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日本人の転職マーケット
　　　RGF HR Agent Hong Kong Limited

中国法律 コラム最新法規速報
　　　　　　　　　　 広東盛唐法律事務所

宮城県物産商談会
　　　　宮城県、宮城県食品輸出促進協議会
正しく知って起きたいビザのこと
　　　　　　　　　　　　　　　 T&Morris
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香港

　「母と暮らせば」は、小説家・劇作家の井上ひさしが、広島を舞台にし
た自身の戯曲「父と暮せば」と対になる作品として実現を願いながらも
かなわなかった物語を、日本映画界を代表する名匠・山田洋次監督が映
画化したもの。
　舞台は長崎。1948年の8月に、長崎で助産婦をしている伸子の元へ、3
年前に原爆で命を落としたはずの息子、浩二がひょっこり現れるという
設定から始まる。その後、浩二はたびたび伸子の前に姿を見せるように
なり、親子の交流が続く。親子の話題は、浩二の彼女である町子のこと
に。伸子と浩二は、親子共々、町子の幸せを祈り続ける。伸子と浩二にも
たらされた幸せな時間は、永遠に続くと思われたが…。

　主人公の福原伸子役を「おとうと」「母べえ」でも山田監督とタッグを
組んだ吉永小百合が演じ、その息子・浩二役で二宮和也が山田組に初
参加。「小さいおうち」でベルリン国際映画祭銀獅子賞（女優賞）を受賞
した黒木華が、浩二の恋人・町子に扮する。

日本公開後、興行収入150億円越えの大ヒット映画が
遂に、香港でも公開！
　11月11日より日本映画「君の名は。」が公開される。「君の名は。」は日本
で8月に公開されてから、観客動員ランキングにおいて8週連続で首位を
獲得している大ヒット映画（2016年10月17日時点興行通信社調べ）。
　監督は「秒速5センチメートル」「言の葉の庭」など意欲的な作品を数
多く作り出してきた新海誠。精緻な風景描写とすれ違う男女の物語を、
美しい色彩と繊細な言葉によって紡ぎ出す“新海ワールド”は世代や業
界、国内外を問わず人々に大きな刺激と影響を及ぼしている。
　「君の名は。」は、現代の日本を舞台にした、少年と少女の物語。大都会
東京に憧れる田舎暮らしの宮水三葉と東京の街で父と二人で暮らす高
校生の立花瀧。出会ったこともない二人だったがある日夢の中でお互い
の身体が入れ替わっていることに気付く。戸惑いながらもお互いの生活

を体験する二人だったが、ある日を境にその不思議な入れ替わりは無く
なってしまう…。
　声優は神木龍之介や上白石萌音、長澤まさみ、市川悦子など俳優陣
が務め、劇中音楽はすべて「RADWIMPS」が制作するという豪華なキャ
スティング。ぜひ、話題の映画を観に、劇場に足を運んでみてはいかが。

君の名は。
11月11日公開
監督：新海誠
音楽：RADWIMPS
声優：神木隆之介、上白石萌音、長澤まさみ、市原悦子 ほか

名匠・山田洋次監督が長崎を舞台に描く
母と息子の愛情の物語

母と暮せば
11月3日公開
監督：山田洋次
音楽：坂本龍一
キャスト：吉永小百合、二宮和成、黒木華、浅野忠信ほか

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

最新技術とダンスのコラボ
MatchAtria (マッチャトリア)

