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チャーシュー、
メンマも一新でさらに美味しく！
7月中旬
開始予定！
7月中旬
開始予定！

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法
【ビジネス】日経新聞読者に聞く

「朝一番に読みたい！」を電子版で！

insurance110

「帰国前【後悔】先取り回答セミナー」
時間を取ってでも
受講する価値のある理由

日発投資有限公司
総経理吉田暁さん
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中国全土

香港

　夏休みが近づくにつれ、今年はどこに遊びに行こうかと考えを巡らし
ている人も少なくないはず。大手旅行代理店H.I.S.では夏旅で訪れたい
ホテルのアンケートを実施、流行の人気ホテルが明らかとなった。
　栄えある第1位は14mの絶壁の上にバーが建てられたことで話題と
なったインドネシア・バリ島の「アヤナリゾート＆スパ」。非日常を感じる
ことができる極上リゾートとして幅広い年代から支持を集めたほか、1度
訪れたことがある人も「また泊まりたい」と答えるなどリピート率の高さ
も伺えた。ホテル内の「ロックバー」はバリ島のサンセットを眺めること
ができる、とてもロマンチックなバーとして人気を呼んでおり、リゾート
ファンならば1度は訪れたい憧れの場所のようだ。
　第2位は手付かずの自然が残るモルディブのキハヴァ・フラバリ島に
ある「アナンタラ・キハヴァ・ヴィラズ」。水上コテージの窓からはどこまで
も続く紺碧の海が広がり、「いつかは行きたい憧れのリゾートアイラン
ド」として多くの票を集めた。

　第3位は「世界一美しい海岸」の異名を持つ、世界遺産イタリア・アマ
ルフィ海岸を見下ろす「コンヴェント・ディアマルフィ」。青い空、エメラル
ドグリーンに輝く海、カラフルな街並みと、非日常を体感できる場所とし
て人気を集めた。
　美しい海を臨めるホテルが人気を集めた今年の総選挙。蒸暑い香港
を抜け出して、ひと時の安らぎを求め海外に足を運んでみてはいかがだ
ろうか。

夏の旅行で滞在したいホテルランキング
栄えある第一位はバリ島のアヤナリゾート＆スパ

【H.I.S. SNS 旅トレンド調査｜夏旅ホテル総選挙2015】
一度は泊まりたい！ 憧れの海外ホテル10選
調査方法：SNS（Facebook、Twitter、Google+）を活用したWEB調査　
調査対象：H.I.S. SNSファン
ウェブ：http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000241.000005110.html

ディズニーピクサー最新映画
人の中に存在する「感情」が主人公！？
　この人の頭の中はいったい何がどうなってそんな感情が生まれてくる
のだろうか、と考えたことはないだろうか。「モンスターズインク」「カール
じいさんの空飛ぶ家」を手がけてきたピクサーの名監督ピート・ドク
ター氏が新しく題材としたのは、なんと11歳の少女ライリーの中で、彼
女の幸せを願って活躍する5つの「感情」たち。
　喜びを生み出すジョイはライリーを幸せにするため、恐れを生み出す
フィアは彼女を危険から守り抜くため、怒りを生み出すアンガーは物事
を公平に判断するため、嫌悪を生み出すディスガストは彼女を病気から
守るため、そして悲しみを生み出すサッドネスはイマイチ自分の役回り
が理解できないながらも、それぞれがライリーが健やかに過ごせるよう
力を合わせ万全を尽くしてきた。だが、ある日父親の仕事の関係でライ
リー一家が都会に引っ越してきた際、ジョイとサッドネスはライリーの感
情を司るコントロールルームから突然弾き飛ばされてしまう。彼女の健

康のために一刻も早くコントロールルームに戻ろうとする2つの感情が
目にするライリーの内面の世界とは―。
　監督自身が12歳の娘を見守る過程で本作のアイディアを思いついた
というエピソードも興味深い。誰もが不思議に思う感情の源。観終わっ
たあとはつい自分の感情に「ありがとう」と言ってしまいたくなるかも。

INSIDE OUT（玩轉腦朋友、インサイド・ヘッド）
7月23日公開予定
監督：ピート･ドクター
声優：エイミー・ポーラー、ビル・ヘイダー、ルリス・ブラック、ミンディ・カリング、
　　 フィリス・スミス、ダイアン・レイン、カイル・マクラクラン

