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今週の注目ページ

Speakeasyでは語学のみな
らず、多用で創造性に満ちた
様々なワークショップを開講
している。子供から大人まで
気軽に参加できて夢中になれ
るコースがきっと見つかる！
詳しくは18ページの記事へ。

24
ページ

11
ページ

地元トークで大盛り上がり！地元トークで大盛り上がり！
第１回 三重県人会
＠Sowelu

香港バレエ団
日本人ダンサー
インタビュー 

28
ページ

Part 2Part 2

Pasona Educationの公開セミナー
ローカルスタッフの意識を変える！



香港香港

香港香港

　高級チョコレート専門店「VERO」は新たに中秋節をイメージしたチョ
コレートギフトセットを販売する。重厚感のあるダークブラウンの包装箱
は、中秋の名月をイメージしたウサギと月がデザインされており、蓋を開
ける前からその可愛らしさに気分が高揚してしまうこと請け合い。従来
のVEROのチョコレートレシピに、世界各地から取り寄せた素材を加え
た今回のチョコレートは、VEROファンはもちろん、まだVEROを味わった
ことがない人も楽しめるテイストとなっている。
　今回は、ナッツをふんだんに使い、徹底してサクサクとした食感を表
現した「フィオティーヌ・クランチ（Feuilletine Crunch）」、ゆずの酸味が
爽やかな「サマーゆず（Summer Yuzu）」、過去の人気レシピを復刻させ
て作った「カスタードと塩味卵黄（Custard with Salty Egg Yolk）」、抹茶
を使った上品な甘さと最後に残るほのかな苦味が特徴の「抹茶（Green 
Tea）」の4種。

　世界ブランドVEROを代表するチョコレートだけあって、どれもショコ
ラティエの熱い想いがこもっている。いつもお世話になってる大切な人
に感謝の気持ちを伝えるのに最適な一品。お買い求めはレパルスベイ
のThe Pulse臨時ストア、又はオンラインストアでどうぞ！

名月を彩る4種のチョコレート
大切な人へ素敵なギフトセットはいかが？ 

VERO pop up counter
住所：The Pulse (Kiosk 1A, Level 1, 28 Beach Rd., Repulse Bay)
ウェブ: www.verochocolates.com
料金: HKD338

北京から来たアーティスト
香港の地で異彩を放つ

　北京出身のアーティストのLiu Weiが新作品をひっさげ、中環（セント
ラル）のWhite Cubeでソロの展覧会を開く。彼はで、香港に移ってからし
ばらくした時、「北京の方が香港より生き生きとしていて多面的だと感じ
たが、実は2つの都市はどちらも大差なかった」と語った。彼はまさに中
国が急速に発展し、ビルがいくつも建築されて大規模な都市化が進め
られた時代に育ったため、同じ歴史をたどり、今なお同じ雰囲気を漂わ
せている香港と似たものを感じたのだろう。そんな彼の作品は、毎日目
に映りつつも急速に変わり行く町並みや人々、植物といった全てのもの
から影響を受けて、生み出されている。今回、新たに展示される彼の作
品の名前はSilver。目を引く大小様々な鏡面が大きなカーブを描くよう
に切り取られ、組み合わされた姿が特徴的だ。彼はこの鏡と曲線を幾何

学的、そして生物形態学的に組み合わせて、無機質だが神秘的で、かつ
どこか躍動感のある1つの芸術作品へと昇華させている。これを機に中
国アーティストの作品にも目を向けてみてはいかがだろうか。

