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　6月23日の国民投票で英国のEU離脱が決まり、英国内の世論の亀裂
が深まっている。残留を支持した首都ロンドンでは「独立」を求める署名
に16万人超が名を連ね、国民投票のやり直しを求める署名も300万人を
超えた。世代間の溝も深く、離脱を支持したのは高齢層が中心だったの
に対して、その年金財源などを主に負担しているのは、残留を求めた若
年層ら現役世代だ。「民意」を無視された若年層は高齢層への不満を強
めている。
　円相場も史上最大の嵐に見舞われた。英国のEU離脱が確実になった
ことで、「安全資産」とされる円に資金が一気に流入、1日の値幅は7円を
超え、過去最大の変動率を記録した。日本は国債や借入金など「国の借
金」の残高が2015年末時点で1044兆円、国民1人当たり823万円の借金
を抱えているにもかかわらず、なぜ海外では日本円が「安全資産」とみな
されるのか、これには理由がある。日本銀行の資金循環統計によると、
2015年末の個人金融資産残高は1741兆円ある。日本国としては財政赤
字だが、日本人全体の個人金融資産が大幅な黒字となっているため、短
期的に日本国債が破綻するリスクは低いと言える。

　しかし今後ますます深刻になる少子高齢化によって年金・医療などの
社会保障関連費用が膨らむことは確実であるため、何ら有効な対策をし
なかった場合、いずれ国の借金が個人金融資産を超過する日がやってく
る。いつか日本でも財政的に優良な県や市が日本国からの独立を求め
て住民投票を実施する日がやってくるのかもしれない。
　もはや自分の年金は自分で作る時代、将来的な年金削減リスクに備
えて、世界一自由度の高い国際金融センターである香港の金融商品を
活用するメリットについて詳しく知りたい方は、「海外で作る自分年金セ
ミナー」に参加されてみてはどうだろうか？ 香港・深圳での個別相談会
は随時開催しているので、気軽に問い合わせてみると良い。

上品な大人の夏のトレンドメークで視線を釘づけ
「コフレドールビューティーサマーパレット」新発売
　カネボウ化粧品のコフレドールから、大人のリラックスサマーを
テーマに、アイシャドウと口紅をセットした薄型のメイクパレット「コフ
レドールビューティーサマーパレット」が数量限定で登場。2016年の夏
は、つや肌、色味を抑えた目もと、透ける質感のルージュで、カジュアル
な中にも大人の色気を感じるメイクがトレンド。「コフレドール」はそん
なトレンドを押さえ、夏の気配をまとったリラックス感溢れるメイクを
提案する。
　パレットは上品にきらめく目もとに仕上げるアイシャドウ3色と、
ジューシーでぷるんとした質感に仕上げるルージュ2色がセット。厚み

わずか0.93cmの薄型で、アイシャドウ用チップとスライド式のリップブ
ラシ付き。かさばらず、外出時も楽に持ち歩けるので、夏の外出時にも
便利。

COFRER D'OR
ビューティサマーパレット限定5種

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「イギリスよ、どこへ行く」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
8月6日（土）14:00～16:00香港上環オフィス
8月7日（日）14:00～16:00 深圳粤海酒店
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
HP：www.kenshin.com.hk
香港携帯：(852)9062-0532　中国携帯：(86)136-9184-0363

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。
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　環境問題に対する意識が高まり、廃棄物に関する規制も厳しくなりつ
つある昨今。エコ自動車やエコバッグなどエコな○○が次々と生み出さ
れる中、お洒落で楽しいエコアイデアを生み出したのが「Saupei」だ。
Saupei（收皮）は広東語で「ゴミみたいなやつ」を意味し、腹が立って相
手に何かをやめてほしい時、出て行って欲しい時などに使われる侮辱表
現だ。そんな一見失礼なこの店の名前は、「ゴミにもまだ利用価値があ
る」ということを意図している。創業者であるキミとメッシが作るのは、
ハンドメイドのリサイクル雑貨。環境への配慮が重要視される近頃の流
行において、環境に優しく、再利用でき、ファッショナブルでもある彼らの
商品はぴったりとニーズを満たしているのだ。いらなくなったものを再
利用しているため、衛生面を心配する人もいるかもしれないが、しっかり
と加熱消毒されているので安心。また特別な技術によって行われる調整
が製品をより丈夫にし、長持ちさせる。一度捨てられたモノが、新しい役
割をもって生まれ変わるのだ。
　中環（セントラル）にあるエコリビングストア「Health Concept」では

毎月ワークショップも開催されてる。ハンドメイドで可愛い物が作れる
いい機会になるかも。また、彼らの商品の1つ「Poor Purse」に関しては、
収入がすべて油麻地（ヤウマーデイ）のコミュニティスペースに寄付さ
れる予定だ。あなたもエコに興味があるなら、お店でお気に入りのリサ
イクル雑貨を探してみよう！

人気女性韓流スター「ペ・スジ」に会えるチャンス！
多くの著名人蝋人形を飾るMadame Tussaudsへ行こう
　様々なレジャー施設を提供する「Marlin Entertainments pls」。この会社
の施設の1つ「Madame Tussauds」では、国内・国際的に活躍する著名人
たちを模した100体以上の蝋人形を展示している。訪れる人たちは、憧れ
の有名人たちを眺めたり一緒に写真を撮ったりしながら、夢のような時間
を過ごすことができる。
　8月初旬、K-wave zineに新しく登場するのは韓流スターの「ペ・スジ」
だ。これまで男性韓流スターがこのゾーンを占めていたが、今回初めて
女性韓流スターの蝋人形が加えられる。彼女は大人気韓国ドラマ
「Uncontrollably Fond」や映画「Architecture 101」で良く知られ、「Bad 
Girl」や「Good Girl」などの曲で歌手としても活躍している。Madame 
Tussaudsの制作チームは、完璧な蝋人形を作り上げるためにソウルま
で赴き、身体のすべての部分を採寸し、数百枚にも及ぶ写真撮影は7時

間にも及んだ。また、髪の毛や目、歯の色や形など細部までこだわり、完
全に彼女を再現した蝋人形が作り上げられた。彼女自身も自分の蝋人
形が作られたことや世界の著名人たちの一人としてそれが並ぶことを
誇りに思っているそうだ。彼女の登場を受け、今後さらにK-wave zone
人気が強まるかもしれない。
　この機会に、「Madame Tussauds」へでかけよう！

Madame Tussauds Hong Kong
ウェブ：www.madametussauds.com/hong-kong/en
電話：(852)2849-6966

環境に優しいハンドメイド雑貨
いらなくなったものがお洒落に生まれ変わる！

Saupei 收皮
ウェブ：www.facebook.com/saupei

小売店（Root House）
住所：4/F., 26 Russell St., CWB

ワークショップ（Health Concept）
住所：Shop 01, 20/F., Waga Commercial Centre, 
　　  99 Wellington St., Central
電話：(852)2868-9808
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