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

帰国後の家づくりの疑問や悩みを気軽に相談
　将来、帰国する人にとって気になる日本の住宅事情。帰国後は、マイホームを建てたい、

二世帯住宅を検討したいと考えている方も少なくないだろう。そんな住宅事情で悩んでい

る方にぴったりな個別相談会がTKP和僑会会議室（尖沙咀）にて、7月11日、12日（各日9:30

～17:30）の2日間限定で開催される。同相談会は、地震・火事などの災害に強い住宅「へー

ベルハウス」で有名な旭化成ホームズによるもの。1日5組限定(先着順)で開かれ、遊休地

に賃貸（併用）住宅を検討中の方や、相続税対策や海外からの住宅ローン、建築費用など、

日本での住宅建築に関する質問に、海外専任担当者がその場で応じてくれる。     

　下記のホームページまたはメールでの申し込みとなるが、完全予約制の人気イベント

のため、気になる方は早めに予約しよう。

住宅建築に関する個別相談会
へーベルハウスの旭化成ホームズ

7月11日、12日

Big Fernand
Le Bartholomé

肉汁溢れ出すフランス生まれのバーガー
　2012 年にフランスでオープンして以来、連日行列が途切れないと話
題の大人気バーガー店「Big Fernand」がついに香港に上陸。看板メ

ニューの「Le Bartholomé」はラク
レットチーズ、ベーコン、玉ねぎ、自
家製ソースが、オーストラリアの雄
大な自然の中でのびのびと育った
ビーフと絶妙にマッチした一品。

こだわりステーキとシャンパンが食べ飲み放題
　フランス伝統の味を引き継ぐステーキレストラン「La Vache！」はフ

ランスの祝日であるパリ祭を記念して7月12日限定の特別メニューを提

供する。こだわりのソースを使ったステーキとフランス産のシャンパン

がHKD398でなんと食べ飲み放題！自家製バゲットとオーガニックサラ

ダも付いてくる。ステーキとシャンパンでオシャレに祝おう！

La Vache! （BLACK SHEEP RESTAURANTS）
パリ祭

7月12日12時～15時30分

小さな天才発明家の名誉と心の闇を探る旅
　モンタナ州の外れの牧場で生まれたスピヴェット少年は10歳にして

類まれなる科学の才能に目覚め、父親の手伝いとなる発明品を作り上

げる中でついに永久機関を発明して見せた。そ

してそれが表彰されるというので彼は牧場を

飛び出し単身ワシントンに向かった。しかし、そ

の道中でふと自分や家族についての疑問を覚

え始めて…

THE YOUNG AND PRODIGIOUS T.S. SPIVET
天才スピヴェット

7月9日公開

Shop 2017, Podium 2, IFC Mall, 8 Finance St., Central
11:00～22:00
www.ifc.com.hk/en/mall/detail.jsp?id=425
フェイスブック: BigFernandHongKong

G/F., 48 Peel St., Central
月～木：12:00～14:30、18:00～23:00
金、土曜：12:00～14:30、18:00～00:00
日：18:00～23:00
(852)2880-0248
http://blacksheeprestaurants.com.hk
フェイスブック: BlackSheepRestaurantsHK

TKP和僑会会議室：Rm. 29-30, 3/F., Hankow Ctr., 5-15 Hankow Rd., TST 
Tel：(81)3-3296-3810　 Fax：(81)3-3296-3883
kiuchi.hc@om.asahi-kasei.co.jp　担当：海外ハウジングセンター　木内　
www.hebel-kaigai.com 

監督：ジャン＝ピエール・ジュネ
脚本：ギョーム・ローラン
原作：“The Selected Works of T.S.Spivet”ライフ・ラーセン著
出演：カイル・キャトレット、ジュディ・デイビス、カラム・キース・レニー、
           ヘレナ・ボナム・カーター、ニーアム・ウィルソン

