
Printed by: Fantasy Printing Ltd     Add: 7/F., Tin Fung Industrial Mansion, 63 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong   Tel: (852)2554-5000

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは
HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402

『ぽけっとページウイークリー』 No.590 2017年5月第1号
http://www.pocketpageweekly.com

週
報

週刊PPW（POCKET PAGE WEEKLY）に掲載されている写真・記事などのコンテンツの無断転載を禁止します。また、掲載広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

川
熙
樓

川
熙
樓

川
熙
樓

川
熙
樓

川
熙
樓

チュン
ヘイ
ラウ

シ
ビ
れ
る

新
メ
ニ
ュ
ー
登
場
！

シ
ビ
れ
る

新
メ
ニ
ュ
ー
登
場
！

シ
ビ
れ
る

新
メ
ニ
ュ
ー
登
場
！

シ
ビ
れ
る

新
メ
ニ
ュ
ー
登
場
！

シ
ビ
れ
る

新
メ
ニ
ュ
ー
登
場
！

高級ハトを四川風タレに漬け
込んでロースト
高級ハトを四川風タレに漬け
込んでロースト

ハトの四川風ローストハトの四川風ロースト

厳選されたカナダ産高級ミル貝は
野菜との炒め物、刺身でも美味
厳選されたカナダ産高級ミル貝は
野菜との炒め物、刺身でも美味

ミル貝の唐辛子炒めミル貝の唐辛子炒め

プリプリのエビを四川独特の「藤
椒油」でいただく、ピリ辛サラダ
プリプリのエビを四川独特の「藤
椒油」でいただく、ピリ辛サラダ

椒麻エビサラダ椒麻エビサラダ

「川熙樓」（チュワンシー・レストラン）の詳しい記事は本紙25ページに。
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香港

香港 香港

　中環（セントラル）にあるサイモン・リー・ギャラリーでは、3名のアー
ティストによる新作の展示会を開催中。その一人、Sarah Crownerの絵
画やステッチキャンバスを制作するプロセスは独特だ。これまでの作品
より更に深みを増した色合い、海藻や草の植物標本を参照して描き出さ
れ、コラージュして生み出される彼女の新たな世界は、前衛的なアート
の中でも定義しきれない存在感を放つ。
　透明感あるクリスプなグラッフィック作品が印象的なCaitlin Keogh
は、ウィリアム・モリスのデザイン、アール・ヌーボーの美学、ペイズリー・
ファブリック・デザイン等を主題に永続的、侵略的に世にはびこるモチー
フに疑問を提起。これらのテーマに潜むデコラティブなヒステリック性
をユニークに表現することに成功している。
　Paulina Olowskaによる最新の絵画シリーズは、リトアニアの科学者
で教育者のBirutėGaldikas博士を主題としている。博士は40年以上にわ

たり、東南アジアにあるボルネオ島のオランウータンの研究を手がける
国際的権威。作品に滲み出る、研究対象であるオランウータンとの優し
い関係性、彼らの暮らす森の脆弱性には心を打たれる。
　展覧会の作品達は植物、女性、フェミニスト、生物学とさまざまな点で
交差していく。３名のアーティストはそれぞれ、表現と形態の根本的に
異なる手法を用いながら、テーマと実行の融合の背景には、共通の関心
が存在することを明らかにしてくれる。

立ち止まることを知らない“クレイジーギタリスト”
布袋寅泰を見逃すな！
　日本を代表するロックギタリストでありアーティスト、布袋寅泰が5月14
日、九龍湾（カオルーンベイ）のMusic Zoneで初の香港コンサートを行う。
　言わずと知れた元「BOØWY」のギタリストである彼は、その前身の「暴
威」時代から自らを「ビートギタリスト」というほど、切れのあるビートと、
メロディーラインに沿ったフレーズにこだわり続け、独自のスタイルを確
立している。1988年にソロデビュー後は「日々変化してこそロックン・
ロール」と語る通り、アルバムごとに様々な音楽スタイル、サウンドを繰
り出すなど音楽性の幅の広さと、立ち止まらないロック魂を具現し続け
ている。プレイヤーとしてだけでなく、音楽プロデューサー、作詞・作曲者
としても活躍し、2003年にはクエンティン・タランティーノからのオ
ファーを受け映画「KILL BILL（キル・ビル）」のメインテーマとして
「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」を提供している。
　その後も積極的なライブ活動を継続、様々な賞を獲得するとともにブ

