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ケイト・モスの専属シェフを務めた

ディエゴ氏が腕をふるう

人気レストラン

マカオの名店

広告問い合わせ　廣告查詢　AD Inquiry
香港：(852)2376-0633    広州：(86)20-3877-6402
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三菱電機（香港）50周年記念特集
世界で活躍する“三菱電機の技術”！

巨大LEDスクリーン美しく鮮明な
高画質を誇る

鳥海寿郎氏三菱電機（香港）有限公司
社会インフラ事業部  総経理 インタビュー
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　「ご来店のお客様に、笑顔になって欲しい。」そう語るのは香港人
オーナーのLuiさん。20年のスタイリスト歴を持ち、カットをはじめ撮影
やスタッフの教育などほぼ全てに携わっている。髪のクセや髪質など
一人一人が持つ個性を生かし、その人自身の魅力を更に引き出すスタ
イルを提案する。日本人スタイリストの伊藤さんはスタイリスト歴24
年。このうち香港での経験が16年という大ベテラン。「気取らずに気軽
に行けるサロンにしたい」と言う伊藤さんは、その言葉通りいつも笑顔
が絶えず自然体だ。その雰囲気と丁寧で繊細な施術から、お客様から
の信頼も厚くファンが多い。そして、日本の美容師免許も取得している
香港人スタイリストのSHOUKIさんは、スタイリスト歴10年。とても気さ
くで話しやすく場が和む存在だ。技術に対しては「基本をしっかり意識
する、妥協せず目の前のことに全力を尽くす」と常にストイック。得意な
スタイルはメンズの刈り上げというSHOUKIさんの作り出すスタイルに
は定評があり、多くの男性客から支持を得ている。

　また、ヘアケアグッズも充実しており、販売店舗が限られるミルボン社
のグローバルヘアケアブランド「milbon」も同店で購入することができる。
　MTR銅鑼湾駅を出てすぐという便利な立地にもかかわらず、都会で
あることを忘れてしまうような落ち着いた静かな店内。窓から海が覗く
心地良い空間で、高い技術をもったスタイリストがあなたにぴったり
のスタイルを提案してくれる。「ヘアスタイルを通して自分自身をもっと
好きになってほしい」、そんな願いが込められたサロン。是非足を運ん
でみてほしい。

食の激戦区中環（セントラル）で満を持してリニューアル！
肉のプロ率いる名店「Blue - Butcher and Meat Specialist」
　今月に入り改装中だった中環の「Blue Butcher」が、「Blue - Butcher and 
Meat Specialist」と店名を変え、パワーアップしてりニューアルオープン
する。
　同店は、ボリュームたっぷりな熟成肉を思う存分味わえると、連日、美
味しい肉を求めて多くの人が訪れるステーキの人気店。新しくなった店
舗では、同店の肉のスペシャリストが数ヶ月を費やして探し出した、スペ
インの伝統ブランド牛「ルビアガレガ」を、エイジングルームでじっくり熟
成したステーキで味わうことができる。現代アートに囲まれたカジュアル
な店内で、アジアの中でも、まだ数箇所のレストランでしか味わうことの
できないプレミアムな牛肉とともに、ワインだけでなくクラフトビールや、
経験豊富なミクソロジストが手がけたカクテルを味いわいながら、進化し
た名店の実力を心ゆくまで感じてほしい。

　そして、これを読んで、今すぐにでも肉をほおばりたいと思ったあな
た。なんと同店は現在、既に9月初旬の本格オープンに向けソフトオープ
ニング中だ。しかも本期間中に予約をするとシグネチャーカクテルが無
料というサービスも実施中。今すぐ予約を！

Blue - Butcher and Meat Specialist
住所：108 Hollywood Rd., Central
電話：(852)2613-9286
ホームページ：www.BlueButcher.com
フェイスブック：BlueButcher 
予約：reservations@bluebutcher.com

MTR銅鑼湾（コーズウェイベイ）駅近くに、
自分に合うスタイルが見つかる実力派サロン、「lui’s HAIR SALON」がNEW OPEN!

lui’s HAIR SALON
住所：2/F., Shun Hei Causeway Bay Center, 492 Lockhart Rd., CWB
電話：2573-1077(日本語可)※要予約
時間：10:30～20:30(最終受付時間：18:30)
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　1949年に創立し、香港において高い信頼を誇るジュエリーブランドとし
て知られる「King Fook Jewellery」。金に特化した取引から始まり、現在は
66年以上に渡って金だけでなく高価なジュエリーを提供し続けている。
中国の金銀業貿易場「The Chinese Gold & Silver Exchange Society」で
は最も信頼できる会社として認められている。
　そんなKing Fookから毎年恒例の純金で丁寧に作ったゴールド
ムーンケーキを発売！ ムーンケーキにはKing Fookのマーク「ダブル
ホース」に加えて、申年にちなんだ様々な姿の猿が8匹彫られている。エ
ネルギー溢れる動物である猿は、富や名声、幸福のシンボルとも言われ
る。エキスパートの金細工職人によって作られた金のムーンケーキレプ
リカは、本物のムーンケーキとそっくり。こういったものに目がないコレ
クターたちが大注目の商品だ。また今年はゴールドケーキ販売12周年
を祝して、スペシャルギフトセットも発売。中にはそれぞれ干支の動物を