Silver
場所：White Cube Hong Kong, 50 Connaught Rd., Central
期間：10月24日まで

香港トピックス
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香港＆広東 香港＆広東

今週の香港ピックアップ

ハロウィンならではのメニューを味わおう！
　子供から大人まで楽しめる香港を代表する遊園地「オーシャンパーク」では、今年で15回

目となる恒例のハロウィンフェスタが開催される。期間中、パーク内はハロウィン一色と

なり、レストランでの限定メニューやオリジナルグッズなどが登場する。

　人気のレストラン「Café Ocean」では、店内が伝統的な中国式のハングリーゴースト

マンションに様変わりし、今にもお化けが出てきそうな雰囲気に。限定のハングリーゴー

ストメニューは、脳をイメージしたココナッツゼリーの中に目玉に見立てたブルーベリー

をトッピングした前菜から始まり、メインには墓石をのせた海鮮炒飯が味わえる。

　その他「Neptune’s Restaurant」では、ドラえもんとその仲間たちがハロウィンの仮装に身を

包んだドラえもんセットが登場。ドラえもんのキッシュや、スネ夫のブラウニーなど可愛い料理

が盛りだくさん！

オーシャンパーク
ハロウィンフェスタ

11月1日まで

New World Millennium Hong Kong Hotel
SPECIAL CHIRASHI SUSHI SET LUNCH

10月まで

あの日本料理がランチタイムに食べられる！？
　この夏、ニューワールドミレニアムホテル香港の中の日本料理店「嵯峨
野」は期間限定でランチタイムにちらし寿司セットを提供する。6つのVIP
ルームのうち1つは完全な和室なので雰囲気もばっちり。現地日本人シェ
フも太鼓判のこのセット、逃さずチェックしよう！

Ocean Park
(852) 3923-2323
www.halloween.oceanpark.com.hk
ハングリーゴーストメニューHKD298 、ドラえもんセットメニューHKD388

72 Mody Rd., TST East
(852)2313-4215
www.newworldmillenniumhotel.com
1人当たりHKD338＋チャージ代(10％)

AIGLE タイムズスクエア店
Shop 714, 7/F., Times Square, CWB
(852)2265-8098  
www.aigle.com.hk

エレガントなアウトドアスタイルで出かけよう！
　1853年に誕生したフランスのライフスタイルブランド「AIGLE（エーグ

ル）」から新しい遊牧民という意味を持つ「ネオノマド」をテーマにした

秋の新作が登場。都市や田舎の別なく、土の上でも舗装された道路の

上でもフレンチスタイルが楽しめるようデザインされている。さまざま

な形を揃えたお洒落な秋色ブーツは必見！

AIGLE
秋の新作コレクション

Aquaのユニークな自家製サラダ、新発売！
　270度以上のパノラマが堪能できる尖沙咀（チムサーチョイ）のイタリ

ア料理店「Aqua」に、パルマハムとルッコラの自家製サラダが新登場。サ

ラダに盛り付けられているアンティチョークやキャビアも絶品。是非至高

のサラダを堪能しよう！

aqua
パルマハムとルッコラのサラダ

29 & 30/F., One Peking, TST
(852) 3427-2288
www.aqua.com.hk 

限定アフタヌーンティセットもお見逃しなく！
　昨今、世界的に広まったピンクリボン運動。毎年10月は乳がんについ

て考える月間として各国でチャリティーイベントが実施されている。ここ

香港のマンダリンオリエンタルホテルでは、ピンクをテーマに展示会を

開催。30名以上の国内外で活躍する芸術家たちが描いた思い思いの作

品が集まる。期間中は限定のアフタ

ヌーンティーセットも登場！ ぜひ味

わってみて。

「Think Pink」
クリッパーラウンジ

9月29日～10月27日

クリッパーラウンジ
（マンダリンオリエンタルホテル内）
5 Connaught Rd., Central
アフタヌーンティー 14:30～18:00
www.thinkpink.hk

香港ピックアップ
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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

サービス系/外食・フード 香港/香港島 インテリジェンス
香港20K～30K

飲食チェーンのショップマネジメント業務。事業
戦略の考案から実施、現場スタッフへの指示
出し、新店舗の立上げ、本社とのやりとり等。
英語または広東語日常会話レベル以上。

営業・販売系/物流・倉庫

香港/香港島 インテリジェンス
香港

23K～25K
安定した就業環境！日本人マネジャーのアシス
タント及び営業担当。要貿易知識および、コミュ
ニケーションレベルの英語あるいは北京語。

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（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍

