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九州の魅力を
アジアに伝える！！
九州の魅力を
アジアに伝える！！

10 月１日はコーヒーの日
UCCで楽しいコーヒーブレイクを！
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　企業でマネージャーを担当している人の多くは、管理職という立場で
ありながら、自ら現場の業務もこなさなければならない状況が多い。そ
の結果、「社員のモチベーションをアップしたい」「離職率を減らしたい」
「次世代リーダーを育成したい」等の思いはあっても、部下育成やリー
ダーシップ開発がつい後回しになりがちになってしまうことも多いので
はないだろうか。そんな企業のマネージャーが抱える問題を乗り越えて
いくために必要なスキルとして、今「コーチング」が注目されている。
　「コーチング」とは、目標達成やパフォーマンスの更なる向上を目指
して、対象者のやる気を引き出し、自発的な行動を促すコミュニケー
ションスキルのこと。1対1でコミュニケーションを継続的に行う人材開
発手法だ。
　1997年以来、コーチングを日本のビジネス界に浸透させてきたコー
チングのリーディングカンパニーCOACH A（コーチエィ）では、定期的に
セミナーを開催している。コーチングは、マスターすれば、ビジネス
シーンだけでなく人生の様々な場面でも応用することができる一生役

立つスキル。セミナーでは、日ごろ抱えている悩みを解決するヒントが見
つかるかも。グローバルに活躍するリーダー、マネージャーの人はぜひ
参加してみよう。

 キヤノン香港×マイルストーンシステムズ
Network Video Camera Seminar開催
　キヤノン香港・カンパニーリミテッドとマイルストーンシステムズは
８月末、「ネットワークビデオカメラセミナー」を開催した。このセミナー
では、マイルストーンシステムズ社が開発した映像管理ソフトウエア
「XProtect®」が紹介され、会場には監視カメラなどのセキュリティーシス
テムを扱う企業の担当者が数多く来場した。
　マイルストーンシステムズ社は、VMS（ビデオ・マネジメント・ソフトウ
エア。複数のネットワークカメラの映像を一括管理可能なサーバーシス
テム。）の世界最大手の企業で、2014年にキヤノンヨーロッパの連結子
会社となり、また今年７月には主にキヤノン製品を販売するキヤノン
マーケティングジャパン株式会社と販売契約も結んでいる。

　今後、更にニーズが高まるであろう、香港の監視カメラシステム市場
を見据えて開催された今回のセミナーは大盛況。品質の高いネットワー
クカメラを提供する日本の企業と、VMS市場シェアNo.1の企業がタッグ
を組んだセキュリティーシステムはコスト削減にもつながるということ
もあり、近い将来、香港の人々の安全や企業の大切な資産の保護に一役
も二役も買いそうだ。

Canon
ウェブ：www.canon.com.hk/en/corporate/home/index.do

コーチングのリーデイングカンパニー「COACH A」
ビジネスリーダーのためのコーチング説明会開催

リーダー・マネージャーのためのコーチング説明会 
香港
日時：10月21日（金）　12：30～14：00（12：15開場）　日本語
       11月3日（木）　  19:00～20:30（18:45開場）　広東語
住所：United Conferenece Centre Limited-Room 1 
       (10/F., United Ctr., 95 Queensway, Admiralty)
広州
日時：10月20日（木）　12:00~14:00（11：45開場）　日本語
       11月2日（水）　  12:00~14:00（11:45開場）　広東語
住所：中国広州天河区珠江西路15号珠江城大厦会議中心3F ROOM1
参加費：無料
申し込み：www.coacha.com/seminar

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

Hong Kong Adventist Academy
 Hong Kong Vegfest 2016

10月10日

食欲の秋到来！ の食育イベント
　ベジタリアンをより多くの人に知ってもらうために開催される「ベジフードフェスタ」。

70以上の企業や団体が参加し、運営は全てボランティア。講演や映像を通じて、野菜中

心の食生活がもたらす私たちの身体へのメリットや、地球の環境問題への貢献につい

て詳しく学ぶことができる。会場内にはヴィーガンフードショップ、ペットフードショップ、

ベジレストラン、ゲームブースなども出展されるほか、ライブも行われる予定。また、当日

は10時～16時30分の間、近くのMTR将軍澳（チョングワンオウ）駅よりシャトルバスも運

行する。運転間隔は15分おきで、運賃はHKD10。暑さも少し和らぐ香港の秋に子供も一

緒に楽しめるイベントだ。

Hong Kong Adventist Academy, 1111 Clear Water Bay Rd., Sai Kung
10:00～16:30
http://vegfest.hk/index.php/hk
無料