「天空の城ラピュタ」公開30周年
激レアグッズが記念販売！

Czarina 1964
莎厘娜

飲茶に飽きたらボルシチはいかが？
　西營盤（サイインプン）の高街にある「Czarina 1964」は世界各国の料
理で溢れる香港でも珍しい、ロシアの伝統料理が味わえるお店。同じく

お店の看板メニューであ
るステーキと一緒に、香港
ならではの欲張りな「ミッ
クス食文化」を楽しんで！

尖沙咀LCX店：Shop 19, Level 3, LCX, Harbour City, TST
銅鑼湾タイムズスクエア店：Shop 925C, 9/F., Times Square, CWB
LCX店: (852)2376-3363、タイムズスクエア店: (852)3104-1646
Donguri.HongKong

「ロボット兵プランターカバー」8月2日店舗販売開始！
―ある日、少女が空から降ってきた―

　少女、シータの持つ「飛行石」を巡って物語は動き出す。空中海賊、さらには政府まで

が手に入れようと躍起になる理由は、この青い石こそ、天空に浮かぶ幻の国「ラピュタ」

へと繋がる鍵だったから･･･。

　スタジオジブリが設立されるきっかけになったとも言われる名作「天空の城ラピュタ」

は、この夏公開30周年を迎える。これを記念してプランターカバー「ロボット兵の願い」

が再販される。壊れて動かなくなったロボット兵の土台にはラピュタ語の刻まれた容

石。なんとサイズは高さ45cm 幅40cmという超特大級だ。コケや木の根が這うその姿

に、草花を添えればまるで本物の「ラピュタ」の世界。入荷してもすぐに売り切れるという

人気ぶりだという。日本でも貴重なアイテムを、ぜひ香港で手に入れよう。

G/F., Hang Sing Mansion, 50 High St., Sai Ying Pun
12:00～15:00、18:00～22:30（月～日）
(852)2540-2874

(852)3759-6720

イタリアンにアレンジされたお洒落なソフトドリンク
　「Bright View」ではイタリアから評判の高い様々な製品を輸入してい

る。今回新しく紹介するのはソフトドリンクブランドのCortese。ジン

ジャーエールやジンジャービールなどイギリス伝統の飲み物にイタリ

アンなテイストを加えて提供している。普段よりちょっと優雅な飲み物で

リフレッシュしたい人におすすめ。電話やメールで注文受け付け中！

Bright Viewによる
イタリアのソフトドリンクブランドCorteseの紹介

文明化された現代で野蛮人が生み出す芸術作品
　香港に現れた22人の野蛮人たち。彼らは書や写真、絵画を通して、

人生における情熱や自由への切望を描き出す。現代の「文明」というも

のは誰かによって都合よくでっ

ち上げられたものにすぎず、私

たちは自分の信じる未来を切り

開かなければならない。そんな

ことを気付かせてくれる作品

展。きっとあなたも心を打たれ

るはず。

Amnesia－
Barbarian Exibition 2016

8月17 日～22日

プロもアマチュアも参加するダンスの祭典
　今年で4回目となるダンス選手権。今回は毎年国内外から実力派の

ダンサーが集まる「Bauhinia Cup International Dance Championships」

も同時開催とあって盛り

上がりも必至。予選を勝ち

あがってきた様々なジャン

ルのパフォーマー達が繰

り広げる熱いステージを

ライブで楽しもう！

Bauhinia Cup 2016 
Dance Championships

8月2日～5日

Yuen Long Theatre, 9 Tai Yuk Rd., Yuen Long
19:30～（4日のみ15：30～もあり）
（852）3761-6661
 HKD60

Hong Kong Visual Arts Centre, Exhibition Hall, Level 5, 7A Kennedy Rd., Central
8月17日 17:00～21:00、8月18日～21日 10:00～21:00、8月22日 10:00～18:00
(852)5138-9100
HKD880～HKD1,380

巨大プランター
「ロボット兵の願い」

香港ピックアップ
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Superhero league
香港シンフォニーオーケストラ

8月6日

パルマ･ハム＆ワイン、最高の組み合わせを楽しもう！
　香港シンフォニーオーケストラは8月6日に、スーパーマンやスパイダー
マンなどの人気スーパーヒーローをはじめ、ドラゴンボール、スター

ウォーズ、などの人気漫画や映画のテーマ
曲を交響曲と行進曲にして演奏する。子供
から大人まで楽しめるイベント。

「オズの魔法使い」アナザーストリー
　物語はドロシーがオズの国で冒険を始め、カカシやライオンなどの

仲間と出会うずっと前の話。自らの緑の肌をコンプレックスに持つ少女

エルファバが、後にドロシー達を苦しめ

ることになる「西の悪い魔女」へと変貌

を遂げるまでの背景を描いた作品。

ミュージカル
The Wizard & I

8月6日

「隠れ美食の街」にある人気店
　近年のコリアンブームで香港には数多くのコリアンダイナーがある

が、ここ、觀塘（クントン）にある「金羅道韓國餐廳」もショッピングセン

ター内という立地ながら、

火鍋・焼肉・定食と、いず

れも本格的な味が自慢。

買い物ついでに気軽に立

ち寄ってみよう！

コリアンレストラン
金羅道韓國餐廳

Shop C2, G/F., Camel Paint Centre Plaza II, Kwun Tong
11:00～23:00（月～日）
（852）2868-9966

3-27 Canton Rd., TST
(852)2188-8666
www.harbourcity.com.hk

Hong Kong City Hall, 5 Edinburgh Place, Central
20:00～
https://ticket.urbtix.hk/internet/en_US/eventDetail/29647
HKD160、HKD120

夏休み、子供たちを喜ばせたいママたち必見！
　夏休みが始まり、子供たちの好奇心を満たす何かを探しているな

ら、PMQが企画した夏のミクロアドベンチャーがおすすめ。7歳から11

歳まで参加可能で、お米を使ったアクティビティやアイスクリーム作り、

セメントをキャンバスにしたお絵かきなどが親子で楽しめる。新しい

体験が盛りだくさん、ワクワクする夏の思い出を作ろう！

子供の想像力をかきたてる
PMQによる夏のミクロアドベンチャー

～8月20日

Exhibition

スマーフの村が香港に！？ 世界中のファンと一緒に楽しもう！
　ベルギーの漫画家ペヨが生んだ人気コミック「スマーフ」。スマーフ

たちの長「パパスマーフ」の魔法にかけられて、ハーバーシティが

「We’re All Smurfs」村になっちゃった！スマーフへの愛に国境は関係

ない。スマーフと会ってハグしたり、可愛いカフェでお茶をしながら、世

界中から集まるファンと一緒にスマーフの村を満喫しよう！

We’re All Smurfs! 
Art Exhibition @ Harbour City

～8月21日

PMQ元創方, 35 Aberdeen St., Central
ウェブサイトのタイムテーブルを参照
(852)5625-9157
www.putyourself.in
HKD880～HKD1,380