フィーチャーした12個のゴールドムーンケーキが入っている。このゴー
ルドムーンケーキは8月10日から、全てのKing Fook 店舗で購入可能。そ
してなんと8月31日まで、プロモーション期間と称してプライスオフで販
売中。オリジナルプライスHKD26 , 8 8 8の大型ムーンケーキは
HKD23,988、オリジナルプライスHKD13,888の小型ムーンケーキは
HKD12,388で買うことができる。「ムーンケーキ」を豪華に純金で作って
しまう感覚は、なかなか日本人には馴染みにくいが、これも「中国、香港
の文化」と感心させられる一品ではある。

「選べる美味しさ」で自分好みにカスタマイズ
ピザハットより平日限定「MY BOX」誕生！
　香港の人たちにも大人気で、いつも行列が絶えない「ピザハット」。店舗
で食べるだけでなく、ネットや電話で注文すればできたてを家まで届けて
くれるので「今日はご飯作りたくないな、でも外に出るもの億劫で…」なん
て時に気軽に使えて便利だ。そんな同店からこの夏、平日だけの、持ち
帰りとデリバリー限定のセットメニュー「MY BOX」が登場！
　オリジナルチキンウイング、スパイシーチキンウイング、ポップコーン
チキン、ワッフルポテト＆ミニソーセージの4種類のサイドディッシュと、
ミニハワイアンパラダイスピザやポルトガルチキンライス、スパゲッティ
アメリカーナなど21種類のメインの中からからそれぞれ好きなものを
1つずつチョイスする。そのコンビネーションは、なんと36通り！ その日
の気分によって自分だけのミールセットを楽しむことができて、値段は

HKD49～。ドリンクやデザートも大奮発のセット価格なので、これらを全
てつけてもHKD60～とかなりお得にお腹一杯になれる嬉しいBOX。あな
たも「選べる楽しさ」にはまって毎日オーダーしてしまうかも！？

King Fook Jewellery 景福珠寶
ウェブ：www.kingfook.com
電話：(852)2822-8524

いよいよ秋間近
中秋節のお祝いにはKing Fookのゴールドムーンケーキが欠かせない！

Pizza Hut
ウェブ：www.pizzahut.com.hk
電話：(852)2330-0000
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

Brazilian BBQ Carnival Dinner Buffet
At Eaton Hotel

～8月31日

Swing dance every monday night 
Rude Bar & Lounge

毎週月曜日

毎週月曜日、Rude Bar & Loungeに集まれ！
　一週間の始まり、月曜日の夜はRude Bar & Loungeでスウィングダン
ス！ ジャズに合わせて体を動かせば気持ちもリフレッシュして、一週間

の仕事もバリバリ頑張れる
かも。恥ずかしくて踊るのは
ちょっと…、という人も美味
しいパスタを味わいにぜひ
行ってみて。ドリンクを片手
に、いろいろな人たちとダン
スを楽しむ夜にしよう。

香港で本格ブラジリアンフード＆雰囲気を楽しめる！？
　興奮冷めやらぬ2016年リオ・オリンピック。テレビを見ていたら、情熱の国ブラジルに

行ってみたくなったという人もいるのでは？ そんな人に朗報！ 佐敦（ジョーダン）の

イートン・ホテルでは、8月31日まで香港に8月31日まで、香港にいながらブラジリアンな

味と熱気を楽しめる「Brazilian BBQ Carnival」を開催中だ。

　腕の確かなシェフが振る舞うのは、ブラジルのフードカルチャーを存分に感じられる

数々の本格ブラジル料理。まずはライチとラズベリーのモヒートで乾杯して、爽やかな夏

の味に酔おう。メインはもちろん、ブラジリアンバーベキューソースとチリペッパーソース

の香りがよだれを誘うボリューミーなシュラスコ。肉汁溢れるブラジリアンチキンやブラジ

リアンポークネックに豪快にかぶりつこう。デザートもブラジルの伝統的なスイーツが並

べられて、最後までブラジルのエキゾチックな雰囲気を満喫できる。今すぐ予約して最高

のディナータイムを送ろう！

Rude Bar, 79 Wyndham St., Central
20:30～23:00
hongkongswings.com

Isono. 6/F., Block B, PMQ, 35 Aberdeen St., Central
www.isono.com.hk

Metro Buffet & Grill, Eaton Hotel, 380 Nathan Rd.
(852)2710-1901
月曜～木曜 大人：HKD448、子供：HKD348
金曜～日曜、祝日 大人：HKD488、子供：HKD388

