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「ままサプリ」「ままサプリ」読むだけで
ママが笑顔に

好評
連載中

第22回 お母さんはマネージャー

出逢いと別れの季節に
気になるビザの話

ビザのこと正しく
知って
おきたい

モスカフェの新店がオープン
限定メニューも登場！



香港

香港で最も人気の高いスポーツイベント
7人制ラグビーの祭典、香港セブンズ
　国際ラグビー評議会（IRB）が主催する7人制ラグビー大会「香港セ
ブンズ2017」。24の国と地域の出場チームの中から頂点を決める戦い
が4月7日から9日までの3日間、香港スタジアムで開催される。
　7人制ラグビーもグラウンドの大きさは通常の15人制ラグビーのそれ
と同じ。選手1人あたりのスペースが非常に大きくなるため、華麗なパス
回しと選手のステップワークを駆使した走りが見物だ。また、試合時間
は1試合トータルで14分とテンポが速いため、1日に数十試合が行われ、
大会期間中の3日間でトータル約80もの試合を楽しむことができる。ス
ピード感あふれる試合、そして選手たちの俊敏さと迫力に驚かされるこ
とだろう。世界のトップ選手が筋肉と筋肉をぶつけ合うと、世界中から集
まった4万人のファンによる地鳴りのような歓声に包まれる。この歓声が
選手の背中を押して、試合はさらに激しさを増していく。

　試合と試合の合間には、ゲームを終えたばかりの選手たちが気軽に
サインに応じ、ファンと一緒に写真を撮る姿が見られる。世界最高峰の
ラグビーを「観る」だけでなく、憧れの選手に「会える」場所でもあるの
だ。チケットは毎年完売する人気ぶり！香港最大のスポーツイベントを
ぜひ会場で楽しもう。

日本が誇る名作漫画がハリウッドで実写化！
近未来を舞台としたSFアクション超大作

香港セブンズ2017
場所：Hong Kong Stadium, CWB
開催日：4月7日～9日
ウェブ：www.cathaypacific.co.jp/CHJ/hongkongplus/rugby

　世界的に評価の高い士郎正宗原作の漫画「攻殻機動隊」を題材とし、
ハリウッドで実写化された近未来を舞台とするSFアクション映画「ゴー
スト・イン・ザ・シェル」。
　脳以外が全身義体である世界最強の捜査官・少佐（スカーレット・ヨ
ハンソン）が、上司の荒巻（ビートたけし）やバトー（ピルウ・アスベック）
らエリート捜査組織・公安9課の面々とともに、脳をハックする脅威のサ
イバーテロリストとの世界を揺るがす戦いに身を投じていく。捜査を進
めるうちに、自分の記憶は操作されており、自分の命は救われたのでは
なく、奪われたのだと気づく少佐。本当の自分は誰なのか？隠された驚
愕の過去とは一体？果たして少佐は、犯人を突き止め、世界を守ること
はできるのか？！

　ネオン輝く街に飛び込んだ少佐の身体が光学迷彩により景色と融合
していく様や、義眼が取り外されたバトー、ビートたけしの凄みのある表
情など注目シーンが満載だ。「スノーホワイト」のルパート・サンダース監
督がメガホンをとった全世界待望のSFアクション超大作をぜひ劇場へ
見に行こう。

ゴースト・イン・ザ・シェル
公開中
監督：ルパート・サンダース
出演：スカーレット・ヨハンソン、ビートたけし、
　　 ピルウ・アスベック、ジュリエット・ビノシュ、マイケル・ピット