1 Gloucester Rd., Wan Chai
19:45～
www.hkticketing.com/events/WCTHEWI0816
HKD220、HKD180

Hong Kong Maritime Museum, 
Central Ferry Pier No.8, Central
8月5、26、9月1、8日 19:00～21:00
9月25日 15:30～17:00
www.hkmaritimemuseum.org
無料

Summer Heat Music beat@ Pier 8
夏のミュージックイベント

8月5、26日、9月1、8、25日

夏の暑さは音楽で吹き飛ばせ！
　厳しい暑さが続く夏真っ盛りの香港。そんな暑さを吹き飛ばすべく、
中環(セントラル)のフェリーターミナルNo.8では、8月、5、26日、9月1、8、

25日の5日間、夏の夜に海風を感じな
がら音楽を楽しむイベント「Summer 
Heat Music Beat @ Pier 8」が開催され
る。参加は無料。
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香港

深圳

香港

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）/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 キングスウェイ～70K
3年以上のストラクチャードファイナンスの経験、
船舶投資経験者歓迎。投資商品紹介、ポート
フォリオ運用。ビジネスレベルの英語（韓国語
尚可）。経験により新規ビザ可能。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス 

香港/九龍 キングスウェイ

～15K
旅行に関する手配業務。来店、電話、メール対応。
ビジネスレベルの英語尚可。就労可能なビザ
ホルダーの方。

キングスウェイ

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

～19K

営業事務もしくはカスタマーサービス経験者。
通信会社からの外部委託プロジェクト担当。
日系個人顧客の問合せ窓口業務、通信費滞納者
へのリマインド業務。就労可能なビザホルダー
の方優先。

キングスウェイ営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 ～25K

3年程度の営業経験者歓迎。日本人顧客へ
不動産投資の説明、コンサルテーション。ビジ
ネスレベルの英語。顧客問合せ対応。社内構成
の関係で就労可能なビザホルダーの方のみ。

キングスウェイ香港/香港島 ～25K
3年程度の営業経験。代理店管理、新たなビジ
ネスパートナーの開拓、ビジネスセミナーの
実施。ビジネスレベルの英語（北京語もしくは
広東語尚可）。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ
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 ～20K
2年程度のカスターマーサービスまたは事務
経験。日本人顧客の電話・メールでの問い合わせ
対応。語学不問。就労可能なビザホルダーの方。

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 ～21K香港/九龍

購買業務。卸先はグループ会社の海外拠点の
ため、既存顧客対応の営業。オフィスでの納期
調整業務、仕入先との連絡業務。出張対応可能
な方。ビジネスレベルの英語。新規ビザサポート
あり。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

キングスウェイ～25K香港/香港島
エクイティでの経験を持つ方。ミドルオフィス
業務。ビジネルレベルの英語。就労可能なビザ
ホルダーの方優先。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 ～25K

日系企業に対する各種保険の営業およびコン
サルティング業務。セミナー開催、既存顧客の
フォローアップ。コミュニケーションレベルの英語。
丁寧な対応ができる方。経験によりビザサ
ポートあり。

キングスウェイ香港/香港島

キングスウェイ香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

～25K
金融業界経験必須。Investor Relations管理。
内外の機関投資家との連絡。イベント運営補助
業務、本社担当部署との調整。ビジネルレベル
以上の英語。就労可能なビザホルダーの方優先。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 ～30K

プラスチック、化学品、樹脂の既存顧客フォ
ロー、新規開拓営業、中国出張対応可能な方。
5年以上の関連業界での営業経験必須。ビジ
ネスレベルの英語（北京語尚可）。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～25K

5年以上の店舗管理経験。店舗管理、香港人
スタッフへの指示。繁忙時の販売補助など。ビ
ジネスレベルの英語（広東語尚可）。ビザサ
ポート可。

キングスウェイ香港/九龍

キングスウェイ

キングスウェイ香港/九龍

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
専門商社・総合商社

～30K香港/九龍
マーケティング戦略の立案。外部調査会社か
らの情報を取りまとめ、分析。英語ビジネスレ
ベル以上（北京語尚可）。経験によりビザサ
ポートあり。

会計経理・経営管理/
その他サービス 応相談

中国の会計業務経験者歓迎。中国本土にある
事業会社の財務管理、統轄業務。香港の財務
管理、会計業務の管理、内部監査、決算対応等。
中国出張対応可能な方。ビジネスレベルの
北京語尚可。

キングスウェイ営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 ～20K

2年以上の営業経験。日系法人顧客、個人顧客
に対する営業、通信サービスの販売。法人顧客
営業の経験者尚可。コミュニケーションレベル
の英語。新規ビザサポートあり。

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
1年程度の営業事務経験。納期管理、請求書の
発行、見積もり。貨物の状態の報告、トラブル
対応等。ビジネスレベルの英語、北京語必須。
就労可能なビザホルダーの方。

香港/九龍 ～25K キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

化粧品の仕入れ、販売、出荷検品。会社運営業務、
各拠点（日本、深圳）との連絡、調整業務。ビジネ
スレベルの英語（北京語もしくは広東語尚可）。
就労可能なビザを持つ方優先。

キングスウェイ

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 

応相談
日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系
既存顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士と
の調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮。

アジア拠点

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 東莞 応相談

品質管理部門のマネジメント全般。品質管理
全般、及び仕入先加工工場の4M管理、品質
保証業務。中国工場勤務経験のある方。コミュ
ニケーションレベルの英語または北京語。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍

3年以上のメーカーでの技術経験。東南アジア、
オセアニア、インド及び中東地区等の既存代理店
営業、新規代理店開拓・技術支援など。英語ビジ
ネスレベル以上（北京語尚可）。出張可能な方。
新規ビザサポートあり。

～30K
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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 

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/新界 20K～30K
ゲームコンテンツの主に翻訳業務（中国語→
日本語）。要翻訳タスク経験、およびビジネスレ
ベルの中国語（普通話）。広東語あれば尚可。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
その他サービス 香港/九龍 30K～50K

管理会計・経理業務。中国拠点とのやりとり、
会計関連とりまとめなど。関連業務経験必須。
CPA保持または同等の知識がある方歓迎。ビ
ジネスレベルの英語必須および普通話できれ
ば尚可。

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） 香港/九龍 30K～40K

電子系製造メーカーのVicePresident。財務
内容・コンプライアンス管理、内部統制など。営業
経験(電子部品関連)があり、リスクマネージメン
ト管理に興味がある方。要英語ビジネスレベル。

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 応相談
（経験により）

Equity Departmentでのミドルオフィス業務。
顧客は大手日系機関投資家。要証券会社での
ミドルオフィス経験とビジネスレベルの英語。

香港/香港島 25K～28K インテリジェンス
香港

アメリカに本社を置く、通信会社でのカスタ
マーサービス業務。日系企業をメインに問い
合わせ対応や各部署と連携して課題解決など。
要ビジネスレベルの英語。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