健康で美しい髪はレオノールグレユから
　ヘアケア市場において、高品質・高付加価値のトップクラスのブラン

ドとして位置づけられている「Leonor Greyl（レオノールグレユ）」から、

どんな髪質にも合う「Mousse Au Lotus 

Volumatrice」を紹介。髪に輝きを与え、乾

燥や毛染めで傷んだ髪を修復する。40年

に渡り研究し続けてきたナチュラルプロ

ダクトとしてのヘアケアラインは傷んだ髪

の救世主となるだろう。

ヘアケア用品
Leonor Greyl

SOGO TST：B1/F., 20 Nathan Rd., TST 
H&Beaute：Shop G52, Mikiki, 638 Prince Edward Rd. East, San Po Kong
www.leonorgreyl.com
Leonor Greyl Mousse Au Lotus Volumatrice　 HKD370/150ml

香港ピックアップ
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深圳

Exhibition

Whiffenpoofs 
コンサート

7月14日

香港、夏の恒例イベント
　昨年100万人を超える来場者を記録し、大盛況に終わった香港ブック
フェアが今年も7月15日から21日の7日間にわたって開催される。幅広い
ジャンルの本に加えて、各界から招いたゲストによる講演や、子ども向け
イベントも予定されており、充実した内容になっている。子どもから大人
まで楽しめるので、
ぜひ家族で行って
みよう。

香港ブックフェア2015
大盛況イベント

7月15日～21日まで開催

今夏もタイムズスクエアにガンダム出現！
　銅鑼湾（コーズウェイベイ）のタイムズスクエアにて以前好評を博した
ガンダム展示が再び始まる。今夏は、世界でも最大となる1/3サイズの
RX-0ユニコーンガンダムとウィングガンダムの展示を中心とし、イラス
トレーター・カトキハジメ氏によるガンダムアートも展示。さらにバンダ
イ社より限定版モデルキットも発売予定のため、ガンダムファンには見
逃せない！

ガンダム展示
タイムズスクエア

8月1日～31日

ECCO
サマーコレクション

上質レザーシューズでこの夏を快適に。
　北欧発のシューズブランドECCOから夏を快適に乗りきるサマーコレ

クションが発売された。上質なレザーを使用したシンプルで使いやすい

シューズやバッグが取り揃えら

れている。おススメは柔らかな

スエード素材のモカシンシュー

ズ(HKD1,699)。ムレにくく、暑い

夏でも一日中気にならない。こ

の夏のマストアイテムだ。

名門イェール大学のアカペラ合唱団が香港に！
　アメリカで最も歴史あるアカペラ・アンサンブルとして知られる

｢Whiffenpoofs｣のコンサートが7月14日に香港で行われる。1909年に

イェール大学のアカペラ合唱団として設立されて以来、伝統的なスタイ

ルを守り続けてきたWhiffenpoofs。1年に200回を超えるという公演は、

はじめて聴く人でも

楽しめる内容になっ

ている。

HYATT REGENCY
Family Summer Getaway

8月31日まで

思い出に残るファミリーステイにしよう
　都会の喧騒を離れゆったりとした夏の休日を過ごしたい方は、Hyatt 

Regency沙田での滞在を検討してみてほしい。同ホテルでは夏のスペ

シャルオファーとして8月31日までキャンペーンを実施中。朝食ビュッ

フェ、2時間のレンタサイクル、子どものアクティビティなどが無料で付い

てきて、一泊HKD1,380とお手頃価格で楽しめる。

リッツカールトン
「トマトドリーム」

6月22日～9月30日まで

トマトの贅沢フルコースで夏バテ予防！
　リッツカールトンホテルで、17種類のオーガニックトマトを贅沢に

使ったコース「トマトドリーム」が始まる。スープからメイン、デザートま

でのコースに、食べ放題のサラダバーとヘルシードリンクが付いて1人

HKD238。トマトに多く含まれるリコピンに

は疲労回復の作用があるので、夏バテ予

防にもぴったりだ。

Sunbeam Theater (House 2), 423 King's Rd., North Point
受付：18:30　開始：19:00～21:00
www.whiffenpoofs.com/roster
HKD200、HKD1,000 (VIP)

The Ritz-Carlton, Hong Kong
International Commerce Centre, 
1 Austin Rd., West Kowloon
(852) 2263-2360
月～木曜：12:00～14:00
金：12:00～13:45
www.ritzcarlton.com/hongkong
1人HK$238+10%

Hong Kong Convention and Exhibition Centre,
1 Expo Drive, Wan Chai
http://hkbookfair.hktdc.com/en/index.aspx
大人：HKD25(昼12時までに入場すればHKD10)
小児：HKD10（身長1.22ｍ未満、小学生以下）