11月12日～13日

世界を驚嘆させたパフォーマンス！
　2014年ドイツのベルリン初演以来、6カ国11都市で公演されて話題を呼んでいる、最新

技術と奇抜なアイデアに満ちた新感覚のメディアパフォーマンス「MatchAtria(マッチャト

リア)」。観客はヘッドフォンと3Dメガネをつけて観賞する新しいスタイル。監督である石橋

義正の斬新かつ緻密に計算された立体映像と音響、確かなダンステクニックを持つダン

サー川口ゆいのパフォーマンス、そして彼女の心拍を伝えるユニークな心臓ボックスの組

み合わせによって、視覚・聴覚・触覚で知覚をゆさぶられる40分間。これまで経験したこと

のない濃密な"生命体験"をもたらす超体感型のダンス公演だ。チケット絶賛発売中！

芸術の秋、伝統ある日本舞踊を間近に鑑賞できる
　香港理工大学の蔣震劇院で「第9回若柳流　日本舞踊公演　香の

会」が開催される。今回は香港と日本の文化交流を目的とした在香港日

本総領事館秋祭りイベントに認定されている。艶やかな着物姿、心地よ

い邦楽の音色、背筋がピンとするような

日本伝統芸能の世界を楽んでみてはい

かが。

第9回若柳流日本舞踊公演　
香の会

11月6日

Chiang Chen Studio Theatre, G/F., 
Chung Sze Yuen Bldg., 
Polytechnic University, 
Hung Hom
14：30（開場14：15）
HKD250、HKD300
チケット購入は6760-8477/
www.konokaihk.comまで

Landmark, Level 6, 
15 Queen’s Rd., Central
20:00～
(852)3657-6388
HKD880(ドリンク飲み放題)
www.discoverhongkong.com/WineDineFestival

Black Box Theatre, Kwai Tsing Theatre, 12 Pak Lane Rd., Kwai Chung
11月12日 (土) 14:00～、16:00～、18:00～
11月13日 (日) 12:00～、14:00～、16:00～
www.newvisionfestival.gov.hk/2016/html/en/artsnap_matchatria.html
HKD160

Hong Kong Museum of History, 
100 Chatham Rd. South, TST
10:00～18:00（火曜休館）
(852)2724-9042
hk.history.museum
無料

Central Harbourfront Event Space, 9 Lung Wo Rd., Central
10月28日16:00～23:00
10月29、30日14:00～23:00
大人 HKD30　
シニア(65歳以上)、子供3歳~12歳、学生 HKD15
子供3歳以下 無料
www.discoverhongkong.com/WineDineFestival

今年のハロウィンは著名人も集まるお洒落あの店で
　毎年多くの人が思い思いのコスチュームに身を包み参加する

「ZUMA」のハロウィンパーティー。今年は世界的有名なDJのAdrian 

Callierを迎えて日本のディスコシーンを再

現し会場を盛り上げる。入場料はHKD880

でビール、ワイン、カクテルなどのドリンク

が飲み放題なのも魅力。

ZUMA
ハロウィンイベント

10月29日

今年もやってきた！ グルメ達を魅了するイベント
　8回目の開催となる「Wine & Dine Festival」が10月27日 (木) ～30日 (日) 

の5日間ウェストカオルーン・ウォ―

ターフロント・プロムナードで開催さ

れる。ビクトリアハーバーを見渡しな

がら世界中のワインやチーズ、ロー

カルフードなどを楽しむことができ

るフェスティバル。

Hong Kong
Wine & Dine Festival

～10月30日

シルクロードに関する展示会
Across the Oceans

～12月27日

シルクロードに関する工芸品を展示
　中国と西アジア、地中海沿岸地方を結んだ歴史的な東西交易路である
シルクロードに関する展示会が尖沙咀（チムサーチョイ）にある香港歴史

博物館で開催中。約200点の貴重な工芸品
が並び、シルクロードの役割とその育んだ
文化を紹介している。

香港ピックアップ
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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

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～35K

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

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 15K～30K

電子部品業界より経理業務全般、部下の管理、
中国工場との連絡業務など。★日本および香港
両方での経理業務経験者（双方地域での会計
システムを熟知していること）。

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

香港/香港島 20K～28K
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。

香港/香港島 20K～23K インテリジェンス
香港

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）。

インテリジェンス
香港25K～50K香港/香港島

顧客対応。英語での提案書作成、プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業にて勤務経験のある方。
英語ビジネスレベル、+普通語または広東語あ
れば尚可。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問 25K～30K

金融サービス業界よりITプロジェクトマネ
ジャー募集。★3年以上のIT業界でのプロジェ
クトマネジメント、およびソフトウェア開発経験。
英語ビジネスレベル。

香港/香港島

香港/香港島

50K～65K
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

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香港/香港島
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。

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 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 

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

HKD
110/hr香港/香港島

翻訳（日本語⇔英語）、電話応対（英語使用多）、
データベース管理、情報収集など。★勤務時間：
月～金（8：30～17：30）①10月中旬～11月
中旬②来年1月～3月。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
マスコミ・広告・デザイン

