー

経営企画/営業企画

広告営業 /カスタマーマネージャー

PR/メディア /展示会

グラフィックデザイン

マーケティング /企画 /広告

システムエンジニア（PM/PG）

データベース開発 /ERPシステム

組込みソフトウェア開発

ネットワークエンジニア

サイト運営 /Webデザイン

マルチメディア /ゲーム開発

PC/インターネット /EC

人事総監 /マネージャー

採用 /給与 /人事考課主管

総経理秘書

行政総監 /マネージャー

法務マネージャー /主管

部門アシスタント /通訳

人事 /行政 /法務

営業総監 /エリアマネージャー

営業主管 /セールスエンジニア

代理店開発 /ルート管理

営業アシスタント

輸出入オペレーション

コールセンター /CS担当

営業 /カスタマーサービス

財務総監 /マネージャー

会計 /出納

審査担当 /税務管理

銀行与信管理 /審査

ファイナンスリース

損害賠償 /カスタマーサービス

財務 /金融 /保険

店舗管理 /在庫管理

VMD / 商品管理

物流倉庫管理

通関書類 /フォワーダー

建築工事 /プロジェクト管理

インテリアデザイン

建築 /物流 /小売

工場長 /総監

設備修理 /技術サポート

生産技術 /プロセスエンジニア

品質管理 /QA・QC

機械自動化 /電子回路設計

化粧品 /医薬品 /食品研究員

製造業 /化学工業 /開発

生地購買 /開発

パターンメイキング

商品企画 /商品MD

商品デザイナー

アパレル生産 /業務フォロー

品質管理 /検品

アパレル /日用消費財

4%

29%

4%

4%

4%

4%
4% 5%

11%

IT 14%

19%

21%

1%

14%

12%

2%
2%

3%

4%

6%
7%

8%

8%

10%2% 總務

中国での

以上の豊富な経験
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Advisory Services

Learning Academy

タ

ポ

Human Resource Development

600

600

労務相談

Organization Development

スキルアップ研修

報・連・相 時間管理 赴任者ビジネスマナー

Ability

人事労務研修

労務基礎 目標設定 評価者

HR&Labour

管理職強化研修

リーダーシップ 問題解決

Manager

レ



China(Hong Kong/Taiwan)   Korea   Singapore   Malaysia   

Thailand   Indonesia   Vietnam   India   Australia   New Zealand

010-85172300 

021-23526000

0512-69580058

020-38350377

0755-22218481

852-22810000 

北京：  英創人材服務 (上海 ) 有限公司北京分公司

上海：  英創人材服務（上海）有限公司

蘇州：  英創人材服務 (上海 ) 有限公司蘇州分公司

広州：  英創人材服務 (上海 ) 有限公司広州分公司

深セン：  英創人力資源服務 (深圳 ) 有限公司

香港：  PERSOLKELLY Hong Kong Limited

上海：  英創安衆企業管理諮詢 (上海 ) 有限公司

北京：  英創安衆企業管理諮詢 (上海 ) 有限公司北京分公司

深セン：  英創安衆企業管理諮詢（深圳）有限公司

香港：  PERSOLKELLY Consulting Limited

● 人材紹介事業

● 人事コンサルティング事業

021-23526000

010-85172300

0755-23996500

852-28330192

beijing@persolkelly.com 

client@persolkelly.com

suzhou@persolkelly.com

guangzhou@persolkelly.com

shenzhen@persolkelly.com

info_hk@persolkelly.com

info_cn@persolkelly.com

info_cn@persolkelly.com

infosz@persolkellyconsulting.com

infohk@persolkellyconsulting.com