18K～20K
玩具や雑貨の生産管理および在庫管理、
フォーキャスト作成など。購買や生産管理の
経験者。Excelの操作が得意な方歓迎。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～40K

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

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 25K～30K

日系IT関連企業より営業を募集！日系営業
チームにて、日系顧客の新規及びフォローアップ
営業業務。IT経験は不問だが、IT関連の基礎
知識必須。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

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・投資顧問

香港/香港島 30K～50K
アナリスト業務。マーケット調査など。要１～3年
の業界経験。投資銀行、顧問、Ｍ＆Ａにおける
経験を持つ方歓迎。要英語・日本語・北京語
ネイティブレベル。

香港WORKS

インテリジェンス
広州

クリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連 RMB30K香港/九龍

空間設計の経験必須。英語ビジネスレベル。
※建築関係者、厨房関連者、家具関連者、営業
関連者、海外拠点（東南アジア）の立ち上げ
経験者歓迎！

香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

20K～28K

香港/香港島

南アジア・アセアンのグループ各拠点の海外
人事総務。日本人駐在員及びローカル社員の
労務、税務、人事制度、規程作成、給与社保、
諸手当や福利厚生を担当。

技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 40K～50K香港/香港島 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。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K香港/香港島

大手日系商社より募集！ 総合商社の金属を
扱う部門にて、主に既存顧客のフォローアップ
営業を担当。要ビジネスレベルの英語及び、3年
以上の法人営業経験。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K

香港/香港島

雑貨・小物を扱う日系ブランドで、営業マーケ
ティング職。香港マーケットでの認知度を上げ
るため自立的に企画・提案・運用まで多能。
要就労可能なビザ及び、関連経験3年以上。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
その他サービス 25K～40K

香港/香港島

日系人材関連コンサルティングファームにて、
マーケット開拓業務。要5年以上の営業経験
と実績およびビジネスレベルの英語あるいは
北京語。

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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 20K～25K
未経験者歓迎。日系大手金融機関でアシス
タント職。営業スタッフの各種アレンジ、日本・
海外拠点とのやりとり、書類作成等を担当。
要ビジネスレベルの英語。居民権保持者優遇。

香港WORKS

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他サービス

香港/香港島

年俸500～
800万円

通訳＆セクレタリー。秘書業務全般（スケジュー
ル管理・出張手配・各種連絡事項の管理等）。
海外出張同行。各種社内申請書類の作成およ
び管理。各種プロジェクトのサポート業務。

香港WORKS営業・販売系/商社 年俸
～800万円

企画提案、サンプル収集、量産商品への落とし
込み、メーカーと生産元との間に入り細部の
仕様やコスト・納期の管理等。海外市場向け
製品のOEMor生地輸出取引経験のある営業
担当者。英語ビジネスレベル。

香港/香港島

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 応相談

業績好調な日系小売企業！主に中国市場開拓
を担当。頻繫に出張し現地情報の収集と、ロー
カル顧客へのアプローチ、提案営業業務。要ビ
ジネスレベルの北京語。

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 香港/九龍 20K～25K飲食チェーンのメニュー開発業務。原価計算、

マニュアル化、調理指導など。関連経験を持つ方。

香港/九龍 18K～20K 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/
建設・建築・内装・住宅関連

経理事務全般。他拠点への送金手配、決算対応
（書類の確認、会計士との連絡業務など）、本社
および他拠点との連絡業務。経理の基礎知識
を持つ方(経験は不問)。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

東莞 ～RMB25K
金型技術者。自動車用金属金型技術の全ての
工程が分かり、1200ｔプレス機で試作品を作
れる技術と経験。語学不問。

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） 深圳

営業。OA機器や通信機器の業界にて営業の
経験5年以上。モーター知識のある方、尚可。
英語：ビジネスレベル、北京語コミュニケー
ションレベル。

～RMB25K
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香港 香港＆広東

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

RGF 香港
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）

香港/香港島 10Ｋ～30Ｋ
海運会社での乗務員。輸送手配や日本や各国
からの日本人顧客への対応等。日本語が母国語
で英語が堪能な方。関連業務での経験者優遇。
コミュニケーションスキルの高い方。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 20K～25Ｋ