Gold Coast, 1 Castle Peak Rd., 
Castle Peak Bay
10月1日 10：00～21：00
10月2日 10：00～19：00
(852)2452-6566
www.goldcoastmotorfestival.com

一途に愛を貫いた蝶々さんの運命に涙する！
　世界的にも人気のオペラ「蝶々夫人」。明治時代の長崎を舞台に、一

途な蝶々夫人とピンカートの愛の二重唱を描く。アカデミー賞8部門受

賞の名作「イングリッシュ・

ペイシェント」の故アンソ

ニー・ミンゲル氏演出によ

る待望のオペラが香港で

開催される。

プッチーニ三大オペラの一つ
蝶々夫人(ちょうちょう夫人)

～10月30日

Bethanie Wellcome Theatre, 139 Pokfulam Rd., Pok Fu Lam
www.hkticketing.com/events/PFMADAM0916
大人 HKD210 
学生、シニア（60歳以上） HKD180

最後にカラフが手にするのは死か愛か
　求婚する男達を3つの難題によりことごとく葬る冷酷な姫トゥーラン

ドット。その裏にあるのは世の男に対する激しい憎悪だった。しかしある

日ダッタン国の王子カラフが現れて…？ 一流ソプラノ歌手ニーナ・ス

テンメとテノール歌手マルコ・ベルティが繰り広げる有名な古代中国の

愛憎劇。迫力の舞台から一瞬たりとも目が離せない！

プッチーニの遺作
トゥーランドット

9月25日

Bethanie Wellcome Theatre, 
139 Pokfulam Rd., Pok Fu Lam
17：00
www.hkticketing.com
大人 HKD210 
学生、シニア（60歳以上） HKD180

モーターフェスに子供も大人も大集結！
　香港のリゾート地、ゴールドコーストでは、今年も各地の車ファンが集

うモーターフェスティバルが開催される！会場には1950年代のヴィン

テージカーや大馬力とスピードを誇る最新スーパーカーなどファン必

見のカーコレクションがずらり。子供たちが喜ぶトミカによるアトラク

ションもある。車ファンにとっての絶

好の機会を見逃すな！

ゴールドコースト
モーターフェスティバル

10月1日～2日

Urban Serenity
the house of nature

～10月5日

絵画講師たちが描く柔らかな色彩の絵画
　ウィーロックプロパティーズと香港アートセンターとが共催する絵画展
が開催中。同絵画展は何文田（ホーマンティン）にある同不動産会社の物
件「ONE HOMANTIN」のブランドコンセプト「LUXURY．ART．GARDEN」の
一環として発足した
アートプロジェクト
で、近く、ＭＴＲ何
文田駅でも作品が
展示される予定だ。

One Homantin Sales Gallery, 9/F., Tower 2, Gateway, Harbour City, TST
11:00～20:00
(852)2582-0200
無料

香港ピックアップ
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香港香港＆広東

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

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

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

東莞 華南WORKS

30K～OEM・ODM Manager。英語・北京語。 香港WORKS

企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

香港/九龍

年収
500～700
万円

財務・経理統括マネージャー。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～28K営業兼プロジェクトマネージャー。ビジネス

英語。

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。

華南WORKS営業・販売系/
コンサルタント 15K～20Kその他

華南地域 セールス。

香港WORKS香港/香港島 20K～30K記者（経済・マーケット）。北京語歓迎、ビジネス
英語。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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

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 

25K～40K会計及び進出支援コンサルタント。 香港WORKS香港/香港島

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

香港WORKS営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/九龍 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
企業のお客様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。

生産管理・品質管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

年収
400～500
万円

バイヤー（ビジネス英語）。 香港WORKS日本

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 50K～65K香港/香港島

日系金融機関のトレーディング部門にて、機関
投資家・リテール顧客からの株式売買の取引
仲介業務。7年以上のエクイティトレーディング
経験。

インテリジェンス
香港香港/香港島

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
個人顧客向けに、保険商品の提案・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。