IFCモール店: Shop 1035, Level One, IFC Mall, Central 他
(852)3151-7973
http://hk.ecco.com
ECCO HYBRID Moc（男性用）:HKD1,699
ECCO DAMARA Sandal(女性用)：HKD1,199

18 Chak Cheung St., Sha Tin
(852)3723-7888
www.hongkong.shatin.hyatt.com
一泊HKD1,380

Times Square, 1 Matheson St., CWB
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香港＆広東 香港＆広東

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

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
小売・流通

香港/九龍 RGF 香港20K～35K

日系物流企業での内部監査マネジャー。内部
監査の計画・実行・報告書作成。マネジメント
に建設的で実現可能な改善策を提言。CSRと
ISO。財務or経理経験者。内部監査&CSR
経験者。日本語・英語要。

企画・広報・経営管理系/
その他サービス 香港/九龍 RGF 香港35K～40K

日系リース業でのマネジャー。リースに関する
審査書類作成・チェック、マーケットリサーチと
新商品開発サポート等。華南出張有。日本語
ネイティブ、英語ビジネス要。金融機関経験約
10年要。リース経験優遇。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 15K～20K

大手通信企業でのアカウントマネジャー。日系
企業への携帯電話・システムソリューション
の営業、新規顧客の開拓、既存顧客との関係
構築等。法人営業経験2年以上。ビジネスレベル
英語要。就業可能ビザ持つ方。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 20K～26K

日系エレクトロニクス物流企業でのセールス
コーディネータ。顧客への連絡・訪問、請求書・
出荷等のアレンジ等。短大卒以上。セールス
コーディネータ経験４年以上。日本語ネイティブ、
英語日常会話。即就業可能な方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 50K～60K

日系金融企業でのアドミニアシスタント。マネ
ジメントオフィスへの広範囲なアドミニ業務。
社内外の会議、研修アレンジ等。多国籍組織or
銀行or金融企業で10年以上のアドミニ経験。
流暢な英語・日本語要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産)

香港/香港島 応相談

RGF香港（リクルート香港法人の人材サービ
ス）で、香港・東南アジア・中国のマーケティング
企画のサポート。自社媒体の記事作成・編集
（日本語）、エクセルシート作成等。時短orパート。
フルタイム応相談。

香港WORKS

香港WORKS

営業・販売系/商社 25K～30K香港/香港島
セールス（幹部候補）。営業業務（新規開拓、
顧客管理）。幹部候補生として業務を学ぶ。東南
アジア等の出張有り。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
エステ・美容・理容

35K香港/九龍

日系トータルビューティサロン。チーフトレー
ナー、シニアまつ毛美容コンサルタント。アイ
ラッシュ美容師の専門的な訓練と技術監督を
提供する業務、トレーニングコースの設計と
開発など。

企画・広報・経営管理系/
建設・建築・内装・住宅関連 25Kx13か月香港/香港島

原価管理及び翻訳担当。主な業務：日本人上司
の下で、パソコン等を使用し、工事の原価管理
を行う。翻訳業務：英語→日本語が多い。

香港WORKS
技術系（メディカル・
化学・食品）/
外食・フード

香港/香港島 40K～50K高級日本料理レストラン寿司板前ヘッドシェフ。
ビザ所持者。日本語ネイティブ。

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

80HKD/hr香港/香港島

経済情報提供業での総務アシスタント（パート
タイム）。Directorのスケジュール管理・航空券
予約、営業/経理補助等。英語要、広東語尚可。
コミュニケーション力があり、複数業務をこな
せる方。

RGF 香港

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

15K～23K香港/香港島

日系コンサルティング関連会社でのアシスタン
トマネジャー。香港等に進出・会社設立する日系
企業向け。市場調査等。調査業務2年以上、プロ
ジェクトマネジメント経験2年以上要。日本語
が母国語で英語が堪能な方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

20K～27K香港/香港島

日系銀行でのバックオフィス。週/月の会計報告、
データ入力とバランスシート確認、HKMA向
けレポート作成等。英語ビジネス。経理経験要
(銀行歓迎)。HKMA知識歓迎。CPA, FRM, 
CISA資格優遇。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 20Ｋ～25K