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K香港/九龍 インテリジェンス

香港

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

経営・店舗管理・
現場責任者/
エステ・美容・理容 

香港 30K
マネジャー募集。事業の企画・管理を担当。
★美容/健康関連のマネジャー経験のある方。
英語ビジネスレベル。

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（機械・電気・電子） 

HKD110～
150/hr香港/新界

総務事務（日本語関連）、総経理のアシスタント、
報告書作成サポートなど。★勤務時間：月15
時間程度（延びる可能性あり）。★2～5年のア
シスタント業務経験。

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

HKD100
～120/hr香港/香港島

融資関連の審査書などを日本語から英語に
訳す業務。その他電話対応、営業サポートなど。
★勤務時間：週3日勤務（半日、一日など応相談）
★基本的な金融関連用語の知識とPCスキル。

20K～40K

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

香港/新界

電子部品基板の実装における、日系企業様宛の
営業業務全般。★電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

会計・監査・経理/
外食・フード 20K～28K

伝票起票から月次決算程度までの内容を担当。
会計事務所や日本本社とのやりとり等。★豊富
な経理経験と広東語又は普通語が上級コミュ
ニケーションレベル必須。

インテリジェンス
香港香港/新界生産管理・品質管理・購買/

物流・倉庫 30K
倉庫管理職。顧客訪問へ営業と同行、お客様
のニーズを探り提案、その内容を倉庫スタッフ
に指導。★3年以上の関連経験。

インテリジェンス
香港香港

30K～60K営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 

資産運用企業より日本人顧客を対象としたRM
業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K

日系商社にて、基盤の生産の見積もりから納品
まで一連のコーディネーション業務。華南地
区の工場に週に1回出張あり。★基盤の営業・
生産管理経験者歓迎。

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。
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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。

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 

香港 20K
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
広州

営業・販売系/
専門商社・総合商社 RMB～18K広州

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

インテリジェンス
香港30K～35K香港

レストランの店長サポート職。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。

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード

深圳 RMB～13K インテリジェンス
深圳

生産管理。★製造業のご経験をお持ちの方。
英語ビジネスレベル、もしくは普通語ビジネ
スレベルで英語のメールが可能な方。

インテリジェンス
深圳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のある方。
英語・普通語ビジネス。

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～30K

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス金型、
プレス加工技術（金属製品）の管理経験3年
以上。製造部門での管理職経験が豊富な方。
語学不問。

東莞

生産管理・品質管理・購買/
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） 

東莞 RMB～25K
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
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB18K～
(相談可）広州

日系大手企業で保育園/園長職。★日本の保育
士資格保有者。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）。

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 

インテリジェンス
広州

営業・販売系/物流・倉庫 USD
1.5K～3Kベトナム

日系企業向け営（新規開拓・既存フォロー・配送
方法、品質管理など）。★物流会社又は商社に
て勤務経験がある方で貿易知識が必須。英語
日常会話レベル。

インテリジェンス
広州 華南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） 

東莞 20K～30K日系顧客の新規案件の立ち上げ業務。

華南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 

20K～30K東莞 日系顧客担当セールス。

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。

20K～30K
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

品質保証。

香港WORKS
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 

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。

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

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 

HKD40
～50/1h香港/九龍 顧客窓口、メール対応、事務全般。

香港WORKS香港/九龍営業・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。

香港WORKS香港/九龍
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） 

30K～OEM・ODM Manager。英語・北京語。

華南WORKS東莞

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳香港

香港

•現在、どのような職種の需要が目立ちますか。
　日本企業や日本マーケットを対象にした営業職・マーケティン
グ職の割合が増加しています。特に外資系企業が新たにジャ
パンデスクを設け、日本市場を狙うケースが増加傾向にあり、求
められるスキルもより高度になってきました。

•香港での求人案件数は季節によって変動があるものでしょうか。
　一般的に旧正月が明けた後の3月4月が転職・採用のピーク
シーズンと言われていますが、日本人や外国人の転職シーズン
は夏季7月8月、冬季12月前後の方が活発です。金融業界におい
ては10月頃から来期の採用活動を開始するケースも多く求人数
は増加しますが、その多くは現職者のリプレイスで非公開案件と
して扱われています。