一生の思い出に、香港の絶景を上から見下ろす15分間
　ヴィクトリアピークを始めとする山々、高くそびえ立つ高層ビル群…。

それらを上から見下ろすことができたらいったいどんな気分だろう。

そんなユニークな体験を提供し

ているのがツアーの予約などに

便利なサイト「viator」だ。ヘリコ

プターに乗って15分、香港の絶

景を優雅に鑑賞しよう。きっと香

港旅の忘れられない思い出に

なるはず！

Experience a bird’s-eye view
of Hong Kong with Viator

バンコクで話題の絶品タイ料理をPMQで味わおう
　PMQのレストラン「ISONO」では、今月2度目となるテイクオーバー企画

を実施中。今回はバンコクで今最も人気のレストラン「Bo.lan」から、伝統

的なタイの食材と調理法を使って作った本格タイ料理が登場。

S.Pellegrinoによってアジ

アのレストランベスト50

にも選ばれた同店の絶

品料理、香港で味わえる

またとないチャンスを逃

すな！

One of Bangkok’s hottest kitchen
Bo.lan in PMQ

～9月11日

子供から大人まで楽しめるサンゴ礁博覧会
　危機にさらされる香港や東南アジアのサンゴ礁。「Corals :Our 

Underwater Living Treasures」ではビデオや展示、レクチャーを通して

そのサンゴ礁や問題解決について

考える機会を提供している。ショー

トフィルム「Coral Reef」では、国際

的スターのダニー・イェン・ジダン

（甄子丹）がサンゴ役で登場。家族

みんなで楽しみながら、「海の宝

石」サンゴ礁を守ろう！

Corals: 
Our Underwater Living Treasures

～10月23日

Hong Kong Maritime Museum, Central Pier No. 8, Man Kwong St., Central
9:30～17:30（月曜～金曜）、10:00～19:00（土曜、日曜、祝日）
(852)3713-2500
HKD30

www.viator.com

香港ピックアップ

04 Pocket Page Weekly 26 August 2016 No. 554
B



香港

香港

香港

香港

香港

　日本では夏休みですが、私はエメラルドの検品
をしていました。
　エメラルド・グリーンと言えば、美しいグリーンを想像されると思います。しかし、ど
の宝石にも品質の高い物から低い物まであります。エメラルドもしかりです。また、産
地も様々です。コロンビア産を代表に、ブラジル、ザンビア、ジンバブエ、パキスタン、
マダガスカル、ロシアのウラルでも産出されます。
　数々のエメラルドの中から、通常、私はコロンビア産を選びます。深いグリーンや、それ
にブルーやイエローが少し混ざった彩度の高いエメラルドは、これぞ「宝石」と思います。
　しかし、コロンビア産のエメラルドには、内包物が含まれます。内包物とは、固体や
気体を含んだ液体結晶を言います（これを三相インクルージョンと言います）。この結
晶体はコロンビア産の特徴です。産地を見分ける大切な要素ですが、業界では安易
に「キズ」と表現する為、誤解されることが有ります。勿論、内包物が少ないエメラルド
結晶は希少ですので高価に成ります。
　先回は、ルビーの加熱処理の事を書きました。それと同様に、エメラルドにも、極め
て一般的に行われている処理が有ります。それは、オイル処理です。所謂「キズ」が含
まれる原石を宝石に成るように磨きます。その時に表面に「キズ」が出てしまう事が良
く有ります。拡大鏡で検査をすると筋の様に表面に出ているのが見えます。こうしたエ

メラルドをオイルに漬けて、その筋から浸み込ませます。すると、その「キズ」が肉眼で
は見えなくなり、「美しい結晶の宝石」に見える様に改善されるのです。
　こうしたオイル処理が普通ですので、お客様からエメラルド・ジュエリーの修理や
サイズ直しの依頼が有ると細心の注意を払います。汚れていても安易に超音波洗浄
機に入れられません。洗浄してオイルが飛んでしまったら、表面に「キズ」が浮き出て
見える様になるからです。
　写真のペンダントは、「no oil」、つまりオイル処理をしていない数少ないペンダン
トです。この様なジュエリーが、業者間の入札会に出ると、私は、直ぐにでも買取り交
渉をします。
　処理の状態は、価値の評価基準として重要ですが、裸眼で見た時の美しさが、最も重
要なポイントである事には、どの宝石であっても、変わりはありません。

エメラルドとオイル
Vol.19宝石業界こぼれ話

written by Sam

お問合せ→ sammatsuurahk@gmail.com（松浦）

コロンビア産エメラルドの指輪

コロンビア産エメラルド1.33ct, 
ダイヤ 1.68ct　HK$18,600

オイル非処理のエメラルド　ペンダント

香港
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香港＆広東

香港

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

クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

深圳 華南WORKSRMB
6K～10KＷＥＢマーケティング。

企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・化学・
エネルギー） 

その他
華南地域 華南WORKS

年収500～
700万円財務・経理統括マネージャー。 華南WORKS

営業・販売系/
コンサルタント

東莞

15K～20Kセールス。

香港WORKS営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 18K～24Kビジネスデベロップメントマネジャー。