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ Exhibition

Exhibition

フィンランド生まれの人気キャラクター
ムーミンの仲間たちと一緒に楽しめる「ムーミンカフェ」

ムーミンに囲まれた癒しの空間が広がる
　尖沙咀（チムサーチョイ）のハーバーシティにある、フィンランド生まれの人気キャラク

ター「ムーミン」がテーマになった家族連れに大人気の「ムーミンカフェ」。北欧生まれの

料理や飲み物が楽しめるレストランカフェだ。野菜がムーミンのキャラクターにカットさ

れているなど、見て楽しい、食べて美味しい料理を提供している。店内は、冬の北欧を連

想させるムーミン谷の風景そのもの。さらに、大きいムーミンファミリーとムーミンの友

達と一緒に食事することができ、まるで童話の世界に入り込んだような体験ができる。カ

フェの横にはムーミングッズを販売するショップを併設。マグカップやムーミンの形をし

たパスタなど、他では手に入らないレアな商品やカフェ限定品を取り揃えている。ムー

ミンに囲まれた癒しの空間にぜひ足を運んでみよう。

中国と西洋音楽の饗宴
　香港音楽事務処は今年で創立40周年を迎え、記念行事として「音楽

事務処創立40周年記念ガラ」が香港文化中心で開催される。香港青年

華楽団、香港青年管楽団、香港青年弦楽

団、香港青年交響楽団、及び音楽事務処

青年・児童合唱団が一緒にステージを盛

り上げる。

音楽事務処
創立40周年記念ガラ

4月17日

S101, Staunton, 58 Hollywood Rd., Central
10:00～21:00
(852)6330-0788

chi art space, 8/F., New World Tower 2, 18 Queen’s Rd. Central
10:00～19:00

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall, 
10 Salisbury Rd., TST
15:00
www.lcsd.gov.hk/en/mo/activities/
upcoming/music-office-40th.htm
HKD70, HKD90, HKD110 

原作：こうの史代
監督：片渕須直
出演者：のん、細谷佳正、尾身美詞、
　　　  稲葉菜月、牛山茂

Shop 32, LCX, 3/F., Ocean Terminal, TST
11:00～23:00
(852)2730-0963
moomincafehk

写真で人生の素晴らしさを感じ取る
　フランス発のアートフォト専門ショップで、若手から著名作家までの作

品を揃える「Yellowkorner」。そんな同店は、「Wonderful Life」と題して、

新たにアメリカ人の写

真家Slim Aaronの写真

を展示している。色彩、

ファッション、カリフォ

ルニアの建築様式を

ミックスした素晴らし

い作品ばかりだ。

YELLOWKORKER presents
“Wonderful Life” Exhibition by Slim Aaron

～４月11日

「美といふ美に泥を引つかけるやうな庭」が開催中
　香港を拠点に活動しているアーティストAdrian Won氏の個展「The 

Tiger Return To the Mountain」が4月29日までセントラルのチ・アート

スペースで開催中。三島由紀夫も訪れた香港のタイガーバームガー

デンの中庭とそ

こにある虎の像

をモチーフにし

たインスタレー

ションが展示さ

れている。

Adrian Won の個展
The Tiger Return to Mountain

～４月29日

受賞コミックがアニメ映画化
「この世界の片隅に」

公開中

戦争のある日常を描く人間賛歌
　文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞したこうの史代のコ
ミック「この世界の片隅に」を、「マイマイ新子と千年の魔法」の片渕須直

監督がアニメ映画化。戦時中の呉市を
舞台に、ある一家に嫁いだ少女が戦禍
の激しくなる中で懸命に生きていこう
とする姿を描く。

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 紹介会社 

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 20K～26K
アパレル業界の日系顧客向け営業兼マーチャン
ダイザー業務（生産管理/納期管理/等）。★アパ
レル経験者優遇。北京語または広東語要。

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/
マスコミ・広告・デザイン

香港/九龍 15K

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 香港/九龍 25K～40K

パートナー顧客の香港および中国における新規
ビジネス開拓のサポート（会計・税金関連）。
★関連ビジネス開拓経験、英語ビジネスレベル、
北京語あれば尚可。

香港/九龍 15K～30K インテリジェンス
香港

電子部品企業にて経理業務全般。香港人部下
の管理、中国工場との連絡業務あり。★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18K～23K香港/九龍

債権回収の金融サービス企業よりCSスペシャ
リスト募集。電話対応やオフィスサポート等。
★英語日常会話レベル。CS経験者は尚可。

インテリジェンス
香港18K～28K香港/九龍

電子業界より経理ポジションおよび管理業務
全般。★長く経理実務経験があり、フルセット
アカウント可能な方。

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 25K～40K

香港/香港島

香港/香港島

16K～35K

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～30K香港/香港島

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

会計・監査・経理/
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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～22K香港/九龍
機械部品の関連企業の営業。新規開拓、既存
顧客対応として出張あり。★4～5年以上の営業
経験（業界不問）半導体の販売経験者は尚可。