日系保険ブローカーでのアシスタントマネ
ジャー職。既存顧客対応及び新規顧客開拓。
保険ライセンス保持者優遇。日本語ネイティブ
でビジネスレベルの英語要。フレキシブルな考
え方ができ、学習意欲のある方。

香港/香港島 28K～32K RGF 香港

日系投資企業での秘書。翻訳・CEOへの会議
通訳、スケジューリング・出張手配等、CEOへ
の秘書・総務及び家族サポート全般。大卒。
日本語が母国語、流暢な英語・北京語要。出張
をいとわない方。

RGF 香港20K～25K香港/香港島

大手外資系プライベートバンクでの総務。３か月
の短期契約、正社員登用の可能性あり。経費・
伝票処理、資料作成、出張手配など。金融での
バックオフィス経験要。外資系企業での経験
歓迎。要英語ビジネス。ビザ要。

RGF 香港25K～35K香港/香港島

企業向けコーチング・プログラムを提供する
企業での営業。エグゼクティブコーチング（基礎
トレーニング有）。アジア（香港～華南、orアジア
全域）の新規開拓営業。プロジェクトマネジ
メント等。自立的に動ける方。

香港WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
その他・教育・公的機関など

25K～35K

外資系カジノエンターテイメント企業オペレー
ション（業務）マネジャー。大型豪華クルーズ
客船内での（業務、事務など）の管理。日本語
ネイティブ。英語ビジネスレベル。中国語日常
会話尚可。

香港/新界

香港/九龍

30K～40K×
12ヵ月＋
業績賞与

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
理解している方。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。

華南WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

年俸500～
700万円東莞

プラスチック成形工場生産技術もしくは生産
管理担当マネジャー。プラスチック射出成形の
製造に関わる生産技術（機械加工）。精密機械
部品のQCD向上。新規の内製部品や製造ライ
ンの企画、研究、立ち上げ。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

22Ｋ
（応相談）香港/香港島

証券会社でのカスタマーサービス。プレゼン
資料の作成やレポート翻訳、来港する日本人
顧客へのカスタマーサービス等。金融業界
経験者優遇。コミュニケーションスキルが高く、
日本のビジネスマナーがある方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

営業・販売系/
コンサルタント

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

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

15Ｋ～20Ｋ香港/香港島

日系大手銀行での秘書。出張手配や会議準備、
来客対応等。秘書や受付業務経験要。日本語
が母国語で英語が堪能な方。パソコン業務に
問題なく、柔軟に物事に対応できるチームプ
レーヤーな方。

RGF 香港

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 18Ｋ～25Ｋ

インターネットアプリ企業でのセールスエグゼ
クティブ。市場調査や新規開拓、契約交渉等。
日本語が母国語で英語、北京語、広東語のい
ずれか一つの言語が堪能な方。商談能力、管理
能力が高く、責任感の強い方。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 16K～18K香港/九龍

デザイン家具・雑貨のマーチャンダイザー。日本
への発注・納品数のコントロール、日本本社と
のTV会議通訳等。家具・雑貨・アパレル等の
マーチャンダイザー経験要。英語堪能な方。
パーマネント又はディペンダントビザ保有者。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 18K～20K香港/香港島

日系IT企業でのIT営業。日系企業を主とした
営業活動。SIを始め、オフィス引越、各種サービ
スの販売等。既存顧客フォロー及び新規開拓。
営業経験3年以上。IT経験者優遇。英語ビジネ
スレベル要。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍

香港/九龍

100HKD/hr
日系会計事務所での人事事務、総務全般。資料
作成やデータ入力、来客・電話対応等。業界
未経験可。ビジネスレベルの広東語要。英語は
読み書きできれば可。パートタイムでの採用。