香港WORKS営業・販売系/小売・流通 香港/香港島 18K～23K雑貨・工芸品の店長。

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/
その他サービス 

18K～23K香港/香港島
弁理士事務所における顧客対応及び特許事務。
（電話、メール対応、申請書作成、期限管理等）
CSまたは事務経験者で、ビジネスレベルの英語
希望。ビザホルダー。

香港WORKS香港/九龍 40～50
HKD/hr顧客窓口、メール対応、事務全般。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港WORKS15K香港/九龍 広告営業。

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

15K～20K
+コミッション

住宅及び商業物件の賃貸を中心とした物件の
資料準備、物件案内、不動産契約書準備、日系
企業顧客への不動産コンサルティングなど。
日本人総経理へのアシスト。

香港WORKS香港/九龍

香港WORKS香港/香港島
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
マスコミ・広告・デザイン 

20K～30K記者（経済・マーケット）北京語歓迎、ビジネス
英語。

香港WORKS
技術系（メディカル・
化学・食品）/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

深圳 20K～30K
樹脂成形技術者。プラスチック成形組立製品
及び成形部品成型、金型、組立の技術、製造
技術の経験者。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問 

25K
投資運用企業にて秘書業務（スケジュール管理・
航空券の予約・日本からの出張者やクライアント
の対応等）。要秘書業務経験とビジネスレベル
の英語。ビザホルダー。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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/
仲介業(人材・不動産) 

応相談香港/香港島
インテリジェンス香港の自社募集。セールス
コーディネーター。営業サポートと、顧客窓口、
その他書類作成等。要ビジネスレベルの英語。
ビザホルダー歓迎。

インテリジェンス
香港香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
仲介業(人材・不動産) 

応相談
インテリジェンス香港の自社募集。簡単なデー
タ入力や翻訳業務など事務サポートをしてい
ただけるパートタイムを募集。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
旅行・レジャー・観光 

その他アジア USD
4K～5Kエグゼクティブアシスタント。

香港WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

日本 年俸400～
500万円バイヤー（ビジネス英語必須）。

香港/香港島 30K～35K インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
コンサルタント 

日系企業の香港進出・会社設立のサポート、
会計監査、会社秘書役業務。日本の監査法人
にて、3～5年以上の会計監査経験と会計士
資格保持必須。

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 

20K～23K
アウトソーシング企業にて、ゲームユーザー
向けのカスタマーサポート業務、その他事務。
英語日常会話レベル以上、シフト勤務可能な方、
ビザホルダー。

香港/香港島

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/
その他サービス 

25K～28K

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）。

香港/香港島

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
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り、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。

応相談
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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
深圳

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（機械・電気・電子）

深圳 RMB～35K
総経理または工場長。自動車部品業界経験者
で製造、品質管理に精通している方。コスト
削減目標意識が持てる方。語学不問。

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード 

香港 30K～35K
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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港 20K～35K

オンラインの時計ショップにて新規開拓営業。
日系マーケットに対するコール営業がメイン。
営業経験者、英語コミュニケーションレベル。

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） 香港/九龍 20K～23K

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。

香港/新界 15K～20K インテリジェンス
香港

大手物流企業にて日系企業向けCS業務全般。
空港施設や倉庫での貨物の立会い、輸出業務等。
英語コミュニケーション以上。

インテリジェンス
香港20K～25K香港/新界

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。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 11K～20K

広告営業の増員募集。既存アカウントフォロー
ならびに新規開拓業務（日系・ローカル企業）。
英語コミュニケーションレベル。

香港/九龍

香港/香港島

30K～50K
保険・資産運用企業にて日本人顧客を対象と
したRM業務（商品：投資信託・債券など）。金融
全体の商品知識や経験を広く持っている方。
SFC Paper1取得者希望。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～18K香港/九龍

生産、物流、在庫管理を行う為の営業アシスタ
ント。顧客及びサプライヤーとの連絡、書類作成、
来客応対など。要英語・普通語コミュニケー
ションレベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

経営・店舗管理・
現場責任者/
小売・流通・通信販売 

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

20K～25K香港/新界

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。

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード 

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 

18K～22K香港
資産運用企業にてカスタマーサービス職。顧客
及び代理店からの問い合わせ対応。英語また
は普通語がビジネスレベル。CS経験もしくは
保険資格保有者尚可。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 40K～50K深圳

工業化学・機械系企業より営業マネジャー。
新規開拓営業（日本・東南アジア向けに拡大）。
日系の製造業界にてエンジニア経験者。英語・
普通語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
その他・教育・公的機関など ベトナム USD3K

税理士事務所にて日系顧客向け税務・会計ア
ドバイス及びチーム管理。勤務地はベトナム
（ホーチミン）またはヤンゴン（ミャンマー）。

インテリジェンス
広州

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など 

RMB18K～
(相談可）広州

日系大手企業で保育園/園長職募集。①日本の
保育士資格保有者 ②日本の保育園か幼稚園の
管理経験がある方。語学不問（通訳を付けるこ
とも可能）。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 20K～22K香港/香港島