日系物流企業での営業。物流ビジネス機会の
開拓、主要顧客のマネジメント等。運送/物流/
シッピング企業で1～3年の営業経験。空輸・
海運知識要。日本語及び北京or英語要。中国
での営業経験優遇。短大卒以上。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
エステ・美容・理容

香港/九龍 18K～30K
日系トータルビューティサロン。シニアヘアス
タイリスト。最低5年以上ヘアスタイリスト・
ヘアサロンの接客経験がある方。日本語コミュ
ニケーションレベル。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
エステ・美容・理容

35K

トータルビューティサロン。チーフインストラク
ター、ネイルビューティーコンサルタント。専門
的な訓練を提供し、ネイル美容師の技術監督
の業務、ネイルのトレーニングコースの設計と
開発、内部のコースを開発。

香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～30K

日系エレクトロクトニック企業でのセールスマ
ネジャー。主に既存顧客の管理と事業開拓。
顧客は主に日本人。類似の営業経験要。香港・
中国（主に広東）間の頻繁な出張有。コミュニ
ケーションレベルの英語要。

RGF 香港生産管理・品質管理/
小売・流通 香港/新界 18K～22K

大手総合物流企業での倉庫管理者。倉庫作業
の現場管理。現場スタッフが作業を遅延なく
効率良く行っているかの確認、日本側からの
改善案の実施、在庫管理等。広東語、北京語
ビジネス。未経験可。住宅手当約7K。

香港/新界 20K～24K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

台湾サービス企業でのカスタマーサービスア
シスタント。事業開拓のコーディネーションと
文書作成、CS関連の事務、顧客からの問合せ
対応等。営業・ＣＳの経験者。大卒。新卒も考慮。
日本語ネイティブ、英語要。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/新界

日系企業でのセールスアシスタントマネ
ジャー。物流分野の顧客へのカスタマーサー
ビス。主要顧客のマネジメント等。運送/物流/
シッピング業で3～5年の営業経験。空輸・海運
知識要。英語or北京語要。

25K～28K
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香港＆広東ベトナム

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
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 応相談

人と組織の成長をサポートする仕事！主に日系
顧客への営業及び、社内のコンサルタントと
協力し案件のフォローアップを担当。要3年の
営業経験とコミュニケーションレベルの英語
あるいは北京語。

QUICK
VIETNAM

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

ベトナム/
ホーチミン

US$
1,200以上
※経験により
応相談 

一般事務及びコーディネーター。データ処理、
メール・電話応対、スケジュール管理、面接ア
レンジ、面談等※一部ＨＲコンサル業務あり。
大卒、社会人経験2年以上、未経験者歓迎、英語・
ベトナム語不問。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

請求書管理。課金システムにおける料金・オー
ダーのチェック。会計、財務などの関連業界に
おける３～4年の経験要。英語ビジネスレベル。
要MS Excel・MS Accessスキル。

インテリジェンス
香港15K香港/香港島

IT関連サービスの顧客対応業務および事務
作業。スマートフォンやタブレット端末の操作
が得意な方。語学不問。

QUICK
VIETNAM

US$
2,000～5,000
※経験により
応相談

ベトナム/
その他

生産管理職：条件交渉、素材手配、技術指導、
品質及び納品管理、出張有。繊維業界の品質
管理実務経験者、英語（ビジネスレベル）必須。
縫製技術指導職：縫製技術指導経験者(～75歳)。

香港WORKS営業・販売系/建設・建築・
内装・住宅関連

年俸：
400～600
万円

日本本社の国際事業本部で、営業開発チーム
の社員を募集。英語がビジネスレベルで、海外
営業の経験３年。欧米ビジネス精通の方。

ベトナム/
ハノイ

日本

年俸～
650万円

海外営業責任者：新規立ち上げ。自社商品を
世界各国拡販する営業活動。品質管理責任者：
工場内品質管理、不良商品対応。実務経験者、
35～45歳、英語（日常会話）。

QUICK
VIETNAM

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
メーカー（機械・電気・電子）

US$2,000
～2,500

ベトナム/
ホーチミン

通訳・翻訳職：日英、英日通訳・翻訳、顧客（英
語圏）対応、契約書の翻訳等。英語（ビジネスレ
ベル）、未経験者可。

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

サービス系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～22K香港/香港島
サービスツールの作成・管理・更新などのコー
ディネーション業務。ExcelおよびPower 
Pointの操作が得意な方。英語コミュニケー
ションレベル以上。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