華南WORKS
クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

深圳 RMB
6K～10KＷＥＢマーケティング。

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。

香港/香港島 20K～28K インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
専門商社・総合商社 

事業企画担当（予算分析など）。エクセル（マクロ）
を使用した書類作成、コーディネート業務等。
会計関連経験2年以上。コミュニケーションレ
ベルの英語。

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 25K～30K

大手金融企業よりシニアセールスマネジャー。
7年以上の金融業界勤務経験（営業、リース、
事業企画等）とビジネスレベルの普通語。

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 

15K～30K
プライベートバンクでのアシスタント募集。顧客
問い合わせ対応（個人・法人）、書類作成など。
要証券会社での勤務経験、SFC Paper。英語
ビジネスレベル。就労可能なビザホルダー。

香港/香港島

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 エグゼクティブアシスタント。 USD

4K～5K
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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 

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 

広州 RMB18K～
(相談可）

日系大手企業で保育園/園長職。【必須】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。【語学力】不問（通訳を付
けることも可能）。

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/香港島 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。

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 

20K香港
情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリサー
チ作業など。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11K～20K香港/香港島

広告営業の増員。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。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 

香港/九龍 25K～35K インテリジェンス
香港

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30K香港/九龍

基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
最低5年以上の基板実装EMS営業経験必須。
英語コミュニケーションレベル。新規でアグ
レッシブに営業活動ができる方。

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 17K～24K

保険ブローカーにて営業サポート。問い合わ
せ対応や書類作成（英語）など。要3年以上の
営業サポートまたは事務経験。広東語・英語が
流暢な方。

香港/九龍

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 20K
既存の顧客への新規の提案業務がメイン。物流
業界経験者優遇、または製造業界の営業経験者
も検討可。中国出張あり。英語・普通語コミュニ
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/
物流・倉庫 

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
保険資格お持ちの方尚可。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード 

20K～24K香港
食品・飲料業界から商品開発募集。飲食業界で
の経験必須。英語コミュニケーションレベル。
ロジカル、ガッツがある、自律心のある方。ビザ
ホルダー歓迎。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
仲介業(人材・不動産)

ベトナム USD
1.2K～1.5K

データエントリー・翻訳・人材派遣サービス等
を行う企業にてマネジャー募集。ＢＰＯビジネ
ス・現地スタッフの管理や、本社との連携など。

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス 

JPY
250K～
450K

日本
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。

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香港/香港島

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）。

USD
1.5K～2K

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

ホーチミンにて営業募集。産業用秤の外資系
及び日系企業への販売・管理。最初は販計画リ
サーチから。要日常会話レベルの英語。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 RMB～25K

商品開発。クリエイティブな発想力や想像力が
あり、商品化できる方。メカ系だけではなく、
電気の仕組みもわかる方。要日常会話レベル
の普通語。

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

経営・店舗管理・
現場責任者/
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。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K東莞

樹脂成型の金型設計管理者。樹脂成型の金型
設計経験者、管理経験必須。車載の樹脂成型
部品、顧客対応の実務経験必要。語学不問。

インテリジェンス
広州深圳営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子） 40K～50K
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のある方。
英語・普通語ビジネス。

インテリジェンス
広州深圳IT・技術系/

メーカー（機械・電気・電子） RMB～25K
製造技術もしくは生産技術。生産技術でア
センブリに詳しく、合理化のノウハウがある人。
品質監査（TS）の経験者尚可。要ビジネスレ
ベルの普通語。

インテリジェンス
香港ベトナム

ビジネス（香港・広東共通）
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●5人の著名人の方に九州に行ってもらったと聞きましたが。
　九州を盛り上げるためには、実際に香港の各界で力
をもつ方にご協力を頂き、今の九州の状況を知ってもら
いつつ、また新たな九州の魅力を発見し、発信して頂き
たいなと思いました。EGLツアーズの代表取締役袁文英
氏、パッケージツアーズ専務取締役の袁振寧氏、アート
界からはシティースーパーやSMBCのロゴの制作者とし
ても知られるアラン・チャン氏、同じくアート界でありな
がらも飲食業界にも広く影響力をもつアラン・ロー氏、香
港のクリエイティブ発信施設PMQのディレクターのウィ

リアム・トー氏に、それぞ
れ「プロデューサー」を
お引き受けいただきま
した。そして、プロデュー
サーの方々には、九州を
訪れ、実際に色々見てい
ただきながら、香港に伝
えたいアイテム、食、アク
ティビティなどを厳選し
てもらいました。

