
日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

歴史的大相場の入り口？
景気サイクルに乗る投資 （7月26日）

旬のサンマが届かない…
トラック新規制の衝撃 （7月28日）

3位〜10位は・・・

本紙PPW11ページに掲載中！
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2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : http://pr.nikkei.com/overseas/
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2014]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング 7月26日～8月1日

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

日経電子版で
毎週更新中！
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香港 香港

　毎年世界中から多くの人が訪れる人気の「アート・バーゼル香港」の
サテライトとして、最も注目されているホテルフェアのひとつ「アジア・
コンテンポラリー・アート・ショー2014（秋）」。春に引き続き、コンラッド
ホテル香港の41～43階、計4フロアを貸し切って10月2日（木）～5日（日）
まで開催される。香港、中国、アジアの国々、オーストラリア、南米、北米、
そしてヨーロッパを含む世界5大陸より400名ものアーティストが参加、
3,000点以上の作品が展示される。ワインやシャンパンを片手に各部屋
をまわり、才能ある若手や中堅の芸術家の作品をじっくり鑑賞すること
ができるこのイベントでは、気に入った作品は購入する事もできる。また
会期中に来場する出展作家も70人以上を予定しており、彼らの作品を
直接目で見ることができるだけでなく、コレクターバイヤーや美術愛好
家としても作家との交流も深められるいい機会でもある。

　オンラインでのチケット購入は、1枚購入すると1枚無料とお得になっ
ている。是非早めに購入しよう。

世界のアートが一堂に。
待望の「アジア・コンテンポラリー・アート・ショー2014」の開催日が決定！

アジア・コンテンポラリー・アート・ショー2014
Asia Contemporary Art Show2014
場所： コンラッド香港
住所： Pacific Place, 88 Queen’s way
時間： 10月2日（木） 17:00～21:30（招待者のみ）
 10月3日（金） 13:00～17:00（17時以降は招待者のみ）
 10月4日（土） 13:00～20:30
 10月5日（日） 13:00～19:30
チケット価格：VIP　HKD260、スタンダード　HKD180

シェーン・フラン「Shane Filan You & Me Tour」で初の来港！
心深く染み入る歌声を楽しもう。

　2012年に解散した世界的に有名なアイルランドのポップグループ
「ウェストライフ」のリードボーカルとして活躍していたシェーン・フィ
ラン(Shane Filan)が、9月29日にソロ・デビューアルバムを記念して アジ
ア・ワールドエキスポ(Asia World-Expo)で1夜限りのコンサート「Shane 
Filan You & Me Tour」を行う。
　アイルランド生まれで幼い頃から音楽に熱い情熱を持っていた
シェーンは、大学時代に同じ学校に通っていたキーアン・イーガン、マー
ク・フィリーと後から加わったニッキー・バンとブライアン・マックファー
デンで「ウェストライフ」を結成。1999年にリリースされたファーストシング
ル「愛の誓い～スウェアー・イット・アゲイン」での大ヒットを皮切りに、後に
合計10枚のアルバムで50万枚も売り上げ、一躍世界に名を馳せた。特に
彼の美声と心に響くメロディーは世界中の多くのファンを魅了している。
　彼の解散後初のソロアルバム「You & Me」はウェストライフの作品も
手がけたスティーブ・マックとマーティン・テレフェ（ジェイムス・ムーラ

ズ・トレイン）がプロデュース。大人になった彼だがその持ち前の甘い美
声は健在。ソロとなって初のシングル「エヴリシング・トゥ・ミー（Every 
Thing To Me）」を含む同アルバムはバラードがメインだった「ウェストラ
イフ」の音楽以上のものが収録されている。アップ＆ロウテンポ、ポッ
プ、ソウル、カントリー、そして伝統的なアイリッシュ音楽などをミックスし
た聴き応えのあるアルバムだ。
　さあ、彼の魅力ある美声と甘い歌声に酔いしれてみては？

Shane Filan YOU & ME Tour in Hong Kong 2014 
開催日：9月29日（月）
時間：20:00～
場所：アジア・ワールドエキスポ(Asia World-Expo)
チケット価格：HKD880、HKD680、HKD480
お求め方法：Hong Kong Ticketing

香港トピックス
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　シリーズ累計5,800万部を超える和月信弘原作の大人気コミック｢るろ
うに剣心｣。2012年に｢龍馬伝｣の大友啓史監督により実写化された映画
で興収30億円を超える大ヒットを記録した前作に続く、原作のクライ
マックスとも言うべき「京都大火編」と「伝説の最期」編の2部作品が9月
18日と10月16日連続で公開予定。
　幕末の動乱に揺れる京都に｢最強｣の伝説を残した男｢緋村剣心(佐藤
健)｣。かつては「人斬り抜刀斎」の通り名を持っていた伝説の剣客。それ
から10年の月日が流れ、仲間たちと平穏な生活を送っていた剣心はあ
る日、剣心から影の人斬りを引き継いだ志々雄真実(藤原竜也)が京都で
その名をとどろかせていることを知る。新政府が派遣した討伐隊は志々
雄に打つ手がなく、最後の望みとして剣心に白羽の矢が立つ。果たして
緋村剣心は志々雄真実を打ちのめすことが出来るのだろうか。