RGF 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

15K香港/九龍

日系旅行会社でカスタマーサービスを募集し
ています。主に日本人カスタマーから電話や
メールでの問い合わせ対応。航空券やホテル
の手配、予約、クレーム対応。英語ビジネスレ
ベル。ビザサポート有。

香港WORKS事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 25K～30K香港/香港島

営業業務（新規開拓、顧客管理）。幹部候補生
として業務を学んで頂きます。東南アジア等の
出張有り。

30K～50K

20Ｋ～40Ｋ

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 25Ｋ～35Ｋ香港/香港島

日系PR会社でのセールスアカウントマネ
ジャー。日系クライアントを中心とした営業。
日本語ネイティブでビジネスレベルの英語要。
関連業界での勤務経験があり、誠実でコミュニ
ケーション能力の高い方。

RGF 香港

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/香港島

大手日系建設会社での建設工事入札業務担当。
建設工事の一般入札・指名競争入札。30～
40代。大卒以上、土木系歓迎。入札業務経験
必須。土木関連の施工管理経験歓迎。英語準
ビジネスレベル以上。ビザサポート有。

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

20Ｋ～25Ｋ

日系金融企業でのアナリストアシスタント。投資
分析・評価、新規プロジェクトのリサーチ等。
金融・会計分野の大卒、2年以上の関連職種で
の職務経験要。日本語ネイティブで英語が流暢
な方。

RGF 香港

営業・販売系/商社

香港/九龍

日系技術商社での営業マネジャー。既存顧客
フォローや新規開拓、チームのマネジメント等。
ビジネスレベルの北京語、日常会話レベルの
英語要。5～10年の関連業界での経験必須。
中国大陸への出張が可能な方。

RGF 香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港

香港

　IT サービスの仕事で広東省内を忙しく走り回ってい
る著者です。先日、外資系のお客様のところで雑談をし
た際に、「結局、高度な ITを導入することで企業が負担
するトータルコストは激増するのではないか」、と聞か
れましたので今回は本件を共有します。
　結論から言うと、「IT をどのように業務に活かすかで
コスト増にもつながるし、経費削減も達成可能」です。例
えばよくあるケースですが、漠然とERPを導入したい、
ERPを導入すれば経営効率が上がるに違いないと信じ
込んで導入される企業があります。この場合、明確な目
標が無いままに高額な ERPソフトを導入するわけです
から、結果として宝の持ち腐れとなり、充分な効果を得
られないまま無駄に使用を続けることになります。これ
ではせっかく業務の IT 化を進めたはずなのに、導入後
はサポートやらメンテナンス、それから社員のソフト利
用研修などで毎月何万元も垂れ流しという状態に陥っ
てしまいます。これでは IT 化といっても本末転倒です。
　IT 導入で経費を削減するにはもっと原点に立ち返っ
て戦略的に進めるのが一番です。何でも IT 化すれば良
いというわけでなく、業務のボトルネックとなっている
部分のみを IT 化するというアプローチです。例えば、10
名の社員が PC 上でデータの入力作業を行っていると
します。業務量と照らし合わせて10 名を配置している
わけですが、実情は PC自体が遅い、もしくはサーバま
での接続が遅いために「本来なら少人数でできる仕事
にもかかわらず余計な時間がかかっている」場合があ
ります。ここでもし、もう少し高価でスペックの高い PC
を導入するか、社内サーバの設置場所を最適化してア