●今回の注目イベントはどういったものがあ
りますか？
　リニューアル直後のハーバーシティにあ
るSHIBUYA109で、今回のアイテムの一
部を紹介する展示イベントを行いま
す。SHIBUYA109はもともと若者向け
のファッションを発信する場ではあり
ますが、香港ではもう少し広く、日本
が好きな香港の人の集まる場所とも
なっていて、ここに来ればファッションを通じて
日本の最新の情報や流行が分かると考えているファン

も多いです。伝統的な薩摩切子や博多
織のカバンなども展示しますが、
例えば長崎県波佐見町という焼
き物の町で400年の歴史がある
波佐見焼の伝統技術でつくられ
ている食器をおしゃれな洋食器
のように見えるようにデザインした

「HASAMI」、世界遺産に登録された
「軍艦島」をモチーフに、当時の軍艦

島で、女性がハイヒールを履き、おしゃれを楽
しんでいたという最先端の暮らしがあったことを
コンセプトに石炭で製作されたアクセサリ―、腕利き

の生産者がいぐさを一本一
本丹念に選別したものに、
『SPACE INVADER(スペース
インベーダー)』ゲームの画
面を織り上げた畳など、伝統
的な技と新鮮なデザインが
コラボレーションしたアイテムも並びます。
　また商品を紹介しながら、これらのアイテムが掲載さ
れているストーリーブックも期間中無料配布致します。

●商品だけでなく食べ物も選定されているようですが、
実際選定アイテムを試すことはできますか？
　今回選定のアイテムの中から、銅鑼湾のレストラン
「味十味」では「九州パンケーキ」を使ったパンケーキメ
ニューを展開中です。風味豊かな大分県産小麦をはじ
めとして、宮崎県綾町で農薬を使わず育てられた合鴨農
法の発芽玄米、長崎県雲仙のもちきび、佐賀県の胚芽押
し麦、熊本県と福岡県からは稲作の源流である古代米
の黒米と赤米、鹿児島県の肥沃な大地で育てられたうる
ち米、そしてお砂糖は沖縄と鹿児島のさとうきびなど、
生産者と共に地域風土に根ざした商品にとして生
まれた商品を味わって頂くために特別メニューと
して9月30日まで展開しています。

　また同時に経済産業省は物産展
「Touch the KYUSHU」を10月2日まで
荃湾広場L1中庭で開催中で、九州の
食材を実際に食べたり、熊本県の
「山鹿灯篭まつり」、福岡県の「京築
神楽」などの実演も行う予定に
なっています。

The Wonder of KYUSHU 香港担当
コンパスコミュニケーションズ （Compass Communications）
電話：(852)2147-1100
メール：info@ccihongkong.com

香港運営担当者にインタビュー
日本国経済産業省は、熊本地震の影響により需要減少
に直面している九州地方の現状に鑑み、経済復興のた
めには国内のみならずアジア諸国の方々による同地方
での消費拡大が重要であると考え、九州地方が誇る地
域資源の魅力をアジア域内（韓国・中国・タイ・香港・台
湾）に発信する事業を展開している。このプロジェクト
は、九州産品の目利きに優れた国内外のプロデュー
サーを九州地方に派遣し、九州地方の魅力を発信でき
る地方産品等の“モノ”や名所・お店・アクティビティ等
の“コト”を発掘・選定し、その魅力を「ストーリーブック」
や「映像」として編集し、九州に近いアジア域内にお伝
えするというものだ。香港の運営を担当するコンパスコ
ミュニケーションズにお話を聞いた。

鹿児島の迫田ブドウ園でマスカット狩り体験をされる
EGLツアーズ代表取締役のENSAN 　日本旅行にフォーカスしたテレビ番組「GO! JAPAN 

TV」の協力を得て、8週連続の九州特集にて、今回
の「ストーリーブック」でも紹介している名所や名産
などを放送します。初回は、総集編として九州7県の
映像をダイジェストで紹介しましたが、25日以降
は、毎週1県ずつ掘り下げた内容でお届けします。