　前回主演の佐藤健のほか、武井咲らが引き続き出演するほか、剣心の
宿敵役の藤原竜也や伊勢谷友介が新たに出演する、監督は前回と同じ大
友啓史。迫力満点のスケールと驚異的なアクションに期待したい。また、
本作品へ新キャストとして福山雅治の出演が発表された。敵か味方かま
だ役柄は公表されていないが本作品を盛り上げてくれるに違いない。

｢るろうに剣心｣京都大火編＆伝説の最期編 2部連続
注目のアクション感動作品  早速香港公開！

るろうに剣心
京都大火編　　 9月18日公開
伝説の最期編　10月16日公開

監督：大友啓史
出演：佐藤健、藤原竜也、伊勢谷友介、武井咲

世界のトップクオリティーの時計が揃う世界最大の時計展
「Hong Kong Watch & Clock Fair」開催予定

　毎年恒例、世界中の業界関係者が集まる世界最大規模の時計トレー
ドフェア「香港ウォッチ＆クロックフェア(Hong Kong Watch & Clock 
Fair)」が9月3日(水)～7日(日)まで湾仔(ワンチャイ)のコンベンション＆エ
キシビション・センターで開催される。同フェアは時計のトレード・フェア
としては世界最大級で、世界でも有名な上質のブランドの腕時計を豊富
に揃えているのに加え、完成品としての腕時計だけではなくパーツや部
品・器具、時計用のアクセサリー、梱包材まで時計産業のあらゆる分野を
カバーするイベントだ。昨年のフェアには約100の国や地域から前年比
7％増の、およそ19,000人近くのバイヤーが訪れた。
　昨年から同フェア内でスタートした時計をテーマごとに展示する
｢Salon de TE｣内では、4つのエリアでバイヤーがお目当ての時計を容易
に見つけることができるよう工夫されている。「クラフト・トレジャー
（Craft Treasure）」ゾーンでは高品質な機械式時計の繊細な動きを堪能
でき、美しいジュエリー時計も展示される。「シック＆トレンディ（Chic & 

Trendy）」ゾーンでは、機能だけでなくファッションやアクセサリーとして
も重要な役割を果たす時計にフォーカスし今流行のスタイリッシュで洗
練されたモデルを展示。「ルネッサンス・モーメント（Renaissance 
Moment）」では時代を超えたクラシックでエレガントなスタイルを紹介
する。各有名時計メーカーが限定モデルを展示する世界のブランド広
場（World Brand Piazza）も見逃せない。
　バイヤーやコレクターには目が離せない同フェアだが最終日には一般
客にも公開されるエリアもあるので足を運んでみては？詳細はウェブで。

香港ウォッチ＆クロックフェア
(Hong Kong Watch & Clock Fair)
開催日：9月3日(水)～7日(日)　　
場所：コンベンション＆エキシビッション・センター
ウェブ：hkwatchfair.hktdc.com/dm/2014/lapsed/index_jp.html
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香港

今週の香港ピックアップ Exhibition

今年も世界中から食品やサービスが一堂に集まる!
　毎年進化を続ける香港貿易発展局主催のフードエキスポが今年も開催される。前回

は日本を含め世界中から1,140社が出展し、約2万人ものトレードバイヤーと約41万人

の一般来場者を集めた。

　今年も商談を目的とするトレードホールをはじめ、一般消費者が来場するパブリック

ホール、そして、高級食材の宝庫グルメゾーンなど、目的別に様々な会場が準備されるな

ど、香港で最も高い人気を誇る、展示会の枠を超えたイベントだ。入場者は各国から集

まる美食を大いに楽しんだり、有名シェフが実際に料理をするセミナーに参加したり、評

判の食品に対する批評を聞いたりと、様々な情報を収集することが出来るのもこの展示

会の魅力の1つだ。

香港フードエキスポ
第25回開催

8月14日～18日

白肌キープ！ 今年は絶対焼かない！！
　カネボウのALLIEから汗をかいても絶対焼かない潤いジェルUVの日

焼け止めが新登場。SPF50＋のみずみずしいジェルがお肌を潤いなが

らしっかり紫外線をブロック。付け心地の良いさらっとしたジェルでうれ

しいウォータープルーフ。美容液、下地、日焼け

止めと1本で3役。これさえあれば今年の夏も

焼かずに白肌キープ！

カネボウ
ALLIE

販売中

銅鑼湾そごう、Beauty Avenue、一田百貨　他
土、日曜日 (14:00-16:00, 16:30-18:30)
www.kanebo-hk.net

Hong Kong Convention and Exhibition Centre,1 Expo Drive, Wanchai
10:00～22:00（最終日は10:00～18:00）
www.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/s/4310-Other/HKTDC-Food-Expo/tips.html
一般来場者　HKD40、HKD25、HKD10