営業・コンサルタント/
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/
メーカー（機械・電気・電子） 18K～30K香港/九龍 インテリジェンス

香港

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
小売・流通・通信販売 応相談香港/九龍

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 ～50K

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
エステ・美容・理容

20K香港/九龍

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～30K香港/香港島

25K

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）

香港/九龍
生産管理・品質管理・購買/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～23K

インテリジェンス
香港香港/新界

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～30K

インテリジェンス
香港香港/新界

20K～40K
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
香港香港/新界

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） 香港/九龍 ～30K

電子部品商社にて営業募集。新規開拓と顧客
フォロー。華南地域への出張多。★要英語、
北京語。3年以上の電子部品業界または商社
での経験必須。

提携先銀行の戦略マネジャー。★日系銀行での
勤務経験3年程。英語・北京語ビジネスレベル。
ビザ有る方優先。

大手日系IT企業より法人営業募集。★システ
ムインテグレーション、データセンター、ネット
ワークいずれかの経験者。英語コミュニケー
ションレベル。

会計事務所にてプロジェクトマネジメント。顧客
窓口としてニーズを把握し、ソリューションを
提供・実行。監査および税務申告業務のサービス
案内。★北京語できる方尚歓迎！

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、購買
関連業務など。華南工場の生産状況確認＆日本
へ報告。★営業力長けた方（2年以上歓迎）で、
英語日常会話レベル。

電子部品業界より営業/アシスタント募集。
見積り作成、仕入先との納期調整、サンプルな
どの出荷対応。★シッピング経験5年以上。物
流・製造・貿易関連経験者。英語ビジネスレベ
ル、北京語尚可。

プロモーションキャンペーンのCS（デザイン・
メールマガジン等）。電話又はメール応対
（日本語）。★PC作業とコミュニケーションに
優れた方。

ジュエリーデザイナーを募集。★3～5年の経験。
言語は北京語ネイティブレベル、英語/日本語
いずれかビジネスレベル。

繊維・縫製の品質チェック。顧客は日系アパレル
企業等。まれに工場へ過程のチェックに出張も。
★業界経験者歓迎。英語または広東語ビジネ
スレベル。

コンサートの音響やコーディネーション業の
営業。★コミュニケーションレベル以上の英語
および広東語。人脈作り/業界ネットワーク構築
ができる方。ビザサポートあり。

日本の化粧品・健康食品などのネット販売に対
するデジタルマーケティング・コーディネート
業務。★関連経験、英語ビジネスレベル。

人気日本食販売店より、秘書兼総務ポジ
ション。★経営企画も可能な、丁寧な仕事が出
来る方。要日本語・英語・広東語。

電子部品商社にて営業募集。価格交渉、納品
管理、問い合わせ・インボイス対応など。華南
地域へ出張。★英語日常会話レベル。

香港現地法人の責任者（営業活動と売上管理、
社員のマネジメント）。★製造もしくは商社での
法人営業経験。モノ作りの流れを知っている方。
英語ビジネスレベル、北京語あれば尚可。
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インテリジェンス
深圳RMB～25K深圳

工場運営。将来的な現地責任者としての工場
運営全般。ローカルスタッフの指導や技術サ
ポート。★NCマニュアル機械の知識。精密切削
の経験。機械工学の専門性。英語もしくは北京語、
社内コミュニケーション可能なレベル。

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（機械・電気・電子）

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

光学設計。鏡筒、レンズ単体の設計。日本から
上がってくる設計をみて仕様に合わせて変更
するなど。★鏡筒の設計、レンズの設計経験4、
5年以上。語学不問（北京語できれば尚可）。
日系出身者Best。

東莞

香港/新界 20K
輸出入業務、またシッピングチームのサポート。
サプライヤーとのやり取りの確認（メール内容
のチェック）など。★北京語または広東語ビジ
ネスレベル。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

USD
1.8K～3Kベトナム

インテリジェンスベトナムのITグループ企業
より、システムエンジニア募集。将来的にマネ
ジャーや日本転籍へのキャリアパスもあり。
★2年以上のSE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/
専門商社・総合商社