大手総合商社にて既存顧客のフォローアップ。
華南工場への生産状況の確認、購買的な業務
など。営業経験者歓迎、英語コミュニケー
ションレベル。普通語尚可。

JPY
250K～
450K

インテリジェンス
深圳

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス 

東莞

海外成長戦略推進担当として、新規事業など
をサポート。日本ベースで、担当によりベトナム・
ミャンマー・中華圏へ出張。要英語と担当エリア
の言語。

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
20K～30K

樹脂成型の金型設計管理者。樹脂成型の金型
設計経験者でマネジメントもできる方。車載の
樹脂成型部品、顧客対応の実務経験必須。語学
不問。

インテリジェンス
深圳東莞営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子）
RMB

18K～25K
営業。新規開拓営業経験者(業界不問)。日本人
総経理宛の営業経験者。責任感が強く、細かい
フォローが得意な方。普通語：初級会話レベル。

インテリジェンス
香港日本

RMB～18K営業・販売系/
専門商社・総合商社

日系商社で営業職の募集①日系企業での仕事
経験。②営業（特に樹脂・自動車業界・商社）5年
程度必要。普通語：業務交流できるレベル。

インテリジェンス
広州広州



香港

香港

深圳

　中国では二人っ子政策が開始され、今後は皆さんの
会社でも女子従業員が妊娠・出産するケースが多くな
ると思います。今回は、生育保険（出産保険）及びその
受給待遇などについて、下記のとおりにまとめました。
女子従業員の方が妊娠されたとき、どのような生育保
険待遇を受給できるのか及び申請方法について、下記
の内容でご確認ください。

一、生育保険の納付基数及びその上限・下限、料
率、納付義務者
1、納付基数：従業者の賃金総額
　上限：従業者月平均賃金の3倍
　下限：最低賃金
2、料率：従業者賃金総額0.5％
　（2015年10月1日改正、改正前の料率は1％）
3、生育保険料は使用者が毎月納付する。従業者個人は
納付しない。

二、生育保険待遇
　生育保険待遇の主なものとしては、生育医療費用及
び生育手当がある。
（一）生育医療費用には下記のものが含まれる。
1、生育（出産）にかかる医療費用：　
　女子従業者に妊娠、分娩のため生じる医療費用。これに
は、国家及び広東省が定める出産前検査の費用、流産
の費用、分娩のため入院する期間の助産費、手術費、入
院費、薬代、妊娠合併症の診断及び治療にかかる。

2、計画生育にかかる医療費用：
　子宮内避妊器具の取り付け又は取り外し、輸卵管、輸
精管の結紮又は回復の手術、妊娠中絶、分娩を促す
ための医療費用

3、法律、法規、規則に定めるその他の費用
（二）生育手当の計算方法及び支払方法
1、生育手当は従業者が生育（出産）又は計画生育手術
をするときの使用者の前年度従業者月平均賃金を
30で除した値に規定の休暇日数を乗じて計算する。

2、休暇日数の計算方法
（1）女子従業者の生育（出産）休暇：

　 安産の場合は98日とする。難産の場合は30日を追加
する。多胎児の場合は赤子が1人増えることに15日を
追加する。妊娠4ヶ月未満で流産した場合は15日とす
る。妊娠満4ヶ月以上で流産した場合は42日とする。

（2）計画生育手術の休暇：
　 子宮内避妊器具の取り外しは1日、取り付けは2日と
する。輸卵管の結紮手術は21日とする。輸精管の結
紮手術は7日とする。輸卵管又は輸精管の回復手術
は14日とする。同時に2つ以上の手術をする場合は
休暇は合わせて取得することができる。

3、成育手当の支払方法：
　従業者が規定の出産休暇又は計画生育手術休暇を享
受する期間において、まずは使用者が従業者のもとの
賃金基準に従い毎月生育手当を支給するものとする。
その後、社会保険機構が規定に従い使用者に支給する。
生育手当が従業者のもとの賃金基準を上回る場合、使
用者はその余った金額についても従業者に支給するも
のとする。生育手当が従業者のもとの賃金基準を下回る
場合、差額部分は使用者が補填しなければならない。

4、《広東省従業者生育保険規定》第16条２項によると、
従業者が計画生育法律、法規により奨励として追加さ
れる出産休暇（30日の計画生育奨励休暇）又は看護
休暇など第2項に列記する休暇期間に適合しない休
暇については、使用者が規定に従い賃金を支払わな
ければならず、従業者は生育手当を受給できない。

三、生育保険待遇の受給手続き
（一）生育医療費用
1、生育保険加入満1年以上の従業者に深セン市内の指
定医療機関で発生した生育医療費用について、カー
ド読み取り確認を実施し、社会保険機構及び指定医
療機構が当市の非営利性医療機構の医療サービス
価格基準に従い直接決済する。