しゃべらない英会話で英語を楽しく学ぼう
　日本で女子中高生や大学生に大人気の英会話アプリ｢Chatty｣(チャッ
ティー)が本格的にリリースされた。英会話にスタンプや英文のテンプ
レートやテキストを使ってチャットすることで、苦手意識を取り除いて気

軽に英語を楽しむアプリだ。しゃべらなくていい
英会話として、いまだ英語に対する苦手意識の
強い日本人にも親しみやすい。

人気の英会話アプリ
Chatty(チャッティー)

Watson’s Wine
ワインを提案

セントラル店：IFC Mall, 3/F., Shop 3019
ワンチャイ店：Convention Plaza, 
　　　　　　1/F. & G/F., Shop 102C
銅鑼湾店： Lee Gardens Two, G/F., Shop G03
他

香港のストリートフードがワインとの異例な出会い！？
　ワインといえばステーキや魚など美食との組み合わせを想像するだろ

う。ワトソンズワインではそんな考えを覆して庶民の味のスナックとして代

表的なカレー味のフィッシュボール、せんまいの串煮、ピーマンとなすび

のてんぷら、ワッフルなどのローカルスナック

に合うワインを提供。意表をつく組み合わせ

を楽しんでみては。

1/F., New World Millennium Hong Kong Hotel, 
72 Mody Rd., TST
12:00～14:30、18:00～22:30
newworldmillenniumhotel.com/en

ダウンロード先　
itunes.apple.com/jp/app/id880046986
特設サイト　
chatty-r.com/
利用料金　無料

嵯峨野
冷そうめんランチセット

8月29日まで

香りとのど越しに、涼を感じる
　日本料理レストラン「嵯峨野」の新たな冷そうめんランチセットで、こ
の夏の暑さを忘れてみてはいかがだろう。総料理長 苗加昌彦氏が伝

統的な技を活かした本格的な冷麺は、卵
のそうめんをはじめ、梅そうめん、緑茶そ
うめんなど、どれもツルツルっと楽しめ
る。お寿司と天ぷらもついて、満足できる
セットだ。
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香港&広東 香港

香港

Wホテル
Fit with Tara Stiles

初の「猫の蝋人形」かも！？
　香港観光スポットの1つと定着している香港マダムタッソー蝋
人形館に、世界中で愛されているキャラクターHello Kittyが新し

い 仲 間として加わった！
Hel lo　K i t t yの部屋を訪れ
れば、大好きなKit tyちゃん
に出会える！本来の愛らし
い姿を忠実に再現するた
めに、製作には4ヶ月もか
けられている。

Hello Kittyが登場
香港マダムタッソー蝋人形館

お得！うれしい！夏休みのギフトセット。
　有名芸能人スキ・ツゥイが創立したスキンケアブランド「SÈVE」。この
ブランド名はフランス語の「植物の精髄」に因んでおり 、同ブランドの理

念と素材へのこだわりの姿
勢が伺える。現在、美肌用2
種類、美胸用の１種類の中
から選べる、お得な真夏の
特別ギフトセットを期間限
定で販売している。 

SÈVE
夏ギフトセット

8月31日まで

Galley Café & Dining
限定バーガーメニュー登場

8月31日まで

好評御礼！一年ぶり再登場
　ビクトリア時代の建築様式を残し、歴史的価値もある新たな観光名所

として注目を集める1881　Heritage。その中にある「Galley　Café　& 

Dining」は、多国籍料理とお洒落な雰囲気で人気のレストラン。同店で

は現在、期間限定のスペシャル・バーガーを提供している。さらにバー

ガーのプレートに落書きして、

インスタグラムに写真を投稿

すると、プレゼントをゲットで

きるかも！

旅行中でもWホテルで体形維持！！
　Wホテル香港では滞在中の体と心を癒してくれる｢FIT with Tara 
Stiles｣プログラムを開始。忙しい滞在期間中、いつでもエクササイズが
出来るようにと、詳しくて分かりやすいインストラクション付きのヨガの

DVD、を各部屋に設置。好
きな時間に部屋でヨガが
出来る。また、ホテル外で
のヨガのフリーレッスンも
提供している。

Shop P101,The Peak Tower,128 Peak Rd., The Peak
10:00～22:00
www.madame-tussauds.com.hk
HKD550、HKD450、HKD350（立見席のみ） 