クセスを改善したらどうでしょうか。そもそも10 名も必
要なかった、という結果が見えてきます。5名で行っても
充分時間が余ることもあり得ます。（実際に顧客企業で
このような改善ケースがありました）。これが IT 化の本
質です。IT 導入時に一時的に費用は発生しますが、中
長期的にみてコストをぐっと抑えることができてこその
IT 改善です。
　もう一つ簡単な例を挙げます。100 台の PCを買い替
えようか迷っている企業がありました。理由は業務効率
が悪いからだそうです。こちらでチェックしたところ、業
務自体は単純作業ばかりなので PCを新しくする必要
は特に見られませんでした。業務が遅いのは社内 LAN
の接続速度が極端に悪いことに起因していたので、社
内のネットワーク機器数台を買い替えただけで 100 名
全員の業務スピードが格段に上がりました。これに要し
た費用は数千元程度でした。
　巷では不景気に突入かというニュースが連日流れて
います。不況の時は何をやっても売れ行きが良くないと
いう状況が大部分の産業で発生しますが、そのような時
期にはいかにコスト削減を進めて効率経営を高めるか
という議論がどの会社でもされると思います。経費削減
のために何でも節約・節約といって耐えるのではなく、
効率的な IT 導入で業務環境を改善してコストをよりス
マートに抑えるのが良いと思うのですが、いかがでしょ
うか。仕事環境の改善そして業務効率アップ、そして同
時にコストダウン、これが思いっきりお得なIT導入です。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【経費削減となる思いっきりお得なIT導入】

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com
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香港

深圳 香港

香港

　中国事業を展開する日系企業は、企業の売却、買収の際、中国の税法に基づい
た課税に注意する必要があります。
　ここ２年間、企業は持分譲渡して工商変更登録完了後の6か月から1年間の間
に、税務機関から持分譲渡に係る所得税に対し、税金の補足または説明をするよ
う通知される事例が少なくありません。企業は持分譲渡をする際に、法律法規の
規定や法的リスクを考慮に入れず、持分譲渡完了後、税務機関より譲渡益に税金
を調整されれば、被譲渡者に税金納付の法的責任を増やすことになります。
　下記はある企業のトラブルを説明したものです。

一.事例
　某電力施工業者である甲社の登録資本は100万人民元で、出資者A社は持分
を100万人民元の価格でB社に譲渡しており、かつ法律に基づき工商部門にて持
分変更登録の手続を完了しました。譲渡契約に譲渡益に係る所得税はB社が負
担すると取り決められましたが、持分変更登記および譲渡金支払い完了後、税務
機関から甲社、A社およびB社に持分譲渡の状況を説明するようにとの書簡が出
されました。というのも、甲社名義での国有土地1件の時価は2,000万人民元以上
であると評価できても、譲渡価格は100万人民元しかないと税務機関から説明さ
れたからです。
　甲社は、税務機関の要請をもって自己査定し、税法の関連規定に基づくと、B社
が最低500万人民元の税金補足リスクに面する可能性があると判断しました。A
社とB社はそれほど高い税額を予想していなかったため、相互協議後、譲渡取引
を取消するよう人民法院に起訴しました。発効判決をもって工商部門にB社からA
社への新たな持分譲渡を手続きし、持分主の身分が元に戻されました。

二.税務機関による持分譲渡に対する監督
　以前、実務、持分譲渡において、関連会社の間に取引契約における取引価格は
真面目でなく、1人民元の価格まで持分譲渡した場合もあり、税務機関と工商部
門から質疑されない事例もありました。実際に「税務工商協力による持株譲渡情
報共有についての通達」（国税発[2011]126号）により、工商行政管理部門が税務
部門に提供する情報は以下を含めています：
　「有限責任会社による工商行政部門に持分譲渡変更登録の持分譲渡済の関連
情報、営業許可証登録番号、会社名称、所在地、持株主の氏名または名称、持分主
証書類型、持分主証書番号、持分主出資額、出資割合、登記日期など。」