QUICK
VIETNAM

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

インテリジェンス
香港

サービス系/外食・フード 25K～30K香港/香港島
日系飲食店の管理業務全般。顧客対応やス
タッフへの指導など。3～5年の飲食業界での
経験。英語コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） 深圳 RMB～30K財務経理。製造業界での中国、香港での財務

の実務経験。北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
20K～25K

その他
華南地域

窓口営業。責任があり、スピード対応できる方。
中山工場と深圳工場間の動きが可能な方。
成形金型の知識や北京語会話があれば尚可。
運転できる方尚可。語学不問。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～40K香港/香港島

革新的サービスが日本で注目を集める企業！
日系情報・ウェブサービス企業にて、主にロー
カル系顧客の開拓業務。要ビジネスレベルの
北京語と、IT知識。

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/新界 20K～30K
アットホームな雰囲気の職場！日系IT関連企業
にて、金融サービスの日本語カスタマーサービス
業務。要3年以上の顧客対応経験と、コミュニ
ケーションレベルの英語。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス RMB10K～広州

主に日系企業を対象としたセキュリティ・サー
ビス・防犯機器の提案営業やアフター・フォ
ロー業務。経験不問、北京語コミュニケーショ
ンレベル必須。

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）/商社

HKD30K～
35K×12ヵ月
＋業績賞与

香港/新界

会計・財務マネジャー。仕訳～月次・年次決算・
税務申告。連結決算(日本、深圳)。国際会計
基準理解する方。給与計算業務。インボイス発行、
売上集計、小口現金管理、売掛・買掛金管理。
会計ソフト使用。

15K～20K

25K～30K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～40K香港/香港島

大手日系保険ブローカーにて営業職。日系法人
顧客の問合せ対応、訪問し新規営業と既存
顧客との結びつきをを強化。要ビジネスレベル
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/
物流・倉庫

香港/九龍

物流のカスタマーサービス業務全般。物流また
は貿易実務の経験を持つ方。英語日常会話レ
ベル以上。

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）

15K
アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/九龍

管理職へのキャリアアップのチャンス！大手
日系電子部品メーカーにて、営業及び部下の
管理・指導を担当。要5年以上の業界経験及び
ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

広州

深圳

ベトナム

　企業の解散は、数多くの従業員に影響を与えるため、企業解散により従業員労
働契約を終了する際に、企業が経営上の自主権を行使すると同時に、従業員の合
法的権益の保護を図る必要があります。2回に分けて、法的リスクを低減するため
の5つの注意事項を考えます。今回、第一部では、企業解散の実体と手続きの合
法性、労働契約終了予定の従業員の職場（部署）が清算業務に関連している場合
について取り上げます。

1. 企業の解散事由が法律法規または定款の定めに合致しているか
　企業に法律または定款に定められている解散事由が生じた場合、初めて解散
の前提条件を備えたことになります。この事由をもって下された企業解散決議は
実体上の合法性を備えます。会社法第181条、第183条により、企業・会社の解散
事由として5つ事由が挙げられています。第181により、企業が繰り上げ解散を決
議できる事由は次のとおりです：（1）定款に定められている解散事由が生じてい
るとき。（2）株主会または株主総会が企業の解散を決議するとき。また、「外資企
業法実施細則」第70条により、次の事由が含まれています：（1）経営が不適当で、
赤字が甚だしく、外国投資家が解散を決定するとき。（2）外資企業の定款に定め
られるその他の解散事由が生じているとき。
　要するに企業解散時に上記の法律および定款の条項を総合的に考慮して、企
業解散に実体上の合法性があるかどうかを判断します。実体上の合法性がなけ
れば、企業による労働契約の終了は違法となるおそれがあり、労働契約の継続履
行や勤続年数に応じての経済補償金の請求を受ける可能性があります。