1 Austin Rd. West, Kowloon Station
(852)3717-2982
www.w-hongkong.com

Shop 01, G/F., 8 Hysan Avenue, CWB
(852)2699-7997
www.seve.com.hk
HKD1,090から

Shop208, 2/F., 1881 Heritage, 
2A Canton Rd., TST
www.galley.com.hk
instagram.com/galleycafehk

Cucina
プールサイドバーベキュー

8月31日まで

好評御礼！一年ぶり再登場のバーベキュー
　ホテルマルコ･ポーロ6階の、海景を楽しめるイタリアンレストラン
「Cucina」では、好評に応え、この夏もプールサイドバーベキューを提
供している。午後6時半以降、プールサイドとガーデンで40種類以上の
食材をその場で調理してくれる。サラダバーもついており、さらに曜日
別にお得なキャンペーンも実施中なのでウェブサイトでチェックしてみ
よう！

6/F., Marco Polo Hongkong HOTEL, 
Harbour City, 3 Canton Rd., TST
18:30～22:00
(852)2113-0808
www.cucinahk.com 

Alex Goot
香港ライブ

9月1日

YouTubeで一躍有名となったシンガーソングライター
　2010年にyoutubeに自身の曲やカバー曲の動画アップロードを開
始したAlex Goot。今ではチャンネル登録数で常に上位にランキングさ

れるという勢いを駆って9月1日、香港
で一夜限りのライブを開催する。今年
夏に新たにリリースされたアルバム
「Infinity EP」の収録曲から多数披露さ
れることとなるだろう。

MacPherson Stadium , 38 Nelson St., Mongkok
20:00～22:00
HKD550、HKD450、HKD350（立見席のみ）
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香港ベトナム

《中国における就業ビザについて》

Ｑ－１　
　弊社香港法人で就業する日本人は、頻繁に中国に入国し業務を行なっております。そこで、中国に
おける外国人の中国への出入国管理、中国での滞在・居留、就業及び居住等に関する規制を教えてく
ださい。

Ａ－１
　外国人が中国に滞在し、中国での就業を含む何らかの形態で業務を実施する場合、関連する最も
重要な法律は「中華人民共和国出入国管理法」（以下「出入国管理法」）であり、当該「出入国管理法」
は2012年6月30日付けで公布され、2013年7月1日から施行されております。以下、「出入国管理法」に
基づき、外国人の中国での就業等に関する主な規制を解説いたします。

～就業について～
　外国人が中国国内で「就業」する場合、就業許可及び居留許可を取得しなければならず、中国の
法人が就業許可及び居留許可を取得していない外国人を雇用することは認められておりません
（41条）。ここで「就業」とは、中国の法人と雇用契約を締結し当該中国法人の従業員として働くことを
指しますので、出張により中国に滞在し業務をする形態は含まれないことになります。また、中国の法
人が直接給与を支給しているか否かも「就業」の有無を判定する本質的な事象ではございますせん。
　このように、中国の法人と雇用契約を締結し中国で就業するには、別途規定される手続きに従い
「就業証」及び「居留許可」を取得する必要があるのは当然ですが、就業許可の範囲を超えて中国で就
業する場合や、許可無く職場を変更し就業することも不法就労に該当することになりますので、留意
が必要です（第４３条）。

～出張による滞在について～
　一方、出張で頻繁に長期間中国に滞在する必要がある場合には、訪問目的のＦビザや商業目的の
Ｍビザを取得し対応するのが一般的となります。この点につき、『外国人の中国国内における就業管
理規定の実施貫徹に関する問題についての通達』が規定する「中国において業務に従事する外国人
は、外国法人との間で雇用契約を締結し、給与も国外から受取る場合でも、中国国内で3ヶ月以上業
務に従事する場合には、中国で就業しているものとして就業ビザおよび就業証の取得を行なわなけ
ればならない」という規定を根拠とし、このような就業証を取得していない長期出張者が不法就業の
疑いをかけられたり、いざ正式に中国法人と雇用契約を締結し、就業証を申請する際に過去不法就
業があったものと見なされてしまい、就業証が下りない場合が散見されますので、留意が必要です。

～三非行為（外国人の不法入国、不法滞在、不法就業）に係る罰則について～。

　中国に進出する企業にとって、従業員の中国における出入国、滞在・居留、就業及び居住は法人・
個人共に関連する問題であり、また、従業員の安心・安全を確保することは非常に重要なことにな
ります。中国進出をする際には、上述の内容及び関連する規定を正確に理解することが大切とな
ります。