インテリジェンス
香港15K～21K香港/九龍

航空貨物部門よりスーパーバイザー（営業）
募集。日系顧客担当。要2年以上の貨物輸送ま
たは物流経験。英語コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港13K～16K香港/香港島

秘書＆総務ポジション。マネジャーのサポート、
採用時の面接アレンジ、経理系データ入力等。
要英語日常会話レベル。広東語必須。

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 

18K～25K
個人・日系法人顧客向けに、資産運用・保険の
リスクコンサルティング業務。セミナー開催、
新規開拓・顧客フォロー。要ビジネスレベルの
英語。顧客のニーズヒアリングが出来る方。

香港/香港島

香港/香港島

30K～38K

大手金融企業よりDeputy Manager募集。
ビジネスニーズをつかむための情報収集や収益
分析。北アジアの出張あり。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/
金融・保険・投資顧問 

応相談香港/香港島

証券会社バック業務。約定・コンプライアンス・
当局報告の流れが分かる方。受渡決済関連で、
日本のカストディアンとの対応ができる方。
要英語ビジネスレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
物流・倉庫

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

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

25K～35K香港/九龍
セールスエンジニア職。東南アジア、オセアニア、
インド及び中東地区等の既存代理店営業、新規
代理店開拓・技術支援等。メーカー（電気関係
尚可）での5年以上の技術もしくは営業経験者。

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～23K香港/九龍

自動車部品の購買ポジション。コスト・各拠点
の売価・原価の比較分析、拠点への発信業務。
要日常会話レベル以上の英語と普通語。購買
経験者や金属加工に詳しい方歓迎！

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/
物流・倉庫

18K～25K香港/新界

国際輸送・倉庫・トラック輸送におけるCS業務
（顧客と現場の中間調整）、及び物流企画提案、
見積もり業務。主に日系大手メーカーが対象。
要英語・広東語・普通話コミュニケーションレ
ベル。

インテリジェンス
広州

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子） 

その他
華東地域 RMB50K

構造設計顧問ポジション。自社照明製品の構造
開発設計技術の指導、評価。【歓迎】照明業界
で構造開発設計経験豊富な方。【語学力】不問
（必要に応じて通訳あり）。

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）

RMB
20K～25K深圳

電気エンジニア職。必要条件は電子回路が理解
出来る事、基板実装関係の経験があること。
オシロスコープが使える事。普通話：日常会話
レベル以上。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
外食・フード 30K～35K香港

レストランの店長職募集。サービスマネージ
メント、新店立ち上げ、FLコスト管理、トレー
ニング等。要英語コミュニケーションレベル。

USD
2K～3K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
旅行・レジャー・観光

香港/新界

ホテルの営業マネジャー募集。客室、F&B、そ
の他ホテル施設の営業活動、サービス提供管
理、広報サポートなど。応募条件はホテルでの
営業経験あれば尚可。ホーチミン勤務。

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・通信販売

20K～25K
機内免税品企業よりスーパーバイザー募集。
商品の納期調整、シッピング手配、スタッフ管理
など。要英語ビジネスレベル（広東語ができれ
ば尚可）。就労可能なビザホルダーの方。

インテリジェンス
香港香港/新界企画・宣伝・広報/

外食・フード 20K～25K

香港にて絶賛拡大中の日本食小売企業より、
商品開発ポジションの募集。日本の食品メー
カーと連携し、メニュー企画・開発。要食品
メーカーでの商品開発経験、ビジネスレベル
の英語。

インテリジェンス
香港ベトナム

USD
2K～2.5K

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

ホーチミンにて保険業界よりセールスマーケ
ティング職。マネジャーのアシスタント。要英語
ビジネスレベルと３年程度の関連経験。グロー
バルな環境で海外営業経験を積むことが可能。

インテリジェンス
香港ベトナム



香港

香港

「まだ現地スタッフを雇用してないのですが・・・」
　先ずは自身のビザ取得で、スタッフの雇用はその後
と考える方が多いと思います。この点についてはその
まま状況を説明すれば理解してもらえる場合が多いで
す。但し、その後の採用計画についての説明は必要で
す。例えば、採用時期・ポジション・サラリーの予算・人
数等を記述し、信憑性のある具体的な計画を添えれば
クリアできるでしょう。

「オフィスは無いのですが・・・」
　オフィスの賃貸契約書の提出は必須です。最近では
賃料の高騰のせいもあり、オフィスを借りずに会計事
務所や秘書役との登記住所の使用についての契約書
を申請に使用されるケースも少なくありません。その
場合、契約書上にオフィススペースを借りていると言う
内容が記載されていない事も多い為、移民局の要求を
クリア出来ない上に事業に対する姿勢にも疑問をもた

れ、審査に不利に作用する事もあり得ます。また、ス
ペースの使用についての記述があっても、所謂「又貸
し」となる為、家主とテナント間の大元の賃貸契約書の
提出を求められる事が多いです。稀ですが、家主が「又
貸し」を承諾している旨のレターの提出を求められた
ケースもあります。ここまで突っ込んだ要求をされると
家主か又貸しの主のどちらかにＮＧを出される可能性
が高くなります。予めビジネスセンター等で占有スペー
スのある形で契約をしておかれることをお奨めします。
　似た質問に「当面は自宅兼事務所で・・」というもの
がありますが、移民局としては自宅兼事務所や居住用
建物をオフィスに使用するという形ではビザ発給を認
めないケースが殆どです。

「投資ビザを取得するには
  口座内にどの程度の資金があれば良い？」
　この質問もよく頂くのですが、事業内容・規模・計画
にも左右されるので一概には言えません。大まかに個
人口座と法人口座をあわせた額が約1年分の経費をカ
バーできる程度というのが一つの目安と言えます。準
備資金が十分かどうかは事業内容に加え審査担当官
によっても判断が変わってきます。十分な金額であるこ
とがしっかりと説明できればクリア出来るでしょう。最
近では、これに加え今後の予定追加投資額についても
尋ねられますので答えを準備しておくと良いでしょう。

〈投資ビザ延長手続の変更〉
　就労ビザとは異なり、投資ビ
ザの延長にはケースレビューと
言うものがあります。これは事
業の状況をチェックするもの
で、売上・スタッフの雇用計画・過去の投資総額と今後
の予定額等です。今までは全ての投資ビザが対象と言
うわけではなく、通常初回取得時の指定されたケース
のみが対象でした。それが、今年3月以降に行った延長
手続では全てケースレビューが求められています。そ
のためこれまで1日で完了していた延長手続きが1～2
週間を要するケースも出てきています。一旦ビザを
取ってしまえば安心と言う訳には行かなくなりました。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326　   メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

投
資
ビ
ザ
に
つ
い
て

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第9回

ビザ
のこと

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい

最近特に厳しくなった感のある投資ビザについてお話します。
元々簡単なものではありませんでしたが、
移民局からの質問は以前にも増して細かく立ち入ったものが多くなりました。
そこで今回は投資ビザについて質問の多い事柄を3つほどピックアップしてみました。