2、生育保険加入満1年以上の従業者に深圳以外の地
区で発生した生育医療費について、発生後1年以内
に深圳の社会保険機関にて一定額（全額ではない）
を一括精算するものとする。一定額を一括精算する
基準は、社会保険行政部門が定める。精算基準を超

える部分については、生育保険は支給をしない。
3、生育保険加入1年未満の従業者に生じた生育医療費
用について、まずは本人が支払った後、加入期間が
満1年に達した後1年以内において、社会保険機構に
一定額の一括精算を申請することができる。

4、生育保険加入満1年以上の従業者の未就業配偶者
に生じた生育医療費用について、まずは従業者本人
が支払った後、発生後1年以内に社会保険機構に一
定額の一括精算を申請することができる。

（二）生育手当
1、生育保険加入後満1年の従業者であり、かつ、使用者
が生育手当を立て替えて従業者に支払った場合、使
用者は従業者が生育（出産）又は計画生育手術をし
た次月から1年以内において、社会保険機構に生育
手当の支払いを申請することができる。

2、生育保険加入後1年未満の従業者が生育（出産）又は計
画生育手術をした場合、使用者は当該従業者の生育保険
加入期間が満1年となり、かつ、当該従業者のため生育手
当を立て替えて支払った後1年以内において、当市社会
保険機構に生育手当の支給を申請することができる。

3、従業者が規定に従い出産休暇又は計画生育手術休暇
を取得している期間において、使用者が営業許可証を
取り消された、閉鎖を命じられた等の客観的原因又は
正当な理由なくして生育手当を立て替えて支給しない
場合、従業者本人は出産休暇又は計画生育手術休暇
が終了した後1年以内に、統括地区の社会保険機構に
生育手当の支給を直接に申請することができる。

中国の生育保険（出産保険）の解説
中
国
法
律
コ
ラ
ム 9

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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高精細・高画質を実現するダイヤモンドビジョンです
が、貴社製品の一番の特長とはどのようなところでしょ
うか。
　まず一番に挙げられるのは圧倒的な美しさと鮮明
さです。他社では採用していない「黒色パッケージ
LED（リアルブラック）」を搭載することで、映像画質の
根源となる黒レベルが向上し高コントラストを実現し
ました。例えば地上から空へ向かってディスプレイを
見上げた時、他社製品のスクリーン上部には影がで
き、ぼんやりとしてしまいますが、ダイヤモンドビ
ジョンはそういった場面や直射日光が当たる環境で
も、はっきりと鮮明に映像を表現することができます。
また、耐久性という点でも弊社では防水、防塵、防錆な
ど様々な工夫を施すことで、屋外の過酷な環境下で
10年、15年と経過しても色褪せることなく画像を鮮や
かに保つことを可能にしました。

発表以降改良を加えているポイントがあれば教えてく
ださい。
　近年、用途の多様化により更に高画質で鮮明さを
求められるケースも増えてきました。LED間をピッチと
言いますが、このピッチの間隔を狭めることで、より繊
細な美しい表現ができるようになります。一方で使用
するLED数も増えるため、より電力を必要としますが、
更に省エネを実現する技術の開発を進めています。

ダイヤモンドビジョンの香港・東南アジア地区での知
名度、認知度については具体的にどのように認識され
ていますか。香港事業所は世界おいてどのようなポジ
ショニングでしょうか。
　香港では沙田競馬場、ハッピーバレー競馬場、香港
国際空港のほか大型のショッピングモールなどさまざ
まな場所で採用されています。その他、マレーシア、
シンガポール、タイなどの東南アジア各国のスタジア
ムやアリーナでも見ることができます。香港の沙田競
馬場に設置したダイヤモンドビジョンが、当時の世界
最長スクリーンとして2003年にギネスブックに認定さ
れたことは想像以上の反響があり、ドバイのメイダン
競馬場の導入へと繋がりました。東南アジアに留まら
ず中東のお客様も注目する香港は、世界のショー
ルームといっても過言ではありません。

導入後、実際にはお客様からどのような反応がありま
したか。
　同じ条件下で各社製品を並べ、Shoot-Outと呼ばれ
るテストを行いますが、これをクリアした弊社製品は
品質面で高い評価を受けています。アフターサービス
も充実しており、24時間対応が可能な点は特にご満
足いただいております。何か不具合があれば1時間以
内に現場に駆けつけ、場合によっては製作元である長
崎製作所※から担当エンジニアが、翌日、現場へ直行
することもあります。常にお客様の声に迅速にお応え
できるのは、香港に拠点を構える弊社の強みです。確
かに、三菱電機製品の価格は他社に比べ安いとはい
えません。
　しかしながら、納入後のきめ細かなメンテナンスに
より、ライフサイクルコストの観点から、お客様は弊社
製品のトータルコストにメリットを感じていただけると
確信しています。