•香港での業界別・職種別の給与水準はどのようなものでしょうか。
　香港の物価は、デフレの続く日本と比べ相当高くなっています
が、実は平均給与を見ると、香港の平均賃金は日本を下回ってい
ます（日本414万円、香港270万~290万円）。しかし、実際は日本
と比べ労働者間の所得格差がかなり大きく、いわゆるホワイトカ
ラー職においては東京と同等の給与水準、更にマネジメント・エ
グゼクティブレベルや専門職になると、日本よりも遥かに高い給
与水準となっています。日本人を含む外国人も同様で、アシス
タントや担当者レベルの給与ですと月給18,000～25,000 HKD
となり年収ベースで日本と変わりません。金融・コンサルティング
系の専門職やエグゼクティブクラスとなると月給70,000～
150,000 HKDとなり、同格のポジションでも日本より高額になる
ケースが多いです。対象を日系企業に絞りますと、会社規模が小
さい企業が多いためマネジメントレベルでも月給35,000～
70,000HKDが多くを占めますが、所得税率を考えると収入ベー
スでは日本と変わらない場合も多く見受けられます。

•経験や知識、語学面で求められるスキル等なども踏まえ教えてください。
　まず語学について述べますと、香港でオフィスワークに就く場合
は英語の使用は必須です。たとえ発音が下手でも、外国人と英語
のコミュニケーションを抵抗無く出来ることは必要です。北京語
（普通語）は、必須ではありませんが製造業・商社や一部の金融機
関では中国本土との連絡も多く、使えると重宝されます。広東語に
関しては、香港内で小売・飲食などのビジネスをする場合に必要で
すが、多くは日本語や英語の出来る香港人が間に入るためあまり
需要はありません。経験については、やはり日本や他国で同じ業界
や同じ業種での経験は有利です。営業やマーケティングの経験が
あると求人企業が多いため自然と選択肢は広くなります。また、香
港で比較的規模の大きい金融業界では、ミドルオフィスやバック
オフィスの需要が多くあり、同業界での経験者は歓迎されます。

•今後の就業状況、転職マーケットについてどうなることが予想されますか。
　近年は製造・商社が深圳・広州への機能移転を続けていまし
たが、その動きもひと段落し、再びアジアの統括機能として香港
が注目されてきています。中国・東南アジアなどアジア全体の会
計財務・人事総務・法務コンプライアンスの経験者は今後も需要
が見込まれます。また、日本からの駐在員ではなく現地採用の日
本人を用いるケースも増加しており、海外法人の経営に携わった
人材は引き続き海外に残る選択肢が増えていくと思います。

•チャイナプラスワンが進むベトナムやタイ等の近隣する東南アジ
ア各国では、どのような求人需要がありますか。
　就業ビザの取得条件も低いことから毎年多くの人材が日本国
内から流入しています。業界は製造・商社・物流が中心であり、職
種は営業・購買から会計財務・総務人事など多岐に渡ります。前
述の二国ほどではありませんが、マレーシア・フィリピン、インドネ
シアなども継続的な求人増加が見込まれるでしょう。

•最後に、キャリアアップの為に転職を希望者にアドバイスをお願い致します。
　日本では、勤務年数が長い＝能力が高いと見なされ、給与に
反映される職能給制度が一般的ですが（※本来の職能制度とは
異なり、形骸化されたものになっています）、香港を含む海外では
職務給制度が一般的です。つまり、能力がある⇒高いポジション
と責任を課す⇒相応の額を給与に反映、という形であり、勤続年
数と給与レベルは一致しません。これは一見、若いうちから多く
のチャンスを与えられるとポジティブに見えますが、一方で給与
額と責任の重さが一致するわけですから、高い給与を貰うという
ことは同時に仕事量・責任は圧倒的に大きくなるということです。
キャリアアップをするためには、それ相応のプレッシャーと業務
量を負う覚悟と、その業務をこなせる能力の両方を備えなけれ
ばなりません。実際、香港人の中には、高い金額でオファーを受
けても入社後数か月で能力が足りず解雇される人や、希望給与
を故意に下げて転職するエリート層が多くいます。目の前に提示
された給与の金額だけでなく、ワークライフバランスや業務内容
を自身の能力に照らし合わせ、十分に検討することが重要だと考
えます。