香港及び中国に関連するＱ＆Ａ①

ワイズコンサルティング国際会計グループ
香港事務所
住所：15/F., O.T.B. Bldg., 259-265 Des Voeux Rd., Central
電話：(852)2851-8700
深圳事務所
住所：深圳市羅湖区建設路1072号東方広場10楼1010室
電話：(86)755-8831-6995

ビジネスマン必見！
華南エリアお役立ち情報

10 今回のテーマ

東京事務所創立40周年記念出版本「相続税の基礎知識」を無料配布中
税理士・会計士・弁護士による無料相談セミナー実施中
お気軽にお問合せください！

日本国税理士
山本圭一郎
日本国税理士
山本圭一郎

不法入国

不法滞在

不法就業

1,000元以上5,000元以下の罰金、状況が重い場合には、5日以上15日
以下の拘留と2,000元以上1万元以下の罰金（第71条）。

警告、状況が重い場合には、不法滞在1日につき500元の罰金（総額は
1万元まで）、又は5日以上15日以下の拘留（第78条）。

5,000元以上2万元以下の罰金、状況が重い場合には、5日以上15日
以下の拘留と5,000元以上2万元以下の罰金。不法就業者の雇用主に対
しては、採用者一人当たり1万元、総額で10万元以内の罰金（第80条）。
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香港＆広東

香港

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

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 15K～17K

日系顧客を中心とした法人設立（香港、オフショ
ア法人両方）、法人口座開設に伴うアテンド、
調整業務、税務申告に伴う会計業務。ローカル
会計事務所との連絡、調整。

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

香港/香港島 20K～30K
日系顧客へ向けて簡単な翻訳・通訳業務、セク
レタリーチームのサポート、アシスト業務がメ
イン。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港35K～45K

新規セットアップのアセットマネジメント企業
にて、営業を募集。日本人富裕層を対象とした
幅広い投資商品から顧客のニーズに適した
資産運用を提案、新規顧客の開拓、既存顧客
のフォロー。

金融/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港20K～25K

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス
職。在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設
サポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ
対応。入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 20K～35K

大手日系銀行のコンプライアンス部門にて
Deputy Managerを募集。リスクマネジメント、
信用分析、コンサルティング、企業の経営統合
などのサポート。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 15K～25K大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ニーを募集。若手歓迎。1年契約。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 香港/香港島 25K～30K
日系食品商社にての営業職。レストランから
依頼される食材の発注、運送業者とのやりとり
がメイン。

香港/香港島 24K～28K RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

大手広告代理店にてPRマネジャーを募集。
クライアントのPR戦略の設計、提案、制作アイ
ディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

RGF 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 18K～20K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタン
トを募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望
に適した金融商品の提案、顧客へ投資後のこ
まめなフォロー、香港の金融商品の案内、各種
金融情報の収集。

RGF 香港専門職/金融・保険 香港/香港島 20K～25K
大手邦銀にて信用企画部における総務アシス
タント募集、新しく立ち上げるチームで2～3名
の規模の予定です。

インテリジェンス
香港

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

時給
80～100香港/香港島

他拠点の給与データ収集および分析業務。
給与計算の補佐業務。英語コミュニケーション
レベル以上。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 20K香港/香港島 食品商社での営業ポジション。既存顧客フォ

ロー、新規顧客開拓を担当。

営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～30K香港/香港島 日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。

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（素材・
化学・エネルギー）

香港/香港島 18K～20K
営業サポート業務全般。輸出入書類の取り扱い、
納期調整、オーダーのフォローアップなど。
英語および北京語日常会話レベル以上。

RGF 香港専門職/仲介業
(人材・不動産) 10K香港/香港島

時短勤務！13:00～18:00の5時間！転職者
の支援をする、キャリアアドバイザー。企業側
の求人票の広告掲載、書類選考代行、転職
希望者との面談、転職者と企業側の面接調整。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 20K香港/九龍

日系電子部品企業にて、デリバリーオペレー
ターを募集。グループ会社との各種情報確認、
グループ会社との納期確認、生産管理システム
へのデータ入力、タイ、ベトナムなどへの出張。

RGF 香港生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 30K香港/九龍

大手日系自動車部品企業。品質保証マネ
ジャーを募集。PCB業界、電子部品業界の品
保経験者。或いは商社の品質保証部隊として
仕入先指導の経験者。

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 20K～30K

日本で多店舗展開をすすめるエステティック
サロンの店舗マネジメント業務。現地スタッフ
の育成。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K～20K

在香港日系顧客の新規開拓とフォローアップ
営業を担当。セミナーの企画・開催やビジネス
会合に参加し幅広いコネクション作りが重要。
英語コミュニケーションレベル必須。