2. 企業解散の手続きは法律法規または定款の定めに合致しているか
企業解散の手続きについて、確認すべきポイントは次の通りです：
a.株主会・株主総会は定款に定められている手続きに応じて招集・開催されてい
るか。
b.定款の議事則に従って企業解散の株主総会の決議を通しているか 。

c.外商投資企業の場合、解散は
当局の審査・許可を取得してい
るか 。
d.清算グループを即時設立して、
グループ・メンバーのリストを企
業登記機関に登録しているか。 
e.清算グループは法に則って清算
業務を実施しているか、など。
　企業解散の手続きが合法的で
あり、正常な経営が停止しており、
清算手続きに入るまたは確実に
入る予定である場合、企業は従業
員との労働契約を終了するため
の前提条件を満たしたことになり
ます。この条件を満たさずに労働契約を終了するならば、企業には労働契約違法
終了の法的リスクが生じる恐れがあります。

3．企業解散による労働契約終了予定の従業員の職場（部署）は清算業務に関わっ
ているか
　企業解散後、清算手続きに入りますが、企業の法人格は依然存続しています。
企業は、清算目的を遂行するための経営業務を除き、他の日常業務をすることは
できません。つまり、この時点では、清算業務に関わる職場（部署）はまだ終了して
いません。企業は清算業務の範囲内に上記の職場（部署）を保持し、労働契約の
内容を変更して、清算業務の完了まで労働契約を継続履行する必要があります。

（続く）

【広東君厚法律事務所】 
　◆広東君厚法律事務所管理委員会主任 パートナー弁護士   欧陽 鋒

企
業
解
散
に
よ
る
労
働
契
約
終
了
時
の

注
意
事
項（
第
一部
）

欧陽 鋒 弁護士：現在、広東君厚法律事務所管理
委員会主任、パートナー弁護士。10年間、中国の
大手企業「中石化」および不動産企業「恒大集団」
にてHRマネージャとして勤務。その後の10年間、
弁護士として活躍。得意の分野は労働法、M&A、
会社法、契約法、安全生産法など。広東省弁護士
協会労働・社会保障法律専門委員会委員、広東
省企業権利維持顧問団顧問、および広州市工会
従業員法律を含む弁護士団メンバー。受賞歴：広
州市弁護士協会2010年度「社会安定維持賞」、広
州市弁護士協会2012年度「業務成果賞」。
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香港&広東

香港 香港



www.nikkeiasia.com

日本経済新聞を長く愛読されているそうですね。
　はい、社会人になってからずっと読み続けています。公平
中立な立場で書かれており、日本はもとより世界の経済情勢
を知ることができるので、朝一番に読みたい新聞です。特に
中国では日本語書籍を扱う書店が少ないので、日本の情報
を得ることができる、大事な情報ソースとなっています。
　今は電子版ができて便利になりましたね。電子版ができる
前、広州では1、2日遅れで届いた日本経済新聞国際版を
みんなで回し読みしていました。電子版ができてからは日本
人駐在員はすぐ電子版が使えるように切り替えました。朝、
パソコンを開いたら、まず電子版に目を通すのが習慣になっ
ています。家と会社ではパソコンですが、出張先ではスマー
トフォンで使って電子版を読んでいます。

どのような記事をチェックされているのですか。
　まずは一面のニュースと社説。そして、弊社は、ばねを中心
に自動車関連部品等を取り扱う会社の中国統括会社なの
で、自動車や中国経済に関係する記事には必ず目を通しま
す。ビジネスリーダーに関する特集は、他の経営者の考え方
などが分かるため、よく読んでいます。「私の履歴書」は書か
れている方にもよります。
　日本経済新聞では、メールで最新ニュースのリストを配信

してくれるので、どんなこ
とが起こったのか、タイム
リーに知ることができる
のがいいですね。気にな
るニュースは、リンク先に
アクセスしてチェックして
います。電子版に速報
ニュースの配信など、
サービスの内容がどん
どん進化してきてるのが
すごいなあといつも思っ
ています。

「読んでいてよかった」と思ったことがありますか。
　ビジネスをしている方は、皆さん、日本経済新聞を読んで
いらっしゃるので、出張者や偉い方とお会いするとき、「紙面
に○○について載っていましたね」というふうに、情報共有
がスムーズにできます。話題づくりにも役立っています。

日本経済新聞を「紙」で読みたいという人もいるようです。
　そう思います。長く日本経済新聞を愛用している人たち
は、アナログになれているので、紙で読みたいという人も多
いのではないでしょうか。広州でも、朝一番で配布してくれる
システムができたら、多少高くても購読すると思います。ただ
日本人が6,000人の町なので、採算が合わないのかもしれ
ませんね。