以前は、製造業・商社を中心に多くの日系企業がバックオフィス業務に日本人を採用していたが、近年では日本語を使用
出来る現地人の採用が増え日本人需要は減少傾向にある。他方では日本からの駐在員が、帰任辞令を機に現地採用に切
り替え香港残留を希望するケースも目立っている。そこで今回は、香港で多くの日本人転職希望者をコンサルティングして
きたRGF HR Agent Hong Kong Limited　総経理の髙山典久氏に日本人の転職市場についてお話を伺った。

日本人の転職マーケット

RGF HR Agent Hong Kong Limited 
（株式会社リクルート 香港法人）
住所:Unit 2206, 22/F., Wu Chung House, 
　　 213 Queen’s Rd., Wanchai
電話:(852)2537-2557 
ウェブ: www.rgf-hragent.asia/en/hongkong
　　　www.recruit-rgf.com

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

　最近、広東省は「広東省人口及び計画生育条例」を改
正しました。これによって、女子従業員の産休が50日も
延長されました。国家レベルでは、国家商務部が「外商
投資企業設立変更届出管理暫定弁法」を公布しまし
た。この弁法によって、従前は審査認可機関の許可が必
要とされていた外商投資企業の設立・変更手続きが、こ
れからは届出で足りることとなりました。今回のニュー
スレターでは、これら2つの法規の改正点について解説
させていただきます。

 一．「広東省人口及び計画生育条例」の改正
　2016年9月29日、広東省人民代表大会常務委員会が
「広東省人口及び計画生育条例の改正に関する決定」
を可決し公布しました。今回の改正では6つの条項が変
更されましたが、最も企業に与える影響が大きいのは
第4条の変更です。第4条の内容は下記のとおりです。
　第4条　法律・法規の定めに従い子女をもうける夫
婦について、女子は80日の奨励休暇を享受する。男子
は15日の出産付添休暇を享受する。当該期間において
賃金は従来とおり支給するものとし、福利待遇及び皆
勤賞に影響を来たさないものとする。
　本条に基づき、2016年9月29日から、広東省において
適法に出産をする女子従業員は80日の奨励休暇を取
得できることとなりました（従前は30日でした）。企業
は、新規定に基づき就業規則の変更などの対応をする
必要があります。奨励休暇が50日も延長されましたの
で、企業は女子従業員の結婚・妊娠などにより一層注意
を払い、女子従業員が産休に入ったときの代替人員な
どについて事前に対応策を講じる必要があります。
　なお、深圳地区の政府部門にヒアリングをしたとこ
ろ、深圳地区においては、9月29日時点で既に産休に
入っていた女子従業員についても、新条例に基づき80
日の奨励休暇を与えなければならないということでし

た。具体例を挙げて説明させていただきます。
(1)新規定が適用されないケース
　女子従業員Ａは2016年4月1日から産休に入り、従前
の規定に基づき128日の産休を取得し、2016年8月10
日から職場に復帰しました。Ａは、2016年9月29日時点
において産休が終了しているため、新規定は適用され
ません。
(2)新規定が適用されるケース
　女子従業員Ｂは2016年7月1日から産休に入り、従前
の規定に基づき128日の産休を取得しており、2016年
11月10日から職場に復帰する予定ですが、現在はまだ
産休期間中です。Ｂは、2016年9月29日時点においてま
だ産休期間中ですので新規定が適用され奨励休暇が
50日追加されます。よって、2016年12月29日まで産休を
享受できることとなります。
　もう一点注意すべき点があります。深セン地区にお
きましては、晩育休暇がまだ取り消されておりません。
したがいまして、晩育の条件を満たす女子従業員（23歳
以降の第一子出産）には、さらに15日の晩育休暇を与
える必要があります。

二．「外商投資企業設立変更届出管理暫定弁法」の公布
　2016年10月8日、国家商務部が「外商投資企業設立
変更届出管理暫定弁法」（以下「暫定弁法」といいます）
を公布しました。これによって、一般的な外商投資企業
の設立及び変更手続きについて、従前は商務部門にお
いて許可手続きが必要であったものが、届出手続きで
足りることとなりました。
１適用範囲
　「暫定弁法」の定めによりますと、国家が外商投資企業
の参入に特別な制限を設けている業界ではない外商投
資企業の設立及び変更手続きについて、届出管理制度
が実施されることになりました。大多数の日系企業は、外