インテリジェンス
香港サービス系/医療関連 20K

日系医療サービスを提供する企業にてフォ
ローアップ営業。英語あるいは北京語コミュニ
ケーションレベル必須。

香港/香港島
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香港＆広東香港

香港 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

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 広州 RMB15K

パートナーの方と一緒に日系自動車メーカー
への営業活動を行う、事務所の管理。営業経験
（業界不問）、自動車業界での経験エンジン
知識あれば尚可、語学不問。

インテリジェンス
深圳

その他/メーカー
（機械・電気・電子） RMB20Kその他/

華南地域

董事長付業務秘書。電子部品日系メーカーに
て購買、生産管理の経験がある方。マネジメン
トの経験がある方は優遇。北京語に堪能（業
界用語も含めて流暢）な方。

キングスウェイ

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

～20K

香港/九龍

3年以上の事務経験。商品管理に関する事務
処理全般。エクセル入力多い。コミュニケー
ションレベルの英語。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） ～18K

経験、語学不問。フォトショップ等の画像処理
ソフトを使用できる方尚可。企画営業（デザ
インは不要）、提案営業、プレゼン、市場調査。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 東莞 RMB15K営業。営業経験がある方（業界問わず)。北京語

ビジネスレベル。

東莞 RMB30K～ インテリジェンス
深圳

パワー半導体の後工程管理者。プロセス開発
ができる方、回路がわかる方、工程立ち上げ
をやったことがある方。もしくは工程全体を見
られる方。語学不問。

インテリジェンス
深圳RMB20K深圳

営業マネジャー。制御機器取り扱い経験者。
電気機器の営業経験、拠点管理経験。北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

RMB
18K～23K東莞

管理業務および海外顧客窓口業務。業務の
性質上、製造部門または品質管理経験有の方
が良い。テクニカルな知識等はあまり必要なし。
語学不問。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～20K

経理・総務全般。財務諸表の準備、入出金管理、
採用関連業務など。英語および北京語コミュニ
ケーションレベル以上。

香港/新界

香港/九龍

28K～30K

有名日系食品貿易企業にて、キーアカウントへ
の営業、東南アジアからの仕入れ、ローカルス
タッフのマネジメント業務。英語ビジネスレベ
ル必須。広東語スピーカー歓迎。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 20K～30K香港/新界

経理実務：伝票起票から月次決算までを担当。
会計事務所及び本社の窓口業務。北京語
コミュニケーションレベル必須。

技術系/メーカー
（機械・電気・電子）

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子）

応相談広州
自動車の内装部品受注に向けた拡販業務およ
び現行車管理業務。日本・中国両方でのカー
メーカー向け営業経験、北京語ビジネスレベル。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

インテリジェンス
広州

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 RMB25K広州 会社全体の管理、日本への状況報告、日本出張。

営業経験・管理職経験ある方、語学不問。
インテリジェンス

広州

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

3年以上の物流経験者。客先ニーズのヒアリング、
ロジステックサポートの提案。オペレーション
の構築、アジア関連支店との連絡、調整。ビジ
ネスレベルの英語、中国語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～30K

商社などでの経験5年。マネジメント経験者優遇。
市場調査、営業戦略立案と推進、外注先折衝、
新規仕入先開拓、貿易関連手続き、出荷業務、
簡単な検品業務。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～40Ｋ香港/九龍

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、ＥＵ，アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ香港/九龍

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 ～30K

3年以上の貿易関連経験必須。物流経験者尚可。
日系企業の既存顧客および新規開拓営業全般。
客先ニーズのヒアリング、フォローアップ。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K香港/九龍

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。新規ビザサ
ポートあり。ビジネスレベルの英語。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 キングスウェイ～25Ｋ

3年以上のアパレル営業もしくはマーチャンダ
イザー経験。既存顧客フォローアップ（受発注
業務全般）、生産管理、デリバリーの管理など。
ビジネスレベルの英語。

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（機械・電気・電子）

～20K香港/九龍

日系大手電子・電機企業のグループ会社にて
営業アシスタント業務です。受発注・見積もり
作成・納期管理・顧客との窓口業務を担当。
英語コミュニケーションレベル。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

　香港和僑会は、来る9月30日に第109回香港和僑会定例会を開催する。
　今回、「『人生いろいろ、小売もiroiro』～いかにして現地スタッフの能力を引き出すか～」
と題して行われる講演の講師を務めるのは、香港を中心にアジアで小売ビジネスを展開し
ている「TOP&TOP LIMITED」の董事総経理 田中博氏。
　同氏は、1988年に駐在員として香港に渡り、1991年に起業。現在自社ブランドとしてアク
セサリーやファッション小物といったレディース雑貨を扱う「ans」とMTR駅構内にあるファッ
ションコンビニエンスストア「iroiro」、吉田カバンのフランチャイズショップ 「KURA CHIKA」
の3ブランドを香港を中心にマカオ、中国、台湾、シンガポールで展開中。アジアで広くビジ
ネスを展開している経営者の話を聞けるこの機会に是非足を運んでみてはいかがだろう。