ライアン・セッツァー（元ストレイ・キャッツ）、デビッド・ボウイ、イギー・
ポップ、ローリング・ストーンズらとも共演するなど、常に日本のロック
アーティストとしてトップを走りつづけている。
　後に「伝説の香港ライブ」となるかもしれない（？）、台北と香港を巡る
今回の初のアジアツアーはロックギターファンならずとも見逃せない。

SIMON LEE GALLERY PRESENTS 
MAUVAISES HERBES: SARAH CROWNER, CAITLIN KEOGH, PAULINA OLOWSKA
住所：304, 3/F Pedder Bldg., 12 Pedder St., Central
期間：４月２８日～５月２７日まで
ウェブ：www.simonleegallery.com/

サイモン・リー・ギャラリーで
３名のアーティストによる展示会を開催

《HOTEI ASIA TOUR 2017》IN HONG KONG
日期：5月14日（日）
場所：Music Zone @ E-Max, 
　　  G/F., KITEC, Kowloon Bay
料金：HKD690（All Standing）
ウェブ: www.cityline.com/Events.do

香港トピックス
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香港 香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

映画「赤い靴」
デジタルリマスター・エディション

5月14日公開

圧巻のバレエパフォーマンスに魅了される
　アンデルセン童話「赤い靴」をベースに綴られる、バレエダンサーを描いた物語。

1948年に公開された映画だが、この度、巨匠マーティン・スコセッシが2年の歳月をか

けてオリジナル・フィルムを修復した「デジタルリマスター・エディション」が公開され

る。有望な若いバレエダンサーが、踊りと愛の板ばさみで苦悩する姿を圧巻のダンス

パフォーマンスと共に描いている。主人公のプリマを目指すバレエダンサー、ヴィクト

リア・ペイジを演じるのは、自身もサドラーズ・ウェルズ・バレエ団（現ロイヤル・バレエ

団）で1946年の「眠れる森の美女」のプリマとして脚光を浴びたモイラ・シアラー。ス

トーリーもさることながら、20分近くにもおよぶ「赤い靴」のクライマックスシーンは見

事である。実際の舞台のようでありながら、映画ならではの視覚効果も使われ、映画全

体の主題を暗示する役割を果たしている。

いつでもどこでも爽やかな息をゲット！
　香港でも人気が高い自然派化粧品・石鹸を販売する「Lush」から、世

界初となる口腔洗浄タブレットが発売中。コンパクトで、気軽に持ち歩く

ことができるので、外出先で歯磨きが出来ない時でも安心！ いつでも

爽やかな息を手に入れよう。

自然派ブランド「Lush」
世界初の固形マウスウォッシュ

発売中

Statue Square Gardens, Chater Rd., Central
20:00～
https://ticket.urbtix.hk/internet/en_US
HKD380、HKD300、HKD180

HKD150

監督・脚本：マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー
出演：モイラ・シアラー、アントン・ウォルブルック、マリウス・ゴーリング

3/F., LHT Tower, 31 Queens Rd., Central
12:00～15:00、18:00～23:00
(852)2871-0055

Statue Square Gardens, Chater Rd., Central
10：00～20：00
無料

ルイ・ヴィトンの歴史を学ぶ
　世界初の旅行鞄の専門店を創業してから現在にいたるまでのルイ・

ヴィトンのアーカイブから選び抜かれた貴重な品々。その長年にわたる

技術とデザインの伝

統と革新を再考する

展覧会「タイムカプセ

ル」が中環(セントラ

ル)の皇后像広場で開

催される。

Louis Vuitton
“Time Capsule” Hong Kong Exhibition

～5月14日

フランスの俊才たちの快挙!
　2012年に結成されたフランス奇鋭の「ヴァン・カイック四重奏団」が

来港する。ロマン派かと錯覚するほどにドラマ性を大胆に盛り込んで、

作品のイメージを見事

に一新する4人の音量

的なバランスや間合い

の取り方は絶妙！ コン

サートで実際に体感し

てみよう。

New Rising Star Quartet in Beethoven and Mozart
ヴァン・カイック四重奏団

6月3日

中環の本格イタリアン
「Spiga」

日曜日のブランチを優雅に過ごす
　本格イタリアンが楽しめる中環（セントラル）の「Spiga」は、優雅に過
ごしたい日曜日のブランチにピッタリ！メイン料理に加え、セミブッフェ