T&Morrisではビザ申請を却下された方のお手伝
いをさせて頂きます。費用は取得に成功した場合
のみの成功報酬です。過去3ヶ月以内に申請を却
下された方が対象です。
諦める前に一度試してみませんか？
また、審査途中でお困りの方も是非ご連絡下さい。
御相談は無料で承っております。

ビザ申請でお悩みの方へ
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香港＆広州

「日本経済新聞 国際版・電子版」をどんな形で読まれ
ていますか。
　昔から活字が好きで、新聞は子供のころから読んでいまし
た。文字が並んでいると読みたくなるんです。大学時代に日
経新聞を読み始め、今ではいつもは電子版を通勤中に読ん
でいます。通勤時間が片道45分なので、電車の中でキュレ―
ションアプリと日経のアプリを見るのが日課になっています。
でも、今回のインタビューということで先日、一週間無料お試
しキャンペーンにて試読しました。私の住まいは集合住宅
なんですが、朝、玄関を開けると、新聞がホテルみたいに配
達されていて驚きました。紙の質感がたまらないですね。日
本を離れて3年経ちますが、当時していた独特な新聞の折り
方の癖は、今でも抜けていませんでした。オフィスでも共有し
ようと持って来たら、「オジサン折りしてるね」と上司から言わ
れました。（笑）コンパクトで効率的に読めるので、私はこの折
り方が好きです。

日頃、気になる記事はどんな記事でしょうか。
　日系企業の顧客が多いので、各企業の日本本社でどうい
う動きがあるかなど、香港のメディアでは詳しく取り上げられ
ないニュースを意識して読んでいます。先日の日系の大手家
電メーカーの売却など大きく取り上げられますが、私たちが

把握したいのはもっとその手前なんです。例えば「役員が
こんな発言した」など細かい内容を知りたいので、人事情報
など日系企業の最近の動きが分かる日経新聞は重宝してい
ます。営業先を訪問する前にリサーチして活用しています。
　国際ニュースは各国の主要メディアが発信しているニュー
スにも目を通しますが、同じニュースでも、例えば英国のEU
離脱のニュースも本国のBBCと米国のCNNと日経とでは少
しずつ視点が違っていて読み比べるのが楽しく、今では趣味
の一環です。

その他に仕事以外で読まれる記事はありますか。
　仕事以外では、電子版だとマーケットはよく見ています
ね。日経企業の株価の動きや日本円の動きに対して、マー
ケットがどういう動向を見せるのか興味があります。仕事で
も役に立っています。例えば、華南地方からも仕事の依頼を
受けることが多いんですが、中国元で仕入れをし、ヨーロッ
パや日本で販売する際には通貨のレートによって、その企業
の利益等の幅が大きく変動する可能性があります。少し前だ
と中国元の価値が上がっていたので、そこに関連する顧客
の経営状態など、関連企業や同業者と見比べて、動向の予
測を立てられるんです。
　あとは、インタビュー記事を読むのが好きです。成功して
いる方を取り上げられることが多いですが、独特の角度で
インタビューされていて、そこに至る経緯や紆余曲折、赤
裸々に語られているのは興味深いですね。私も日々迷いな
がら仕事をしているので、日本や世界で活躍している起業
者、経営者がどこでどんな経験をされてきたのかは参考にな
ります。日本にいた頃は読書術の欄が好きで、読むたびにそ
の本が欲しくなり、よく購入したものです。

貴社の事業について教えてください。
　弊社はコーチングという手法でリーダー育成や組織開発
を行っています。コーチといえばスポーツコーチや研修のイ
メージが一般的には強いですが、コーチとは「より早く、より
大きく目標達成をさせる人」のことです。弊社ではそれをビジ

ネスの場面で、組織の目標達成のためのコーチング・プログ
ラムとして提供しています。「次のトップになる人材を育成し
たい」「より自発的に動く組織にしたい」「コスト削減しつつ士
気や品質も保ちたい」など、組織によって目標はさまざまで
すが、実現に向けてキーとなる人材を一緒に検討し、その
リーダーが自分だけでなく周囲の人を理解したりモチベート
したりしながら、前進していくための支援をします。社長様で
あることも多いですが、華南エリアでは特に「優秀なローカ
ル社員にもっとマネジメント視点で行動できるようになって
ほしい」との声が多く、日系企業様でも広東語・普通語での
サービスをかなり行っています。
　また、弊社のプログラムで実施しているコーチングスキル
は、質問力や日々の業務ですぐに使っていただけるものばか
りなので、中には「会社では導入できないけど個人で受けた
い・学びたい」という方もいらっしゃいます。今年からそう
いった個人の方向けのサービスも提供しており、活躍するマ
ネジャーさんやキャリアアップを考えている方、また人事分
野の方などに、ご好評をいただいています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

詳細な企業の人事情報から
魅力的なインタビュー記事まで、

仕事、プライベートともに興味が尽きない

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

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・電子版」。

今回はコーチAの白瀧優子さんに、
日経新聞の日常への取り入れ方と仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

COACH A (Hong Kong) Co., Ltd.
コーチ
白瀧 優子（しらたき ゆうこ）さん
ITベンチャー企業にて新規開拓営業を従事。国際結婚によ
る来港でオンライン広告代理店から、人材育成に関わる仕
事への関心が高まり、同社に転職。多国籍メンバーからな
るプロジェクトや組織での活動経験を基にコーチングを
行っている。
読書好きで本と旅行にはお金を惜しまないそう。
またイベント好きで、香港は日本に比べて起業しやすいた
め若手起業者が多く、そういった人が集まるイベントや講
演会など参加し、ご自身も刺激を受けている。

高起（香港）有限公司/
COACH A (Hong Kong) Co., Ltd.

住所：Rm. 802-803, Prosperous Bldg.,
　　  48-52 Des Voeux Rd. Central, Central
電話：(852)3468-5377
ウェブ: www.coacha.com/hkg

ビジネス（香港・広東共通）

09Pocket Page Weekly 29 July 2016 No. 550
B



【調査概要】
調査地域：全国
調査対象：20～40代の会社員
調査期間：2016年6月15日～29日
有効回答数：100件

　社員総会や社員運動会、株主総会など各種イベントの制
作・プロデュース業務を手掛ける株式会社マックスプロ
デュースは、企業イベントに関する情報サイト「MAX広場」を
運営している。「MAX広場」では、社内イベントや株主総会の
企画運営を任されている総務担当者などに役立つ企業イ
ベントに関する情報を社員総会、運動会、表彰式、制作奮闘
記、アトラクション、イベント会場、経営方針発表会、イベント
紹介、展示会、タイアップ、株主総会、モチベーションの11カ
テゴリごとに配信中だ。今回の情報発信では、20～40代の会
社員100名に行ったアンケート「あなたのモチベーションが
下がる原因はなんですか？」の結果を発表した。