8月1日から営業を再開した阿蘇ファームランドでカピバラと戯れる

銅鑼湾の味十味では、昔ながらの
パンケーキと厚みのある現代風パン
ケーキの2種類を期間限定セット
メニューで提供

Viu TV 99ch (広東語ハイビジョンチャンネル) 
毎週日曜日 午前11時30分～11時55分

GO! JAPAN TV
九州七県完全制覇！ 
夢幻王国・Wonder九州！

The Wonder of KYUSHU Exhibition×SHIBUYA109
場所：SHIBUYA109　（尖沙咀ハーバーシティ内）
期間：9月27日（火）－10月6日（木）
※初日の27日17時にはスペシャルゲストとしてピカチュウも登場予定

九
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力
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 9月 25日： 熊本県編
 10月 2日： 大分県編
 10月 9日： 福岡県編
 10月 16日： 鹿児島県編

 10月 23日： 佐賀県編
 10月 30日： 宮崎県編
 11月 6日： 長崎県編
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広東

深圳

　従前は日本で開発済みの技術を用いて中国で生産
をするというケースがもっぱらでしたが、現在では中国
で研究開発をする企業が増えています。これに伴って、
今後は中国現地法人の従業員が職務発明をするケー
スが増えてくることでしょう。日本でも、職務発明に対す
る報奨金が少ないとして従業員が会社を訴えるケース
が多くありましたが、今後、中国でもこのような紛争が
生じることが考えられます。職務発明をした従業員との
紛争を回避するため、今回は中国における職務発明の
奨励／報奨について解説させていただきます。

一、中国の特許権の種類
　中国において、特許権として保護される発明創造には
「発明」、「実用新案」、「意匠」の3つがあります。使用者が「発
明」、「実用新案」、「意匠」の登録を受けた場合、職務発明を
した従業員に対して奨励を支給する必要があります。また、
当該特許権を自ら実施するか、他人に実施許諾するか、当
該特許を譲渡するときは、報酬を支払う必要があります。

二、特許権取得後に職務発明者に支給すべき奨励
　中国においても、使用者が「発明」、「実用新案」、「意匠」
の登録を受けた場合、職務発明をした従業員に対して奨
励を支給する必要がありますが、この奨励の支給方式及
び金額について、使用者と従業員とは直接に約定するこ
とができます。また、規則制度によって定めることもできま
す。約定及び規則制度のどちらもない場合、使用者は特
許法に定める方式及び金額に従い奨励を支給しなけれ
ばならなくなります。まとめると次のようになります。
（1）使用者と職務発明をした従業員とに書面の約定が
ある又は規則制度に明確な規定がある場合、使用
者が特許権の登録を受けた後、当該約定又は規定
に定める方式、金額に従い従業員に奨励を支給す
ればよい。奨励の方式は現金に限られず、株式、ス
トック・オプション、昇進、昇給、有給休暇などその他
の形式によることもできる。

（2）使用者が職務発明をした従業員と書面の約定をして
おらず、かつ、規則制度にも奨励の方式及び金額が規
定されていない場合、特許権が公告された後3ヶ月以

内に奨励を支給しなければならない。奨励の基準は、
発明特許1つにつき3,000元以上、実用新案特許及び意
匠特許1つにつき1,000元以上でなければならない。

三、特許権の実施又は実施許諾をした場合の報酬
　特許権の登録を受けた後、使用者が当該特許を自ら実
施する、他人に実施を許諾する及び他人に特許権を譲渡
する場合、特許実施による利益又はロイヤルティ、譲渡対
価から一定の報酬を職務発明をした従業員に支払わなけ
ればなりません。報酬の計算方式及び金額について、使用
者は従業員と直接に書面で約定するか、規則制度を制定
し規定することができます。約定も規則制度の定めもない
場合は、特許法に定める方式及び金額に従い報酬を支払
わなければなりません。まとめると次のようになります。
（1）使用者と従業員とに書面の約定がある又は規則制度

に規定がある場合、使用者は特許権を自ら実施する、
他人に実施許諾をする、他人に譲渡するとき、双方の
約定又は規則制度の定めに従い報酬を支払えばよい。

（2）使用者と従業員とに書面の約定がなく、規則制度にも
報酬の支払い方式及び金額についての規定がない場
合、特許権の有効期間内に特許権を自ら実施するか、他
人に実施を許諾する、他人に特許権を譲渡する場合、
下記の基準に従い報酬を支給しなければならない。