　持分譲渡の工商登録変更の手続
完了後、工商部門は持分譲渡の内容
と形式における合法性のみを審査
し、取引価格の妥当性を審査・判断し
ませんが、税務機関は工商部門から
提供された持分譲渡の登録情報に
基づき事後審査・監督します。この段
階では譲渡行為が完了しており、一
旦税務機関から取引価格は低すぎ、
または納税調整必要だと判断されれ
ば、譲渡者と被譲渡者は難しい状況
に置かれ、譲渡取引コストは当初の
予想より高くなる可能性があり、極端
な結果は前述の事例の如きです。人
民法院に当該取引の取消しするよう
起訴して元の持分主に戻すことは、
一種の方法です。ただし、元の持分主
に戻すという新たな取引は、税務機
関の認可を取得できるか否かについ
て、起訴提起決定前に十分な評価を
行い、関連の行政機関と連絡をとる
よう提案します。
　2014年から、税務機関の管理システムの更新に伴い、税務機関と他の行政機
関との情報共有がさらに整備されています。企業は持分譲渡をする際に、取引価
格の合理性や税金調整のリスクを十分に考慮する必要があるでしょう。

【広東君厚法律事務所】 
　◆広東君厚法律事務所弁護士   鄧　勇

持
分
譲
渡
に
係
る
所
得
税
の
リ
ス
ク
防
止

鄧　勇弁護士：中山大学法学院税法修士卒
業。10年近く広州大手法律事務所にて日系企
業を含む多数の国と地域のお客様に法律サー
ビスを提供。クロスボーダー投資、プロジェクト
融資、銀行ローン、担保抵当、M＆Aにおける税
務、有限会社から株式会社へのシステム変更、
企業清算・更生、店頭取引(新三板)上場、技術
の輸出入およびクロスボーダーサービス貿易
などの分野に豊富な経験を所持。
刊行物・論文
みずほ実業銀行香港支店、国際法律事務所連
盟Terralex、日本貿易振興機構広州代表所およ
びその他の刊行物にて『〈反価格独占規定〉な
どの規定の紹介』、『持分譲渡における税務処
理に関する問題』など10数件ある。

広東君厚法律事務所　King & Land Law Firm
住所：広州市天河路101号興業銀行ビル14階
電話：4000-182-606（日本語・英語ホットライン）
メール：consultancy@vip.sina.com
ウェブ：www.kingandland.com
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●ビジネスマインドアップ研修
　入社3ヶ月のジュニアスタッフから、20年以上のベテランスタッ
フまで、数多くのローカルスタッフが受けてきたパソナエデュ
ケーションの「ビジネスマインドアップ研修」。世界で日系企業が
選ばれるのはなぜか、日本の商習慣やマナーの背景となってい
るものとは、日本人上司が求めていることとは、なぜ「ホウレンソ
ウ」が重要なのか等々、ローカルスタッフが日々疑問に思ってい
ることを、ディスカッションやロールプレイなどを通して紐解いて
いく研修だ。社員を1名から参加させることの出来る公開セミ
ナーでは、他社、他業界で同じようなポジションで働き、同じよう
な悩みを持つスタッフ同士が意見をぶつけ合うことが出来る。意
見が出尽くした頃、講師からの明快な解説を聞くと、参加者は皆
それまで疑問に思っていたことを霧が晴れるようにすっきりと理
解できる。社会人としての自覚も芽生え、ビジネスマナーを習得
し、チームで働くことの重要性にも気付くのである。

●次世代リーダー研修
　組織の要として、中間管理職として、上へも下へも働きかけら

れる人材。進むべき方向を見定
め、チームを引っ張っていける人
材。そのような期待のエースを育
成するには「次世代リーダー研
修」がお勧め。内容は、リーダーと
しての役割、マネジメントが期待
していること、タイムマネジメン

ト、チームビルディング、部下の指導法など。ケース・スタディー
を用い、日系企業の強みについて議論し、リーダーとして今後
自分が何をなすべきかを学ぶ。これから益々重要な役割を果
たしていくスタッフの意識改革、モチベーションアップ、ベクト
ル合わせを目的とした研修だ。受講者は皆、研修が終わる頃に
は、会社が自分に何を期待しているかを理解し、晴れやかな顔
をして帰っていく。