ローカルの新聞はお読みになりますか？
　ローカルの新聞は、中国人のスタッフに訳してもらい、社
内のポータルネットで配信しています。ローカルの新聞と日
本経済新聞国際版を読み比べると、観点が180度異なるこ
ともあり、いろいろなモノの見方があることを知ることができ
ます。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　弊社は、ばねを中心にサスペンション、シートなど自動車
関連事業や情報通信事業、産業・生活に関する事業を手掛
けるメーカー「日本発条株式会社」の中国統括会社です。中
国内にある20拠点の工場がモノづくりに専念できるように、
「地域本社」という位置づけで4年前に設立されました。
　多くの大企業は北京や上海に各拠点を統括する地域本社
を置く中、広州に置いたのは日系企業では初めてだったそう
です。広州には自動車会社が多くあることから、ここに拠点を
設けたのですが…。ちょうど広州で進出する企業に対する優 
遇策を始めたときでしたので、いいタイミングでしたね。
　中国では、工場を作ると現地法人を設立しなければなら
ず、それぞれの拠点で会計、労務、人事など様々な業務を担
わなければならなくなります。駐在員からは「モノを作るつも

りできたのに、半分が総務関係の業務に時間を取られてしま
う」という声も聞かれました。労務・採用など規定がなかった
り、あったとしてもバラバラだったり…。弊社では統括会社とし
て、そうしたルールを決めて、サポート体制を整備しています。

いろいろな相談も寄せられるのでしょうね。
　はい、コンサルタントの役割も担っています。起こりがちな
トラブルなど踏まえて、工場の経営・財務・法律問題等を解決
する方法をアドバイスしています。弁護士やコンサルタント
会社とも契約をして対処できるようにしています。
　20拠点のうち、4拠点は、弊社がサポートしながら立ち上
げた会社です。新会社設立のノウハウも蓄積しています。
　地域統括会社として、スケールメリットを利用して、航空会
社と契約したり、保険に加入したり、現地社員向けの教育を
行ったり、グループファイナンスを作ったり…。様々な取組み
を行ってきました。私の座右の銘は、上杉鷹山の「なせば成
る 為さねば成らぬ…」という言葉です。今後も地域統括会社
として、積極的に動いて、工場がモノづくりに集中できる環境
づくりをしていきたいと思っています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

「朝一番に読みたい！」を電子版で。
自宅と会社ではパソコン、

出張先ではスマホでチェック。
香港・華南地区をはじめ、海外で活躍する日系企業の方たちに
不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞国際版」。

今回は日発投資有限公司 総経理の吉田暁さんに、
ニュースを仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

日発投資有限公司 総経理

吉田暁さん
1992年にみずほ銀行の行員として上海に赴任。以後、上海・
深圳・青島・香港での駐在を経験。2011年より現職。銀行員時
代に培ったノウハウを活かし同社で中国20拠点のグループ
ファイナンスを確立。現在も中国各地を飛び回る生活を送る。

住所：広州市天河区体育東路138号
　　  金利来ビル1511室
電話：(86)20-3826-7062  (內線番号8011)

世界的に業界トップクラスのばねメーカー「日本発条
株式会社」の中国統括会社。中国で、自動車のバネ、
サスペンション、シートなどの製造を担う20拠点の

「地域本社」という位置づけで2011年に設立された。

日本経済新聞 国際版、電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

日発投資有限公司

HKPW2015
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君臨天下　The HarbourSide

（所在地） MTR西湾河（サイワンホー）駅

（間取り） 2LDK　760sq ft.

（室　内） 家具付き、天井高い、高層階

（環　境） 学校送迎バス有り。日系スーパーもあり便利

（月　額） HKD26,000　管理費、税金込み

半島豪庭 Royal Peninsula 

香港

逸濤灣 Les Saisons

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 2LDK　1023sq ft.

（室　内） 家電あり

（環　境） イオンまで１０分、プールジム付

（月　額） HKD32,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR九龍（カオルーン）駅

（間取り） 3LDK　1443sq ft.

（室　内） 全家具家電あり

（環　境） 学校送迎バス有り

（月　額） HKD70,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ミドリ不動産 TEL (86) 20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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香港&広東

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

香港&広州

ライフ（香港・広東共通）
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