　 ①使用者が発明特許、実用新案特許を自ら実施する場
合、毎年当該特許の実施により得る利益の2％を下回ら
ない額を報酬として支払う。意匠特許の場合、毎年当該
意匠権の実施により得る利益の0.2％を下回らない額
を報酬として支払う。使用者は右比率を参考に発明者
又は創作者に足して一括で報酬を支払うこともできる。

　 ②使用者が特許権の使用を第三者に許諾する、又は
特許権を第三者に譲渡する場合、ロイヤルティ又は
譲渡対価の10％を下回らない金額を報酬として支
払わなければならない。

四、助言
　中国の特許法は、使用者が従業者と職務発明の奨励／
報酬について自由に約定することを認めています。また、
規則制度において奨励の支払方式及び基準を定めること

も認めています。したがいまして、技術開発を担当してい
る従業員と特許権登録を受けた場合の奨励／報酬の方
式、基準及び退職した場合は奨励／報酬を受ける権利を
喪失することなどを書面契約の方式で約定するか、又はこ
れについて専門の規則制度を制定するよう助言します。

中国における職務発明の奨励／報酬について
中
国
法
律
コ
ラ
ム 10

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

支払い義務無し。出願時の報奨金

使用者と従業員とに約定がある又は規則制度
に規定がある場合、約定又は規定に従い報酬
を支払えばよい。約定及び規定のない場合
は、下記の基準に従い報酬を支払う。
（1）発明特許又は実用新案特許を自ら実施す

る場合、毎年当該特許の使用により得る利
益の2％を報酬として支払わなければなら
ない。意匠特許の場合は、毎年当該特許の
使用により得る利益の0.2％を報酬として
支払わなければならない。使用者は右比
率を参考に、発明者又は創作者に対して
一括で報酬を支払うこともできる。

（2）特許権の使用を他人に許諾する又は特許
権を他人に譲渡する場合、取得するロイ
ヤルティ又は譲渡対価の10％以上を報酬
として支払う。

特許権を
自ら実施、
使用許諾、
譲渡した
場合の報酬

中国法に定める奨励／報酬の基準項目

登録時の奨励

実施の有無にかからわず、奨励を支払う必要が
ある。使用者と従業員とに約定がある又は規則
制度に規定がある場合、約定又は規定に従い
実施すればよい。約定及び規定のない場合は、
特許権が公告された日から3ヶ月以内に奨励を
支給しなければならない。その基準は、発明特
許1つにつき3,000元以上、実用新案特許又は
意匠特許1つにつき1,000元以上である。
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香港 香港

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「医食同源」を勉強する会
「医食同源」に興味をお持ちの方。薬膳
や普段の食事による病気予防や養生に
ついてのお話会を行っています。普段の
料理の材料の組み合わせはとても大切
で、個人の体質に合わせた材料を選ぶ
ことはとても大切です。料金は無料です
ので、ご興味ある方は、もっと詳しいこと
をお知りになりたい方はスサンナ・
ウォンまでご連絡ください。（日本語可）
携帯：(852)9674-8313
メール：kyswong@hotmail.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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段落
された主婦の方、ワーホリの方などアル
バイトとフルタイムスタッフの両方を募
集中です。アルバイトは週２日からの出
勤も可能です。女性のお客様が１人でも

来れる明るい雰囲気を目指しているお店
です。ご興味がある方はこちらまでメール
で簡単な履歴書をお送りください。追って
ご連絡をいたします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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. Irene
　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。）
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中海华庭　Dynasty Court

（所在地） 羅湖区深南東路

（間取り） ２LDK １０6㎡（建築面積）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い

（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ

（月　額） 12,000元 管理費、税金込み

（所在地） 福田区福華路
（間取り） 3LDK 107㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 福田CBD、Coco Park、JUSCO、会展中心隣接、

深圳ゴルフ場、君尚ショッピングモール、
 クリーニング屋、敷地広い
（備　考） ジム、プール、幼稚園、テニスコート
（月　額） 16,000元 管理費、税金込み

富瑞斯国際公寓　Fietser International Residence

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 福田区深南大道6012号
（間取り） １R～３LDK（50㎡～２２０㎡ 実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） ジム、マッサージ室、 パットゴルフ、ビリヤード、
 子供ゲーム教室
（備　考） 朝食込み、日本語番組、インターネット、
 24時間セキュリティー、通勤シャトルバスあり
（月　額） 15,600元～

地王信興広場　Diwang Shunxing Square
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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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