◆「あなたのモチベーションが下がる原因はなんですか？」
　1日のうち3分の1を過ごす職場。ちょっとしたことが原因
で、やる気をなくす場合もあるのではないだろうか。社会人
がどのようなシーンにストレスを感じているのか気になると
ころだ。そこで、モチベーションの持続の妨げになる場面に
ついて、20～40代の会社員100人を対象にアンケートを取っ
てみた。

◆4人に1人は「給料やボーナス」に不満を抱いている
　アンケートの結果、「給料が低い・ボーナスがない」と答え
た人が最も多く25％だった。具体的な回答は以下である。
・毎年1度人事評価を行い、その評価に応じて給与の見直し
があるのだが、月数百円単位でしか上がらない。（30代/男
性/会社員）
・他企業の友人と話していると給与で劣等感を覚える。やは
り若いうちは稼ぎたいので気になる。（20代/女性/会社員）
・ボーナスが出ないと、生活が苦しく、よくそのことで嫁と
けんかすることがある。（40代/男性/会社員）
・生活するためだけの仕事ではなく、生活を豊かにするため
に経済的余裕が欲しい。（30代/女性/会社員）
　評価結果が昇給に反映されるとことが多いようだが、大
幅なアップがないと空しくなるのは当然だ。働くのはお金
のためだけではないものの、生活するためにはお金が必
要なことや正に評価されるのを期待することもわかる結果
となった。

◆仕事にやりがいを感じられず、モチベーションダウン！
　アンケートの結果、「仕事にやりがいがない」と答えた人が
2番目に多いことがわかった。具体的な回答は以下である。
・毎日朝8時から21時まで拘束されたり、お昼休憩も1時間取
ると文句を言われる。（30代/男性/会社員）
・仕事中心の生活なのに成果を出しても評価されず、仕事に
やりがいがないとモチベーションが下がる。（30代/男性/会
社員）
・忙しくても、仕事量が多くても仕事が充実していると張りの
ある生活ができるから。（30代/女性/会社員）
・産休から復帰して時短なので大きな仕事は任せてもらえな
い。常にひま。（40代/女性/会社員）

　休憩時間が少ない上に長時間拘束されると、仕事の意義
が見出せない。私生活を犠牲にして頑張った成果が認めて
もらえないとの声や仕事内容の充実を求める意見も挙げら
れている。このように、日常業務の多忙さを指摘する人が多
い一方で、信頼して任されない状況が意欲低下の原因につ
ながる傾向も見て取れた。適度な緊張感や責任感を持つこ
とにより、楽しく仕事できることにつながるのかもしれない。

◆人事担当や役員の人は社員の思いに応えることが大切！
　仕事に見合った収入を期待する声や勤務時間も含め適量
の仕事を希望する意見があることがうかがえる。職場でやり
がいを持って仕事をしてもらうためには、経済面での見返り
が必要なことや仕事を通じて自分を高めたい想いに応える
ことが大切なのだろう。
　今、社員のモチベーションアップにつながる方法として注
目されているのは「社員イベント」だ。株式会社マックスプロ
デュースでは、社員総会など社内イベントのプロデュースを
得意としているため、人事担当や役員のみなさまからのご相
談をお待ちしている。

4人に1人は「報酬の低さ」でモチベーションが下がる！
モチベーションが下がる原因についての調査結果を発表

給料が低い・ボーナスがない

仕事にやりがいがない

不得意だったり、面倒なことをやっている

上司が無能

仕事に失敗した

上司の性格が悪い

将来が見通せない

仕事量が多い

自分への評価が正当でない

部下の性格が悪い

会社の方向性が、自分が思っているのと違う

　　　　　　　　　　　　　25%

　　　　　　　　　　 20％

　　　    9%

　　　 8%

　　　 8%

　　   7%

          6%

          6%

       5%

     4%

2%

あなたのモチベーションが下がる原因はなんですか？

KRSコンサルタンツ　リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127
ウェブ: www.krsconsul.com

(1)法人税の適用
　香港において商業、専門業および事業を営む者
（法人を含む）は、香港を源泉とする全ての利益に対
して課税されます（ただし、資本資産の売却による利
益は含みません）。香港の居住者であるかないかの
区別はありません。

(2)査定の基準
　香港の税務年度は4月1日から翌年の3月31日で
す。毎年4月になると税務局（IRD：Inland Revenue 
Department）から各法人に税務申告書（Profit Tax 
Return）が発行されます。申告書には、1か月以内に申
告が必要である旨が記載されていますが、法人は会
計の年度末に応じて税務申告期限を延長することが
できます（初回の申告書が来た時点でその旨の申請
が必要です）。法人の会計年度と税務申告期限等の
関係を右記の表に示します。例えば、3月末決算の法
人の2015年4月1日～2016年3月31日会計は香港で
は2015-2016年査定（the year of assessment 
2015/2016）となり、その税務申告期限は11月15日と
なります。
　申告後は税務局が計算を行い、課税対象所得が
ある場合は税額通知書（IRC1931）が発行されます
ので、記載されている期限までに納税します。Dコー
ドとMコードの法人に対しては表のように2回に分
けての支払いが認められていますが、1回目の期限
までに一括で支払いをしてももちろん問題ありま
せん。

(3)新規事業に対する税務申告書の発行
　新規事業に対する初年度の税務申告書は、一般的
に新事業の開始日または会社の登記日からおよそ18
か月後に発行されます。場合によって、より早い時期
に発行されることがあります。

(4) 課税通知
　課税対象となる所得がある者は、会計年度末のから
4カ月以内に、課税通知（Notification of chargeability）
を税務局長官(CIR: Commissioner of Inland Revenue)
に書面で通知する義務があります。税務局はこの通知
に基づき税務申告書を発行します。前年度に税務申告
書を受領しており、当年にもこの申告書が発行される
ことが見込まれる場合は、通知の必要はありません。
休眠会社や、課税対象所得無し（損失）で税務申告をし
た法人に対しては、税務局から税務申告書が毎年発行
されない旨の連絡書（IRC1812）が発行されることがあ
りますが、その後に課税対象所得を得た場合は、期限
内に課税通知が必要です。正当な理由なくこの通知の
履行を怠った場合は、ペナルティが課せられます。

(5)申告の注意点
　申告の際には、監査報告書および税務計算書（Tax 
Computation)の添付に加え、下記項目に関する説明
が必要となります。
・利子の支払い
・オフショア源泉の利子
・オフショア利益と関連する経費の配分
・支払い報酬（受領人の氏名と住所、および支払いの
目的。場合により、受領人の財務諸表および法人税
計算書のコピーが必要）
・下請会社への報酬（受領人の氏名と住所、および支払額）
・法務・専門報酬（受領人の氏名および支払いの目的）
・修理および改修
・手数料の支払い
・貸倒引当金および損金処理
・賃貸借物件の価値向上
・積立金と引当金の動き
・不動産を含む資本資産の購入と販売
・販売コスト

法
人
税
の
申
告
手
続
き
に
つ
い
て

香港の法人税（Profit Tax-法人利得税、事業所得税などとも呼ばれます）は、法人の決算月によって申告の
期限が異なるなど、日本の制度とは異なる点がありますので、基本的な点を解説したいと思います。