第109回香港和僑会定例会開催

講師に
「TOP&TOP LIMITED」董事総経理 

田中博氏を迎えて

〈香港和僑会事務局〉
住所：Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Rd., TST
電話：(852)6850-9300
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
ウェブ：http://www.wa-kyo.org/

≪第109回香港和僑会定例会≫
期日：9月30（火）
場所：香港和僑会オフィス
　　  Unit 329 & 330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Rd., TST
時間：講演会：19：00～20：30
　　  懇親会：20：30～21：30
費用：会員HKD200  / ゲスト HKD400

お問い合せ

講師を務めるTOP&TOP LIMITED 
董事総経理の田中博氏

１．すでに海外進出をしている企業
◆今後注力したい地域
　すでに海外進出している日本企業のほとんどはアジア。そのう
ち、引き続き力を入れていきたい地域としても72％がアジアを挙
げている。そのなかでもさらにアジアのどの国に特に注力してい
きたいか尋ねたところ、半数が「中国」と回答。ついで「ベトナム」
「インド」「タイ」となった。

２．海外進出を検討している企業
◆今後注力したい地域
　海外進出を検討している企業が力を入れていきたいとした注目
国は、すでに進出を果たしている企業とは違い、「ベトナム」が最多。

続いて「タイ」「中国」という結果になった。また、既進出の企業の多
くが注力すると回答した「インド」を選択する企業は少なかった。

◆海外販促での課題
　はじめての海外進出にあたっての困りごとは、「代理店・パート
ナー探し」「専任担当者の不在」が多い。ほかにも具体的な悩みは
以下の通り。
・バイリンガルな海外交渉経験の人材の確保が難しい。
・海外ビジネスの経験があるスタッフが少ない。
・Google、Yahoo!のような海外Web検索サイトへの対応が難しい。
・レップのマージンが大きい。

・インフラや政治状況の急変などのリスクがある。
・カンやコツ等、現地ならではの事情がわからない。
・コーディネーター頼りで、主に大会社の口利きで動く事が多い。
・それぞれの国での法律の違いを勉強しなくてはならない。
・キーマンにたどり着くのに時間かかる。
・日本人の考え方と異なる点が多く、苦労。
・現地に展開しているパートナー獲得が必須。しかしその選択が難
しい。
・現地の代理店の質が重要。自分たちで法人を立ち上げることが
一番良いのだが費用も将来的な不安もあり代理店に頼らざるを
得ない。
・引き合い対応が難しい。
・営業の採用、労務管理が難しい。育成や定着も課題。
・営業所は開いているがほとんどオファーなし。
・円安の影響が大きく、顧客離れが発生している。
・価格設定に悩む、他地域との価格の整合性、格差戦略など。
・人的パワーには限界があるので、IT（電子メディアなど）活用の強
化が必要。
・海外の見込み客を集客するのにネット広告を有効活用したい。
・Tech Directory Asiaをぜひインドや、南米にも進出していただき
たい。
・海外の販路は担当者の力量によるところが大きく、人材の確保が
難しい。
・日本は物価が高く、日本の販売価格ではどれだけの見込みが取
れるかわからない。

【調査概要】
調査テーマ：製造業の海外営業・販促に関する調査
調査方法：ネットリサーチ
調査対象：イプロス製造業メールマガジン購読者
調査期間 ：2014年6月13日～19日
有効回答数：2,791名

株式会社イプロスは、製造業の海外販促の現状に関するリサーチを2014年6月に実施。すでに海外進出を果たしている企業、進出に
向けて検討している企業それぞれに、注目の地域を聞いた。また、進出検討中の企業に対しては、海外販促での悩みをアンケート。
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既に海外に進出している企業/今後、アジアに力を入れていきたい企業は･･･
アジアにおいて、今後特に力を入れていきたい国・地域
（複数選択 n＝1004）

海外進出を検討中・今後検討する企業/今後、アジアに力を入れていきたい
企業は･･･
アジアにおいて、今後特に力を入れていきたい地域
（複数選択 n＝406）
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『製造業の海外営業・販促に関する調査』
今後、力を入れたいのは中国・ベトナム・インド・タイ
『製造業の海外営業・販促に関する調査』
今後、力を入れたいのは中国・ベトナム・インド・タイ
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香港&広東

読まれた記事ランキング
7月26日～8月1日

　生サンマの刺し身と高速ツアーバス事故を結ぶ線――。2012 年、7人が死亡した関越道バス事
故に端を発した国土交通省の安全規制強化が、トラック物流に影響を与えているという記事が注目
を集めました。このほか消費増税後のサイゼリヤが抱える懸念、雪国まいたけの「創業家の乱」など
企業動向を深掘りした記事も上位に入っています。7月26日から8月1日に読まれた記事を紹介
します。