応相談ベトナム
工場向け商社のベトナム拠点にて、カスタ
マーサービス部門の統括責任者。★コール
センターにおけるマネジメント経験3年以上。
英語日常会話レベル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

RMB～26K深圳

営業。日本本社と連携した新市場開拓及び新製
品開発。中国企業の新規開拓(ローカル営業と
連携)。★中国勤務経験者。プラスチックフィルム
または樹脂関連経験者優先、取引業界の経験者
でも可。北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州RMB15K広州

［店舗管理者］※性別不問・北京語不問。飲食店
店舗運営に興味のある方。入社後、丁寧な指導
有。人柄、やる気重視。

サービス系/外食・フード

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

USD2K
（別途一部
住宅補助）

自動車販売業界より、ホーチミンの新店舗・
スタッフ管理職募集。★営業orサービス業界
経験者、車・バイクに興味がある方。

ベトナム

広州 25K～50K
ラーメン店のセントラルキッチン運営管理、
新メニューの開発メイン。★スキル重視（スープ
仕込み経験）、北京語尚可。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

サービス系/外食・フード

RMB
20K～25K広州

［設備保守］必須条件：工場での設備保守
経験者。歓迎条件：①中国での就労経験ある方、
②北京語で業務交流できる方。

Reeracoen

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

香港/香港島 20K～30K
外資系、会計/労務コンサルティング企業にて、
主に日本向けの労務系実務を担当。日本にも
オフィスがあり、日本オフィスで引き受けた、
日本の労務業務を香港で行う。

Reeracoen23K～30K香港/九龍
日系大手飲食企業での商品開発。メニュー考案
だけでなく、開発した商品の原価管理・計算や、
各店舗でイメージ通り調理されているか、味や
見た目が再現出来ているかの管理も。

サービス系/外食・フード

Reeracoen

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

40K～60K日系金融企業にて日本人向けの金融商品の営業
を募集。現在急拡大中の企業で、増員採用。香港/九龍

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～20K東莞

日系大手総合商社関連会社にて工場の間接
部門の業務全般を担当。雇用主は香港法人に
なり、勤務地は東莞となる。ビザも中国で取得
し人民元での給与支給になる。

Reeracoen

営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K香港/九龍

大手日系専門商社にて営業マネジャーを募集。
主に日系の既存顧客フォローが中心となり、
中国・東南アジアにあるクライアントの各拠点
への営業活動をお任せ。

Reeracoen

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 23K～30K香港/九龍

日系の電子部品商社にて営業を募集。華南地区・
東南アジア地区担当として、既存顧客フォ
ロー・新規開拓営業。

Reeracoen25K～30K香港/九龍

一部上場の香港法人にて香港や中国大陸にお
けるビジネス開発者を募集。日本では様々な
分野でNo.1クラスのビジネス規模を誇るが、
中華圏では現在拡大中の為経験豊富な方希望。
小売・飲食の経験豊富な方大歓迎。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K

大手日系電子部品メーカーにて営業を募集。
既存フォロー、新規開拓の両方を担当する。中国
大陸への営業活動も強化していく方針のため、
北京話のできる経験豊富な方を希望。

香港/九龍

香港/九龍 20K～30K
大手日系メーカーにてマーケティングや各種
調査を行うリサーチャーを募集。香港国内だ
けでなく、中国や東南アジアへの出張有。

Reeracoen

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社

企画・宣伝・広報/
メーカー（機械・電気・電子）

25K～30K香港/九龍
日系大手専門商社にて営業マネジャーを募集。
既存フォローが中心で、日本、中国などへの
出張有。アジア各国のクライアントと英語での
やり取りも。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

①「将来の職業に必要なスキルを身につけている」と考えているかどうか
　調査対象国の若者9,572人に対し、「あなたは、将来の職業に必要なスキルを
身につけていると思いますか」と質問したところ、73.08%が「はい」と回答し、世
界では自身が身につけているスキルに自信を持っている若者が多いことがわ
かった。
　世界の若者と比べ、対照的な考え方をしていたのが日本の若者。日本の若者
で「将来の職業に必要なスキルを身につけている」と考えていたのはわずか3割
（31.54%）で、全体の平均73.08%の半分以下、本調査の主要13カ国中でもっとも
低い結果となった。日本の若者の、自身のスキルに対する自己評価の低さが浮き
彫りとなった。