会計年度
Accounting Year

2015/01/01～2015/12/31
2015/03/01～ 2016/02/29
2015/04/01～2016/03/31
2015/05/01～ 2016/04/30
2015/07/01～2016/06/30
2015/12/01～2016/11/30

呼び方

Dコード

Mコード

Nコード

税務年度
Taxation year
2015/2016

2015/2016

2016/2017

税務申告期限
Filing deadline
2016/8/15

2016/11/15

2017/04/30

納税期限
Tax payment

2016/11および2017/01

2017/01および2017/04

2017/11

ビジネス（香港・広東共通）
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英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北
京語/広東語/韓国語/フランス語/スペ
イン語などを学びませんか！日本語
が話せる講師が発音や文法を丁寧に
教えます。マンツーマンまたは2～5人
の少人数制で講師の指名も可能なの
で、自分のペースで語学をマスターで
きます。ただ今、英語/北京語/広東語
の30分間の無料授業が体験できます。
詳しい内容については、日本語でお気
軽にお問い合わせください。
電話：(852)3520-2329林まで（日本語可）
ウェブ：www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港ソフィア会
上智大学、上智大学短期大学部、上智
社会福祉専門学校、聖母看護学校にゆ
かりのある方はお気軽にご連絡くださ
い。深セン、広州など広東省在住の方や
出張などで香港お立ち寄りの方も大歓
迎です。
連絡先：sophiakaihk@yahoo.co.jp
 　　　（松島・福島）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！ 
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
               （事務局）
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月1回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しも沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バンドメンバー募集
香港各地でライブ活動をしております
HINABEYAという60’s～80’ｓのR&Bや
ソウル（MOTOWNからDISCO系まで）
を演奏しているバンドです。現在新た

に即戦力ボーカルとドラマーを募集し
ております。土曜日夜のライブが可能な
方、お待ちしております。まずはご連絡
くださいませ。
連絡先：梅津 さとし
携帯：9681-7299
e-mail: kingsbass44@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会　香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その
他ゆかりのある方。定期的にイベント
をやっておりますのでぜひご参加くだ
さい。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。香港在住者が
メインですが、中国在住の方もご参加
頂けます。参加目的は、友情、ビジネス、
婚活、恋活、いずれもOKです。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。青山学院卒業生お
よび関係者の皆様は、お気軽にご連絡
ください。日本国内および海外にある
校友会支部の紹介も可能ですので、青
学OBのネットワーク作りにお役立てく
ださい。

Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

財テクを考える会
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の19時または、ランチタ
イムに集います。経験不問・登録料など
いっさいかかりません。～ユニークな
メンバーが多い、楽しいサークルです。～
奈津子携帯：(852)9722-0012
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽の
好きな方、ぜひ一緒に演奏しませんか。
<募集楽器>フルート、オーボエ各若干
名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバス)大募集中！月2回ほど日曜
午後3時間練習しています。見学のお問
い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

フルタイムスタッフ急募！
ホリスティック＆オーラルデンタルケア
センターではフルタイムの日本人スタッ
フを募集します。週５日勤務午前9時～
午後6時まで。英語堪能な方。
連絡先：31007068 Ms. Vivian Tse
Email: vivian.tse@drgordonchiu.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日会話カフェスタッフ募集中！

教授資格、経験のない方、広東語できな
い方もOK。香港生徒さんと日本語でフ
リートークしたり、日本のカード、ボード
ゲームを遊びます。日本語の聞き、言い
力を上達させる為です。日本語堪能、他
人と話すことが好きな方、接客好きな
方、または香港人の友達できたい方、お
電話またはメールにてご連絡ください。
勤務時間・曜日は応相談。ご応募お待ち
しております。
Tel:94565859 大橋まで
E-mail:rakubenkan@gmail.com
fb: rakubenkan
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラウンジバーキャスト　募集

コーズウェイベイ駅から5分の17年続く日
本人ラウンジバーBROS LOUNGE@ 
Causeway Bayでは日本人・日本語が話せ
る香港人キャスト・スタッフ・バーテン

ダーを募集しております。時給は、キャス
トは$110～各種手当あり。曜日、勤務時間
は、応相談。まずは、メールくださいね。
メール：bros.hongkong16@gmail.com　
担当：加藤
ご連絡お待ちしております。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）にある日本人オー
ナーシェフのSAGRANTINOでは、パート
タイムで勤務できるホールスタッフを募
集中です。勤務時間・曜日は応相談で
す。まずはお気軽にご連絡ください。
携帯：(852)6335-3504安田まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系
バーで働ける。パートタイムスタッフを
募集しています。お酒への興味があり、
おしゃべり好きで、明るく楽しく働ける
方、大歓迎！ご興味のある方は、先ずご
連絡ください。夕方～深夜勤務ですが、
条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com
　　　 （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パートタイムの日本語講師募集
1年以上の講師経験者
日本人であること
日本語講師資格取得者 広東語か英語が
流暢に話せる
子供と大人に教えたことがある経験者
教務へのトレーニングはありますので、ご
興味ありましたらエリース　チェンまでご
連絡ください。
Email: elise@geosasia.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイマー募集中！
GEOSランゲージセンターでは、パートタ
イムスタッフを募集しています。語学が
好きな方、ぜひ下記まで履歴書をお送り
ください。ベビーシッターも募集中です。
子供が好きな方、体力に自信のある方、

下記まで履歴書をお送りください。
メール：geoshk@geosasia.com
電話：2362-9991（日本語でOKです。）
ご連絡お待ちしております！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／英語の教師募集

北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集し
ています。日本人の方及び香港人の教師
も急募しています。まず履歴書をファクス
またはＥメールで送りください。詳細は
お電話にてお問い合わせいただけます。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店
とん勝は、日本語堪能、接客好きな方を
募集中! 希望シフト制でプライベートも
充実♪TST駅N1出口から徒歩2分、通勤
ラクラク☆日本人店長で日本人のお客
様が多いから現地の言葉が出来なくて
も働ける！興味があれば、まず応募して
ください！分からない事や不安な事を
なんでも質問して下さい。一緒に楽しく
働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Kaiser
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送

付ください。
パートタイム希望の方はメールで勤務
可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベ
ビーシッターを募集しています。新しい
綺麗なオフィスで、一緒に働きませんか？
履歴書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）のダイニン
グバー(Sowelu)ではスタッフを募集し
ています。勤務時間・曜日は応相談で
す。詳しくは中村まで。
電話：(852)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

娯楽日系ショップ
日本で1991年に創立した老舗のアダ
ルトショップ「ワイルドワン」
現在では東京に８店舗、香港に2店舗、 
中国に1店舗展開しています。
日本製を中心に欧米製の高級商品など
ワイルドワンがオススメする良質・安
心・安全の商品だけを販売しています。
日本語を話せるスタッフが多くいます
ので是非気兼ねなくご来店ください。