●ロジカルシンキング研修
　ビジネスをスマートに、そしてスムーズに行うために必要な
「ロジカルシンキング」。この研修では、解決すべき課題に自ら気
付き、解決策を見つけられるようになるための思考方法を学ぶ。
また、思考を整理し、分りやすく伝えるための報告のテクニック
を豊富な例題やケーススタディーを通して実践的に習得する。こ
れまで漫然と仕事していたスタッフも、情報分析力、論理的思考
力を身に付けることにより、業務改善、業務の効率化に目覚め、
何事にも積極的に取り組むようになること請け合いだ。

Pasona Educationの
公開セミナー

ローカルスタッフの
意識を変える！

●ビジネスマインドアップ
　開催日時：10月13日(火) 10:00-17:00
　対象：香港人ジュニアスタッフ
　言語：英語および広東語（一部広東語のみ）
　講師：青田朱実
●次世代リーダー研修
　開催日時：10月15日(木) 10:00-17:00
　対象：香港人主任～管理者
　言語：英語および広東語（一部広東語のみ）
　講師：青田朱実
●ロジカルシンキング
　開催日時：10月16日(金) 10:00-17:00
　対象：香港人主任～管理者
　言語：広東語
　講師：Nelson Hui

Pasona Education公開セミナー
10月開催スケジュール

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., One Hysan Avenue, CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk~ A leading Professional Training Institute Since 1984 ~

パソナエデュケーションはパソナグループの香港教育機関として1984年に
設立。以来31年に亘り、香港をはじめ、日本、中国、インド、シンガポール、イン
ドネシアなど、アジア各地でビジネス研修を提供することで、日本人とローカ
ルスタッフの相互理解、関係強化に貢献してきた。近年は、現地化を進める日
系企業に、組織の要となる次世代リーダー育成研修を多数提供。海外拠点の
組織強化をサポートすることに尽力している。ここでは、本年10月に開催予
定のパソナエデュケーション公開セミナーについて紹介しよう。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港深圳

深圳香港

香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！
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幸福華府　Xingfuhuafu

公园道　Gongyuandao

深圳

深圳盛捷君臨天下服務公寓/Somerset Grandview Shenzhen

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226
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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

（所在地） 羅湖区宝安南路与紅桂路交匯処
（間取り） 1LDK（44㎡）、2LDK（63㎡）、3LDK（96㎡）
（室　内） 家具・家電一式付き(新品)
（環　境） 地下鉄1・2号線(大劇院)徒歩10分 
 地下鉄3号線(紅嶺)徒歩5分
（備　考） 羅湖エリアで希少な新築物件。　新内装(未入居)で眺望抜群。 
 人気の大劇院、お値打ち家賃。　周辺、スーパー・飲食店等多数。 
 エントランスも超豪華。
（月　額） 5,000元、6,500元、9,000元

（所在地）  福田区新洲路与新洲街交匯処
（間取り） 1LDK（65㎡）、1LDK（85㎡）、2LDK（105㎡）、3LDK（150㎡）
（室　内） 家具・家電・食器類等一式付き
（環　境） 地下鉄1・2号線（購物公園）徒歩11分
（備　考） 新築サービスアパートメント 
  蛇口のサマーセットが福田区に堂々完成
 ＜家賃に込み＞管理費・税金・インターネット
 室内清掃・シーツ交換・朝食・ジム・プール
 シアター・ジャグジー・キッズルーム等
 オープン時のサービスプロモーションあり
 最高級グレード、是非お問い合わせ下さい
（月　額） 14,000元、15,000元、21,000元、35,000元

（所在地） 南山区南海大道与登良路交汇处

（間取り） 1DK（45㎡）、1LDK（62㎡）、2LDK（72㎡）
（室　内） 家具・家電一式付き（新品）
（環　境） 地下鉄2号線（後海）徒歩12分
 地下鉄2号線（登良）徒歩10分
（備　考） 南山エリアで希少な新築物件。新内装（未入居）で好立地。
 海岸城まで徒步圏内、お値打ち家賃。花園城（ウォルマート）へも便利。
 単身者におすすめ！ 周辺、飲食店等多数あり
（月　額） 5,000元、6,500元、8,000元

ライフ（香港・広東共通）
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