＜「あなたは、将来の職業に必要なスキルを身につけていると思いますか」＞
「はい」と回答した人の割合

②「将来の職業のために、準備する必要があるスキル」についての考え
　調査対象国の若者9,572人に対し、「あなたは、将来の職業のために、準備する
必要があるスキルは何だと考えますか」と質問したところ、本調査の主要13カ国
中、日本の若者だけが「コミュニケーションのスキル」をトップに挙げた
（53.27%）。その他の国の若者が重視したのは、「実務経験」と「外国語」。日本で
は、学生を採用する際の選考基準としてコミュニケーション能力を求める企業が
多く、それが若者の考えに影響している可能性がある。

＜「あなたは、将来の職業のために、準備する必要があるスキルは
何だと考えますか（複数回答）」＞

③「就職の役に立つと思うもの」についての考え
　調査対象国の若者9,572人に対し、「就職の役に立つと思うものはなんです
か」と質問したところ、本調査の主要13カ国中、日本をはじめドイツ以外のすべて
の国の若者が「実務経験を重ねる」ことをトップに挙げた。近年、日本でもイン
ターンシップによる業務体験が広がっていたが、他国においても実務経験を積
むことが大切だと考えられていた。

＜「就職の役に立つと思うものはなんですか」（単数回答）」＞

④「今後10年間における最大の望み」についての考え
　調査対象国の若者9,572人に対し、「今後10年間におけるあなたの最大の望
みは何ですか」と質問し、０点から10点のスケールで各項目への投票を依頼し
たところ、「経済的安定」が平均7.33点でトップとなり、世界の若者が安定を求め
る傾向が明らかになった。2位は「夢の仕事に就く／充実した仕事をする」（7.16
点）、3位は「社会的責任の大きな会社で働く」（6.23点）。

＜「今後10年間におけるあなたの最大の望みは何ですか」＞

世界最大の人財サービス企業であるアデコグループ（本社：スイス・チューリッヒ、
CEO：アラン・ドゥアズ、以下「アデコ」）は、同社が拠点を置く世界各国の18歳から
30歳の若者9,572人を対象に、「就職に関する意識調査」を実施した。

【調査概要】
調査対象：アデコグループが拠点を置く世界各国の18歳～30歳の若者9,572人
調査方法：インターネット調査
実施時期：2016年3月～7月
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香港

ポイントはどんな活動をしているか
　お客様からよく頂く質問で気になるものが、「所属は
中国現地法人で月に数日のみ香港法人の業務を行う場
合」、「香港で給与をもらっていない場合」や「非常に短
期間の場合」はビザは必要ですか？というものです。こ
れらはいずれの場合も就労可能なビザの取得が必要
です。
　ポイントは所属・報酬の有無・期間ではなく「香港で
何をするか」です。Visitorで許される範囲を超える業務
を行う場合は、たとえ短期間で香港内での所得が発生
しなくとも、原則としてEmployment Visaを取得しなけ
ればなりません。「出張ベースで」という言葉をよく聞き
ます。響きとしてはセーフなようにも聞こえますが、実際
にはVisitorで許容される活動範囲を超え、不法就労に
該当するケースも少なくありません。Visitor Visaで行え
る事は、契約書への調印、会議への出席、展示会での
ブースの設置・運営の監督（手出しは不可）等、非常に限
られており実質的に業務を行うのは困難です。手間は掛

かってしまいますが、短期の出張であっても業務の内容
に応じ適切なビザ取得の手続きが必要です。尚、審査に
要する時間は短期であっても4～6週間となっています。

転職時の申請
　新しい職が決まったが、ビザの有効期間が残ってい
た為、転職後もスポンサー変更の手続を行わず、延長申
請の際に新しいスポンサーからのレターを提出しトラ
ブルになったというケースもよく耳にします。この場合、
転職先で勤務を始めた日から延長手続を行うまでの期
間は不法就労に当たり、それについて事情の説明を求
められることになります。
　就労ビザ申請は、A社の当該ポジションが外国人であ
る必要性とポジションに対し申請者が適任者であるか
という点を審査されます。あくまでA社で働く事が大前
提となっていますので、勤務先が変わる場合は改めて申
請を行わなければなりません。
　通常、就労ビザは一社のみでの就労を認めるもので
すが、然るべき申請を行い認められれば掛け持ち就労
も可能です。