商投資企業の参入に特別な制限が設けられている業界
に属するものではないと思います。外商投資企業の参入
に特別な制限が設けられている業界は、「外商投資産業
指導目録（2015年改正）」で確認することができます。
２届出の期限
　外商投資企業を設立する場合、企業名称の事前確認
をした後、工商局から営業許可証を発行される前に、又
は営業許可証の発行を受けた後30日以内に商務部門で
設立届出手続きをしなければなりません。外商投資企業
の届出事項に変更が生じた場合は、変更が生じた後30
日以内に届出変更手続きをしなければなりません。
３届出義務を履行しない場合の法的責任
　(1)「暫定弁法」第24条によりますと、期限内に届出義
務を果たさない場合、又は届出に重大な遺漏のある場
合、主管部門から是正命令が下されます。期限を過ぎて
も是正をしない場合又は情状の重たい場合は３万元
以下の過料が科されます。
　(2)届出義務の履行をせず、届出時に真実の状況を
隠匿し、誤解を招く若しくは虚偽の情報を提供し、又は
「届出控え」を偽造、変造、賃貸、貸与、譲渡した場合、政
府部門に是正を命じられ、かつ、３万元以下の過料が
科されます。

最新法規速報
中
国
法
律
コ
ラ
ム 11 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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◆今なぜ、香港でのプロモーションを強化されてい
るのでしょうか。
　東日本大震災の際、東北は大きな被害を受けま
した。世界各地から食材の安全性についていろい
ろな憶測が飛び交い、風評被害にも合いました。海
外では、いまだに安心・安全なのか疑問視している
方も多い。私はそんな方々に宮城県の食材は安心・
安全だと伝えたいんです。
　そもそも日本の国では、放射性物質の検査は世
界一厳しい基準値で検査しています。世界では
1000ベクレルに対して、日本では12.5ベクレルと
いう限りなくゼロに近い数字でないとクリアしない
というレベルです。はじかれたものは流通されな
いんです。直近ではそのようなものは出ておりま
せん。香港は世界のゲートウエイです。香港で食べ
られている、使われているとなると、アジア諸国だけでなくヨーロッパにも広がりやす
いため、今回の取り組みを始めました。
　今回は日本人が食べて美味しく栄養抜群の安心・安全な食品を持ってきています。

◆今後の展望についてお聞かせください。
　長い期間に合わせて、流通に乗せていきたいと思っています。時間をかけて丁寧に
プレゼンテーションしていけば、香港の方々にご理解いただけるのではと考えていま
す。香港の方がどのような味が好まれるかを探るのはメーカーの課題です。いろいろ
な意見を聞きながら開発していきたい。短期的な取り組みでは難しいので、このよう
なプロモーションなどを継続していきたいと考えています。

ササニシキ米（イーストファームみやぎ）
　ササニシキは、1963年に宮城県で開発された米。コシヒカリよりさっぱりと
し、上品な味わいで冷めても硬くなりにくく、お寿司などの日本食によく合う。
ササニシキは冷害やいもち病に弱いため、育てるのが難しい希少な品種。変
貌する米情勢に対応するため、栄養周期栽培法を取り入れ、消費者ニーズに
こたえるよう安全でおいしい米作りに努めている。

かまぼこ（マルブン食品）
　かまぼこ専門店。豆乳だんごとマグロだんごを今回は用意。豆乳だんごに
は、キャベツ、人参、玉ねぎ、ゴボウ、コーン、枝豆の6種類の野菜が使われてい
る。すべて国産で、栄養素にもこだわり、野菜の産地は季節によって一番いい
ものを使用している。マグロを使用しているのは、食感が肉ににているのと、
肉と比べて魚の方が栄養化が高いため。化学調味料は使わず、すべて天然。ま
た、卵も不使用なのでアレルギーの子どもでも安心して食べることができる。

銀鮭（みやぎ海洋飼料）
　石巻で銀鮭を養殖している会社。宮城県は銀鮭の養殖量が全国一。サンマ
やサバ、イワシなど、たんぱく質の多い魚を原料としたオリジナルのエサを使
い、抗生物質は使わず大切に育てる。親を北海道で育て、受精した卵を岩手県
や宮城県の山中で川の水を使用し稚魚を育てる。成長したら、石巻の海で水
揚げまで育てる。2年の歳月をかけ、手間暇かけ育てるため、安心・安全な銀鮭
を食べることができる。