歴史的大相場の入り口？　景気サイクルに乗る投資 （7月26日）

旬のサンマが届かない…トラック新規制の衝撃 （7月28日）

（3）サイゼリヤ、裏目に出た消費増税対策 （7月28日）

（4） 「沈まぬ帝国はない」　元アップル番記者の千里眼 （7月30日）

（5）「自由でリッチ」甘くない　個人事業主の懐事情 （7月30日）

（6）雪国まいたけ「創業家の乱」　キノコ戦争の果て （7月31日）

（7）「バット1本12ドル」が生む日米ギャップ （7月29日）

（8）スカイマーク西久保社長「一方的に解約の連絡が来た」 （7月29日） ［映像あり］

（9）走ってダイエット　ストレッチで代謝アップ （7月28日）

（10）詳しくは電子版をご覧ください。
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深圳

広東

香港＆深圳

香港

一、工場移転の背景
　昨今、深圳市では日系企業の工場移転が増えています。
その背景としては、①人件費の高騰（深圳市最低賃金
RMB1,808）、②ワーカー不足、③賃料の高騰、④都市
開発計画による立退き、などがあると思います。
　移転先としましては、東南アジアなどの海外よりも、
深圳市内、又は恵州市、東莞市などが第一候補となっ
ているようです。その理由としましては、①東南アジア
と比べ、中国の方がインフラが格段に整っていること
②コスト的な問題から近場を選びたいこと③既存の
従業員を継続雇用しやすいこと④既存の顧客・サプ
ライヤーが広東地区に集中していること、等が挙げら
れます。

二、工場移転時の問題点
　深圳市の工場が、深圳市内又は東莞市、恵州市など
に移転する場合に、以下の問題に直面する恐れがあり
ます。

ア　従業員への補償に関する問題
　工場の移転に際して、移転先で継続雇用するしない
に係わらず、従業員より経済補償金の支払を求められ
る蓋然性がとても高いです。
　深圳市内での移転であれば、送迎バスの手配など
通勤のための配慮が必要となるケースが多いものの、
法律上は経済補償金の支払は不要です。然し、法的権
利の有無に係わらず、従業員は往々にして経済補償金
の支払を求めてきます。

　東莞市、恵州市など深圳市以外の場所に移転する
場合、継続雇用しない従業員に対して経済補償金の
支払義務が生じます。継続雇用する社員についても、
従業員が現在までの勤続年数を新会社が継承し経済
補償金を暫時支払わないことに同意した場合を除いて、
経済補償金を支払う義務があります。この場合は、
新会社を退職するときに、旧会社での勤続年数を合算
して経済補償金を算出する必要があります。

イ　法人格に関する問題
　深圳市内の移転である場合は、所在地の変更という
形式をとり、法人格そのものは変更せず、現在の会社
を存続させるケースが多いです。この場合は、現在ま
でに取得した許可証等は引き続き有効であり、従業員
との雇用関係、顧客・サプライヤーとの契約上の地位、
設備などの所有権に影響を与えることはありません。
　然し、深圳市外への移転となると、とくに税務局、税
関の審査が厳しく、新工場へのスムーズな生産の移行
は大変難しい現状があります。したがいまして、もっぱ
ら深圳市の現在の会社を清算し、新天地で新たに会
社を設立するケースが多いです。この場合は、従業員
との雇用関係、顧客・サプライヤーとの契約上の地位、
設備の所有権、などは、当然には新会社に移転せず、
個別に譲渡手続きをする必要性があります。

ウ　土地・建物に関する問題
　賃貸物件である場合は、賃貸人（村であることが多い）
から強引な立退き要求を受けることが多々あります。
此れに対しては、あらかじめ賃貸契約書で賃借人として

の権利を保護できるような準備をしておくことが肝要
かと思います。いざ、賃貸人から立退きの要求を受けた
際には、契約書を再度確認し、立退きに係る費用、立退
きのタイムリミット、原状回復義務の有無、移転補償を
受けられるかなどを詳細に検討した上で、交渉にあた
る必要があります。
　購買物件である場合は、購買時より地価が上昇し
ていると思われますので、収益を最大化するために、
優良なデベロッパーを選定し、デベロッパーと協力し
て開発計画を立案し、土地譲渡益の速やかな回収を
図ることが大切です。

　ほかにも、多数の問題が存在すると思いますが、
文字数の関係上、今回はここまでにしておきます。工場
移転に関して、疑問点などがございましたら、なんなり
と小生までお問合せください。
以上

深圳地区の工場移転について

中
国
法
律
コ
ラ
ム 2

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com
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