帰任の際には
　この時期は帰任される方も多く、帰国に伴う移民局関
連の手続についての質問もよく頂きます。駐在員が日本
に帰国する際には、ビザスポンサーがその旨のレター
を移民局に提出すればOKです。後任為のビザ申請を行

う場合は、その際に併せて報告しても大丈夫です。
　スポンサー側が移民局に帰任や離職の報告を行って
も、一部の場合を除き一旦発給されたビザがキャンセ
ルされるということはありません。ですから帰任した後、
ビザ期限内に香港に入国することがあれば香港IDを使
用して入国することが出来ます。ビザ失効と共に香港居
民として入管で使用することは出来なくなります。
　もし再度香港赴任になった場合は、ビザ再取得後ID
カードはそのまま使用することが出来ます。帰国になっ
てもIDカードは保管しておかれることをお奨めします。

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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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

春は人事異動のシーズンですね。
この期間は弊社のようなエージェントへのお問い合わせも増えます。
そこで今回は、最近のお客様からの質問で数が多いものや
気になるものについてお話します。

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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香港香港＆広東

Q1．現行の雇用契約書の見直しをしたい
　香港では口頭でも雇用契約が成立するため、書面による雇用契約は必ずしも必要ではあ
りませんが、労務トラブルを未然に防ぐために、多くの企業様が雇用契約書を整備されてい
ます。雇用契約書を確認させていただく中で、①日本の雇用契約内容を転用しているもの、
②項目内容が不十分なもの、③給与計算期間の記載が無いもの、④ダブルペイ・ボーナス
の支給時期が記載されていないもの、⑤有給休暇の持ち越しの有無や消滅期限について
の記載がないもの、などが目につきます。
弊社にて、無料診断を承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

Q2．遅刻を頻繁に繰返す従業員への対応方法がわからない
　香港には、「当日のやるべき業務が時間通りに終了し、仕事の結果が出ていれば、当人も
周囲も少々の遅刻は気にしない」という考え方があるため、日本に比べて遅刻に寛容です。
しかし、頻繁に遅刻する状況を容認していると、職場の士気が低下し、時間を守っている従
業員との間で不公平感が生じます。遅刻に対する規定がない場合は、次のような対応をお
勧めします。①口頭注意：上司と面談し理由を聞き、改善策を一緒に考え、実行を約束させ
る。②賃金カット：口頭注意で直らない場合は、所定の計算式で賃金をカットする。③警告書
の発行：賃金カットでも直らなければ、警告書を発行する。ペナルティーを与える場合は、ど
の社員にも公平な対応を心がけ、基準が明確になるように、ペナルティーの対象となる遅刻
および遅刻の回数を、あらかじめ決めておくのが良いでしょう。ペナルティーを与えた日時、
場所、内容については、正確に記録しておくことをお勧めします。

Q3．解雇する場合の計算方法は？
　雇用契約を解除する場合には、使用者と従業員との双方が、定められた予告期間を設ける
か、または予告期間相当の予告手当を支払うことで、雇用契約の解除が可能です。退職金の
計算では、継続雇用が2年以上の場合には「解雇保証金」、5年以上の場合には「長期服務
金」の支払い義務があり、次の計算式で算出されます。「月間総賃金×2/3×就業年数」さら
に、有給休暇の残日数の買取り、ダブルペイの期間按分額などを必要に応じて計算します。
弊社が対応したトラブルの例として、有給休暇管理表の記録がなく有給休暇を全て買取った
ケースや、現地責任者に管理を任せていたために、必要情報および書類を会社が把握でき
ていなかったケース、などがありました。日常管理をきっちりとすることが、トラブルのリスクを
軽減することができます。

人事・労務　無料セミナーのお知らせ
　人事･労務の基本を学びたい方、新任管理職の方を対象に、無料にて人事・労務基礎
セミナーを開催いたします。ご興味のある方は、是非お申込みください。