水産加工品（八葉水産）
　気仙沼のいか明太や三陸産の塩辛、めかぶなどを中心に水産加工品を販
売する会社。着色料は各国で基準が設けられているため、香港用に着色料を
変えている。また、香港でも健康ブームになっているため、今回はめかぶに力
を入れ、日本では販売していない中華風のものを新た商品化。子どもからお
大人まで、健康を第一に考えた商品を提供している。

宮城県では今年7月から来年1月まで、香港における宮城県の食品流通を強
化するため、プロモーションに力をいれている。10月12日・13日の2日間、銅
鑼湾（コーズウェイベイ）の日本人倶楽部において食材を取り扱う料理人に
対しての物産商談会が行われた。主催者の宮城県、共催者の宮城県食品輸
出促進協議会会長、小野寺 初正氏にお話を聞いた。

紅磡（ホンハム）にある「炉端・稲庭うどん 稲庭養助」では
今回の食材を使用した料理を10月上旬から11月中旬まで提供中！へ

港
香
を
品
食
な
全
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心
安
の
県
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〈小野寺 初正氏のプロフィール〉
宮城県食品輸出促進協議会会
長。香港行政府や香港貿易発展
局の日本側のプロモーションを
10年行っている。

商談会を実施した企業

所有宮城縣的食品均通過
輻射污染監察系統的檢測，
確保安全，可安心食用。
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香港広東

香港

　お問い合わせで最も多いのが取得までに要する期間
についてです。その目安は就労ビザで4週間、それ以外
の家族ビザ等が6週間となっています。このことは申請
後2週間程度で到着する「acknowledgement letter」に

の問い合わせは審査担当官の作業の妨げとなる事もあ
るので控えるようにとされています。この期間を超えて
も何の連絡もない場合は一度問い合わせてみても良い
でしょう。このレターにはリファレンス番号も記載されて
いますので、それを元に問い合わせることが可能です。

います。
　弊社を御利用頂いたお客様以外の方から「申請から
数ヶ月たっても何も連絡がないのですが・・」といったご

相談が寄せられることがあります。投資ビザ等の難しい
ケースや担当官が抱えている案件が多い時期等の例外
を除けば、追加資料の要求も無く半年待たされるなど
という例は経験上ほとんどありません。難しいケースの

は見え易いといえます。申請後、長期間（2ヶ月程度）何
の連絡もない時は審査担当官の下に書類が届いてい
ないか、後回しにされているという事も考えられます。こ
のような状態が長く続くようでしたら、リファレンス番号
を元に確認されることをお奨めします。

パーマネント（永久居民ＩＤ）の申請について
　永久居民ＩＤは長期滞在可能なビザを7年以上継続
している方に申請資格があります。時々出張することは
あっても基本的に香港に滞在していることが多いという
方はスムーズに取得出来ますが、お仕事の都合等で、7
年の大半を香港外で過ごしていて現在も香港には居住
していない方は取得に時間が掛かってしまうケースが
多いようです。元々、メインとなる業務が香港にあり、欠
かせない重要なポジションについている又は生活の基
盤が香港にあるという前提で就労ビザや家族ビザを取
得している訳ですから、移民局から「何故香港を不在に
している期間が長いのか？」という質問が来るのは当然

とも言えますが・・・こう
いったケースでは、出
生から現在までの居住
地（住所）や幼稚園から最
終学歴までの名称と所在地
などについて質問を受ける可能
性が高くなります。
　また、継続7年以上が申請の前提ですが、何らかの理
由で途切れビジタービザに戻った期間がある方も、そ
の理由と期間によってはパーマネント取得の可能性は
あります。同じような状況で申請をためらっている方は
是非一度御相談下さい。永久居民ＩＤの申請ではパス
ポートなどはコピーの提出で結構ですが、申請日には
申請者本人が香港に入国している必要がありますので
御注意下さい。

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。
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第11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

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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半島城邦 Peninsula ResidencesZ

（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） 南山区蛇口金世紀南路＆望海路

（間取り） 3LDK １55㎡（建築面積）

（室　内） 全家具家電付き、改装済み

（環　境） 深圳湾口岸（香港へのイミグレーション）景観、

 華润万家スーパー

（備　考） 高層階で眺めがよい。

（月　額） 23,000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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