今年、三菱電機（香港）は50周年を迎えられますが、こ
れまでを振り返りインフラ事業を始めとして香港でどの
ような役割を担ってきたと感じていらっしゃいますか。
　私自身2014年5月に着任しましたが、改めて三菱
電機の培ってきた50年の歴史を感じると同時に、香
港での責任の大きさを実感しました。例えば、香港島
に電力供給するラマ島発電所では発電機をはじめ弊
社の電気品が全体の約90％を占めています。現在、
香港島の瞬停は年間1分を切っています。この「瞬停」
とは、落雷などが原因で発生する非常に短い時間の
停電で、この回復の速さは実は世界でもシンガポール
と一、二を争うほどです。日本国内の電力会社でも到
達してないレベルに、香港の電力会社からも高品質
を評価いただきました。これからも弊社の技術力で、
香港の皆様の暮らしを少しでも豊かにできれば幸い
に思います。

交通、港湾、鉄道等、対象が多岐にわたるインフラ事
業において、近い将来貴社が特に注目する分野は何
でしょうか。
　空港のトータルソリューションに注力したい、と考え
ています。弊事業部は今年4月、香港空港向け乱気流
を検知する既設他社製システムを三菱電機製に更新
しました。一方、他部門との連携により、今後、空港内
のFlight Information System、エアコン、昇降機等総
合的に提案することを心掛けています。今後、3、4年
内に新空港18ヶ所、滑走路拡張25ヵ所が計画される
中国ですが、特に北京や上海、及び広東省の広州、深
圳各空港に対して積極的に提案活動して行きたい、と
思っています。

想定すべき今後の展望について最も重要な課題とは
何でしょうか。
私は組織の活性化こそ、今の弊事業部にとって最も重
要な課題だと思っています。社会インフラ事業部では
見積、契約、納入、据付、試験、引渡しまで一貫した
サービス提供を行わなければなりません。受注品は
全てオーダーメイドですので仕様変更に伴うきめ細か
な対応が求められますが、営業部、技術部、建設部が
担当の分野に特化している半面、組織も硬直化しや
すい環境にあるということです。ですので、事業拡大に
向け常に挑戦し続けるためには、部門間の連携強化
を図らなければいけないと感じています。人材育成も
また重要な課題のひとつです。香港では同じ職場での
定着率が非常に低いという背景がありますが、ナショ
ナルスタッフにもできるだけ長く働いてもらえるよう魅
力のある職場にしていきたいと思っています。

社会インフラ事業部として掲げるスローガンは何で
しょうか。
　「Dramatically Change（ドラマティカリーチェンジ）」。
この言葉には、従来の型にはまらない独創的な発想
で、三菱電機の技術力を香港から世界に発信したいと
いう強い思いが込められています。スピーディな市場
の変化やニーズの多様化など、流動的な要望に常に
応えることができるよう弾力的な事業展開を心掛けて
います。社内で働くスタッフには、言語を問わずお互い
に刺激を受けながら成長して欲しいと願っています。
これからも三菱電機（香港）社会インフラ事業部は、新
しい発想と技術をもって挑戦しつづけます。

三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F Cityplaza One, 1111 King's Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：www.mehk.com

2016年、50周年を迎える三菱電機（香港）有限
公司。改めてその軌跡と取り組みを、今注目の製
品とあわせて紹介したい。第一回は「ダイヤモン
ドビジョン」。日本では「オーロラビジョン」の名
称で親しまれ、競馬場、野球場を始め、競技場や
ショッピングモールの外壁など街中でも見ること
ができる。香港では、2003年8月に設置された沙
田競馬場（シャーティン競馬場）、高さ8.0m×長
さ70.4mのダイヤモンドビジョンがギネスブック
に認定されたことは記憶に新しい。そして今年
11月「ハッピーバレー競馬場」の既設LEDスク
リーンは、アップグレードされ、更に拡張される
予定だ。そこで今回は、今、最も注目を集める同
製品について社会インフラ事業部　総経理　
鳥海寿郎（とりうみ　としお）氏にお話を伺った。

三菱電機（香港）50周年記念特集
世界で活躍する“三菱電機の技術”！
【第１回】

兵庫県神戸市出身8月13日生まれ。4年
間の中国（西安）への赴任経験があり、
現在香港での生活は3年目突入。
趣味：ハイキング、飲みニケーション。
大のカラオケ好きで「中国語の歌をよく
歌います！」

三菱電機（香港）有限公司
社会インフラ事業部  総経理

鳥海寿郎（とりうみ としお）氏
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三菱電機㈱　長崎製作所　　
従業員数約370名（関係会社含む人員約1,700名）※平成27年4月現在
映像情報装置「ダイヤモンドビジョン」を始め車内空調装置、
非常用発電装置、可動式ホーム柵装置などを取り扱う。これ
まで築き上げてきた実績と技術力には高い評価があり、その
技術と製品を、国内のみならず世界へ向けて発信している。