よくある労務相談

NAC HR (Asia)Ltd.（ナック エイチアール アジア リミテッド）
住所：Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza 1, 489 Hennessy Rd.,CWB
電話：（852）2522-0686
メール：info@nachrasia.com
ウェブ：www. nachrasia.com

人事労務の問題はどうしても後回
しになってしまいがちです。トラブ
ルが発生してしまってからでは遅
いので、手遅れになる前に是非ご
相談ください。

〈お申し込み方法〉
ご参加を希望される場合は、
NAC HR 宮井宛にメールにて直接お申込みください。

日程

時間

定員

会場

2017年4月27日（木）
15：00～17：00（開場：14:30）

先着10名
弊社 銅鑼湾オフィス

担当者：宮井
Email：miyai@nachrasia.com
TEL：(852) 2522-0686
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広州

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック スタッフ 募集
セントラルにあるクリニックは、日本語、
英語、広東語堪能、あかるく誠実な方、
アルバイトを募集中です。詳細はお電
話にてお問い合わせいただけます。
TEL : 852-2973-0773 Jenny Wongまで
メール：
postmaster@hkorthospinecentre.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師さん募集
英語または広東語ができるパートの日
本人看護師を募集しています。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断業務、通訳業務、関連事務作
業など幅広く行っていただきます。詳細
につきましては、メディポートまでお問
い合わせください。メディポート 堀まで
hori @mediport.com.hk
電話 25771568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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. Gigi
　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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 日本人入居者募集！
銅鑼湾のElizabeth House超便利な立
地のマンションです。
2LDK 　実用面積 540sqf
家賃HKD19,500（管・税込み）
ウォシュレット新規設置、家具・家電リク
エスト設置応談。
弊社管理委託物件の為、入居中のトラ
ブルも迅速対応！
不動産仲介料も不要です！
お問合せは三宝不動産まで。
Tel: 2566-0155
info@sanpou.com.hk
http://www.san-pou.co.jp/hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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:九龍チムーサチョイ加拿分道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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宝生　Midtown

Residence G

深圳

侨城尚寓　Qiaochengshangyu

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）　福田区沙头街道石厦北八街6号
（間取り） 2LDK（82㎡）、3LDK（121㎡）、4LDK（155㎡）
（室　内） 2017年4月完成
 新築オープン 新内装、家具家電全新品
（環　境） 地下鉄3・7号線（石厦）徒歩5分
 地下鉄1・3号線（購物公園）徒歩12分
（備　考） 福田区の注目高級マンション！
 2017年完成！ 新築物件（4月オープン）
 好立地、駅徒歩すぐ 通勤便利
 CocoParkへも徒歩10分
 福田口岸至近 香港へも便利
 高層階・陽当たり・眺望良好
 日本人駐在員に人気エリア！
（月　額） 2LDK：11,000元／3LDK：14,000元／4LDK：18,000元

（所在地）　南山区东滨路中
（間取り） 1R（48㎡）、1LDK（89㎡）、2LDK（139㎡）
（室　内） 2017年４月完成オープン 新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄9号線（荔香）2019年完成予定
（備　考） サービスアパート Residence G堂々完成！
 管理費、税金、インターネット、室内清掃（週2回）、シーツ・タオル交換
 食器類等備品一式、ジム、プールの利用、朝食サービス
 内装・家具家電は深圳でもトップクラス
 バスタブ・エアコン（冷暖房）付き　管理体制も充実
（月　額） 1R（48㎡～）：12,000元／1LDK（89㎡～）:16,000元／
 2LDK（139㎡～）20,000元

（所在地） 南山区沙河东路与新中路交汇处
（間取り） 1R（35㎡）、1LDK（47㎡）
（室　内） 2017年新築オープン 新内装、家具家電全新品
（環　境） 地下鉄1号線（白石洲）徒歩5分 
（備　考） 特選！ お値打ち単身向けマンション
 2017年完成！ 内装もお洒落
 好立地、白石洲徒歩５分
 スーパー、レストラン等多数あり
 水回りが特に綺麗で快適
 室内も広々、おすすめ物件
（月　額） 1R（35㎡）：5,000元／1LDK（47㎡）：6,000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 
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5002号地王大厦主楼40-10単元
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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