・香港MK店
住所 : 九龍モンコック亞皆老街83號
先達広場 2/F S106室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話 (日本語可）: (852)2395-1001

・香港TST店
住所: 九龍チムサチョイ加拿分道 6C號 
集友大廈(ビル) B座 1/F B3室
営業時間：年中無休 （13:00～23：00)
電話(日本語可） : (852)2409-8001
通 販HP: www.wildone.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

クラシファイドへの掲載について   クラシファイドお申込みご希望の方はpocketpageweekly.comへアクセスし、クラシファイド申込みから行ってください。（WEBからのみ。電話での対応はしておりません。）

人材紹介、給与計算、
ビザ取得、労務まで

トータルサービスを提供

▶事業内容について教えてください。
　香港・華南エリアの日系企業を中心に外資系、ローカル系企業へ人材紹介サービスを中心に人
材派遣、エグゼクティブサーチサービスもご提供しております。また、不定期で個別就職相談会を
開催しておりますので、詳しくはホームページやフェイスブックをご覧ください。

▶人材紹介について、貴社ならではの強みを教えてください。
　NAC国際会計グループと統合したことにより、「会計人材」にこれまで以上に幅広いご要望にお
応えすることが可能となりました。また、関連会社のNAC HRにてビザ取得代行サービスを行ってい
るため、日本からの求職者や香港にてビザスポンサーチェンジが必要な場合、「ビザを取得できる
かどうかの判断が的確」に行えるようになりました。「正式採用に向けてビザ申請手続きをした
が、発給拒否となった」というリスクを事前に回避することができるので、求職者にとっても企業に
とってもメリットがあります。
　また、求職者のご要望をしっかりとヒアリングした上でアドバイスやお仕事をご紹介することを
モットーとしています。ヒアリングは非常に肝心で、これが十分に出来ていないと求職者と雇用側
のミスマッチにつながるため、弊社では特に重点においてコンサルティングをしています。求職者
のご経歴、ビザステータス、就労開始可能日など細かい情報を十分に把握したうえで、条件にマッ
チした人材を紹介してくれたと感謝のお言葉をいただくことが何よりも励みとなります。

▶アフターフォローにも定評があると伺いましたが。
　試用期間中に求職者へフォローの連絡をし、企業側にフィードバック
をしています。就業後も長く働いていただけるようにアフターフォローに
も力を入れております。

人材紹介・労務関連のエキスパートとして、豊富な経験と実績を
活かし、求職者と企業のニーズに応えてきたキングスウェイ。2013
年に、香港および中国・アジア全域で展開中のNAC国際会計グ
ループと経営統合したことにより、会社設立、会計・税務から人材、
労務までワンストップサービスの提供が可能になった。今回は、
「KINGSWAY」「NAC HR」それぞれの事業内容と強みについ
て、同社のジェネラルマネージャー関根慎介さんにお話を伺った。

▶事業内容を教えてください。
　大きく分けて4つあります。
　一つは「給与計算代行」です。香港の労働法に準じた給与、MPF拠出額の計算、MPFの加入
解約手続き等も行います。給与計算業務を一括してサポートいたしますので、アウトソーシング
することにより通常業務に専念することができ、担当スタッフの退職、休職にも慌てることなく時
間を有効活用できます。
　二つ目は「ビザ取得代行」です。各種ビザに対応しており、赴任される方および現地採用され
る方のビザ発給の可能性について無料でのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わ
せください。
　三つめは、「労務コンサルティング」です。日々発生する様々な労務管理上の諸問題やトラブ
ルなどのお悩みを解決、サポートいたします。スポットで対応しておりますので、お気軽にご相
談ください。
　最後に、「雇用契約書、就業規則、各種社内規程の作成および見直し」も行っております。香
港の雇用条例や慣習に合わせた各種書類を作成いたします。雇用契約は口頭でも結ぶことが
できますが、後々のトラブルを防ぐためにも書面での取り交わしをおすすめしています。

▶NAC HRの強みを教えてください。
　Kingswayの人材紹介サービスと連携しておりますので、人材紹介、ビザ関連、労務と総合的

にサポートできることが強みです。トータルサービスからニーズに応じ
た部分的なサービスまで柔軟にご提供可能ですので、まずはお気軽
にご連絡お待ちしております。

NAC HR (ASIA) Ltd.　ナックエイチアール アジア リミテッド
住所：Units 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza I, 489 Hennessy Rd., CWB
電話：(852)2522-0686  
メール：info@nachrasia.com
ウェブ：www.nachrasia.com

Kingsway Personnel Ltd  キングスウェイ パーソネル リミテッド
住所：Units 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza I, 489 Hennessy Rd., CWB
電話：(852) 2110-4433  
メール： jpdept@kingsway-hk.com
ウェブ：www.kingsway-hk.com

KINGSWAYについて NAC HRについて

NAC KINGSWAY HR LTD

KINGSWAY
PERSONNEL
LTD

人材紹介・派遣
経理財務人材紹介
エグゼクティブサーチ

労務関連サービス
ビザ取得代行
給与計算サービス

NAC HR
(ASIA)
LTD
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ビジネス（香港・広東共通）
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羅湖商業城（Luo Hu Commercial City）

伍兹公寓（Wu Zi Gong Yu)

深圳

ONE39

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

（所在地） 羅湖火车站广场南路
（間取り） 20㎡～ 　 
（室　内） 商業店舗
（環　境） 地下鉄1号線（羅湖）徒歩2分
（備　考） 1994年完成、深圳で最も認知度の高い商業モールで、　
 抜群の集客力！ 週末は香港からも買物客多数。
 カバン・服・雑貨等、お店を持ちたい方におすすめ！
 ショップの大きさもご希望次第。　
 羅湖口岸（イミグレーション）直結
（月　額） 要確認（階数・場所により異なります）、38元／㎡（管理費）

（所在地）　南山区蛇口望海路和工業二路交匯处
（間取り） 4LDK（176㎡）～
（室　内） 2013年完成新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄2号線（海上世界）徒歩5分
（備　考） 注目の超高級マンション！　
 眺望抜群Sea View、ヒルトンホテル徒歩1分
 蛇口フェリーすぐ。香港・マカオへ快適です
 外国人人気エリア、更に大型開発中
 海上世界、飲食店（日本レストラン）等あり
（月　額） 4LDK（176㎡）：27,000～

（所在地） 羅湖区解放路与宝安南路交差点角
（間取り） 1LDK／2LDK／オフィス仕様あり
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄1.2号線（大劇院）徒歩3分
 地下鉄1.3号線（老街）徒歩7分 
（備　考） 好立地、日系駐在員人気エリア！
 買い物便利ショッピングモール多数（万象城・ＫＫモール等）
 新築物件（2016年7月オープン）、大劇院、地王大厦すぐ隣
 高層階・陽当たり・眺望良好、AEONへも徒歩圏内
（月　額） 1LDK（55㎡）：6,500元／2LDK（76㎡）：10,000元
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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
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
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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) 755-8219-5546
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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