※
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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)課税対象となる所得（IRO内国歳入法 15項）
　香港では原則オフショア所得は非課税ですが、以下につ
いては香港を源泉とする所得とみなされます。
・映画、TV用フィルム等または録音を香港内で使用したこ
とによる収入
・特許、デザイン、商標、著作権、技術等の香港内での使用、
またはその使用権に関連した収入
・香港での動的資産の使用またはその使用権に関連する
賃料

(2)課税対象とならない所得
　下記の所得は通常、非課税となります（益金不算入。
Non-Taxable Income、Tax exemption）。
・香港を源泉としない所得（オフショア所得）または利息
・銀行預金の利息収入　
・資本資産の売却による所得
・受取配当金
・納税引当証書Tax Reverse Certificateに対する利息
・既に法人税が課せられた利息
・固定資産の処分による所得
・資本取引による収益（キャピタルゲイン）、および資本為
替差益
・特定の債券certain Government bondに対する利息また
は売却益

(3)控除できる費用（IRO 16項）
　一般的に、資本取引に関わる損失（キャピタルロス）とそ
の経費を除き、課税対象所得を生むためにかかった費用
（収益的支出）は控除の対象となります（損金算入。

Deductible expenses、Allowable）。下記を含みます。
・借入金に対する利子
・不良債権（貸倒金）
・建物、工場、機械等の修繕費
・商標、デザインまたは特許の登録費用
・知的財産権の取得費用
・研究開発費。市場調査、経営、事業に関連する調査を含む
・個人事業主またはパートナーが、自営業者Self-employed 
personとして強制積立退職金制度（MPF）に基づき支払っ
た積立金。ただし、配偶者分は除く。上限は年間
HKD18,000まで
・MPFと職業退職金制度に基づいた強制または任意の積
立金。ただし、上限は従業員の給与総額の15％まで
・指定チャリティー団体への寄付。合計HKD100以上、上限
は課税対象所得の35％まで
・香港にある支社/子会社が本社に支払う本社管理費
・減価償却費（※ただし算出法異なる。次回コラムにて解説）

(4)控除できない費用（IRO 17項）
　下記の費用は経費として落とせません（損金不算入。
Non-deductible expenses、Disallowable）。
・私的な経費
・所得を生み出す目的以外の経費
・資本的支出
・事務所等の改修費（※ただし減価償却できる。次回コラムにて）
・保険または補償契約により補てんされる額
・指定退職金制度の積立金の過払い
・所得を生み出すため以外に使用される建物の賃貸料ま
たは関連経費

・個人事業主、パートナーまたはその配偶者に払う報酬、資
本利子または借入金利子、MPF積立金
・IROに基づき支払われた税金。ただし従業員に代わって
支払ったSalary Taxを除く（例：店舗・従業員住居等契約の
印紙税費用）
・事業主またはパートナーの横領や着服による損失（従業
員による場合は控除可）
・罰金や違約金（例：BR更新料支払いの遅延ペナルティ）
・建物の原状回復費用
・繰延支出

(5)資本的支出と収益的支出（Capital and revenue 
expenditure）

　一般的に、資本的支出は１回限り発生し、その利得は長
期的であるのに対し、収益的支出は継続的に発生し、その
利得がすぐに消失するものです。収益的支出は経費として
落とせますが、資本的支出は経費とみなされず控除の対
象となりません。下記に例を挙げます。

法
人
税 ------ 

課
税
対
象
所
得
と
控
除
に
つ
い
て

監査会計上の損益計算と税務上の計算には扱いが異なる項目があるため、税務申告時にその差異を調整する必要があります。
この差は、申告時に税務局に提出する税金計算書Tax Computationの中で加算Add /減算Lessし、課税対象所得を算出します。
本コラムでは、課税および控除の適否について解説します。

資本的支出
会社設立費用

営業権/永久的割当quota購入費

ゴルフクラブ会員権

10年の借地権

7年間のフランチャイズ権

リースプレミアム（没収される敷金等）

自主的な引っ越しの費用

借入金/預金の為替損

新規リースのための不動産業者手数料

収益的支出
会社秘書役サービス費

給与

ゴルフクラブ年会費

月額リース料

月間管理費

月間賃貸料

やむを得ない理由での引っ越し費用

売掛金/買掛金の為替損

更新のための不動産業者手数料

ビジネス（香港・広東共通）
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The Victoria Towers

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 3LDK　1,416 sq ft.

（室　内） 新改装

（環　境） 都会の中の静かな住宅エリア

（月　額） HKD48,000　管理費、税金込み

香港

（所在地） MTR奧運（オリンピック）駅

（間取り） 3LDK　929 sq ft.

（室　内） 家具付き

（環　境） プール、ジム付

（月　額） HKD33,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR佐敦（ジョーダン）駅

（間取り） 2DK　Net 790 sq ft.

（室　内） 家具家電付き

（環　境） スーパー近く、便利

（月　額） HKD25,000　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

Parc Palais

Island Harbourview
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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 
ライフパートナー TEL （86）20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB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
エイブルネットワーク深圳 TEL （86）755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

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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