形式で、サラダやスー
プ、パンなど、お腹いっ
ぱい楽しむことができ
る。+HKD160で、シャン
パンはじめ各種アル
コールが飲み放題にな
るもの嬉しい。

香港ピックアップ
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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

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 インテリジェンス
香港15K～25K

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリー
運営。部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

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

香港20K～30K

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。

香港/九龍 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） ～30K

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。★関連経験とビジネスレベルの英語必須。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

20K

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 20K～24K

大手日系銀行より与信管理に関わるミドル
オフィス業務。レポート作成、データ整理、日本
本社との連絡。★2～4年の就労経験（金融
業界以外も検討可）。エクセル、パワーポイント
作成に慣れている方。

証券会社の営業。アジア株（ex香港株）、日本株
セールス。顧客は日系機関投資家メイン。★関連
経験必須（香港での経験者歓迎！）。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
その他サービス 香港 応相談

財務・会計マネジャーを募集。連結決算、予算
策定、監査法人対応、税務申告業務など。★関連
経験必須、英語ビジネスレベル。

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

20K～30K香港/九龍

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
香港香港/香港島 16K～20KIT・技術系/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/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

時給
HKD120香港/香港島

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。

金融系の情報ベンダーにて派遣ポジション。
セミナー開催に伴う、インビテーション送付、
Cold call等。★英語ビジネスレベル[勤務時間]
月～金8：30～14：30（2017年9月末頃まで）。

インテリジェンス
香港香港/香港島営業・コンサルタント/

金融・保険・投資顧問 20K～24K

通信業界よりシニアマネジャー。ソフトウェア
のローカル版のテストなど。★通信機器（携帯
電話、タブレットなど）に強く、英語ビジネスレ
ベル。

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

香港/九龍 20K～30K

中長期の統計をリサーチ（マーケット状況、
ユーザーニーズなど）。★リサーチ経験者が
ベスト。マーケティング経験者も検討可。

サービス系/外食・フード 25K～50K

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。

インテリジェンス
香港広州

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

～20K香港/香港島

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

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。

アパレル業界より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。

香港/香港島 ～23K 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）/
金融・保険・投資顧問

日本での就労経験要。日系顧客に対する各種
保険の営業およびコンサルティング。セミナー
講師。コミュニケーションレベルの英語。経験
によりビザサポート可。

香港/九龍 ～28K キングスウェイ
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

IT関連業界営業経験者、サーバー、ネット
ワークの知識をお持ちの方。日系向け法人営業
担当。顧客対応全般、ソリューション提案。英語
コミュニケーションレベル。新規ビザサポート可。

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

～20K香港/香港島

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

購買業務。主に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。ビジ
ネスレベルの英語。新規ビザサポートあり。

香港/香港島

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

［日系自動車部品 営業］※北京語不問。未経験者
でも応募可。営業にチャレンジする意欲を重視。
語学力は不問だが、社内外での円滑なコミュニ
ケーションが取れる程度の語学力ある方（歓迎）。

RMB～25K

インテリジェンス
広州

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

その他
華南地域

RMB～
15K(総額)
＋住居提供

事務経験最低2年要。日系顧客からの問い
合わせ対応、コンサルタントへの引継ぎ、期限
管理、請求書作成その他事務作業。語学不問、
就業可能なビザをお持ちの方。

投資顧問会社でのカスタマーサービス。保険
業界経験者歓迎。契約済顧客の窓口業務、
保険会社との連絡、営業チームのサポートなど。
ビザサポートあり。
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香港＆広東

香港香港

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 紹介会社

香港WORKSサービス系/外食・フード 香港/香港島 20K～25KSushiバーレストランでのホールスタッフ。

キングスウェイ～25K香港/九龍
10年前後の営業経験要。小売店に対し家庭
用品の提案営業、新規開拓。幹部候補としての
採用。英語、北京語、広東語いずれかビジネス
レベル。ビザサポート可。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/香港島 ～35K
WEBサイトの管理、コンテンツ管理、アクセス
解析、および分析に基づくプランニング。プロ
ジェクト管理、各種企画立案。ビジネスレベル
の英語。新規ビザサポート検討可。

キングスウェイ

香港WORKS
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/新界 25K～30Kセールス＆プロダクトコントロール担当：アパ
レル業界経験必須。

香港WORKSサービス系/外食・フード 30K～45K香港/香港島 寿司板前。

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

企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

～35K香港/香港島
金融経験不問、事務経験ある方歓迎。投資顧問
会社における金融商品の説明、契約後のアフ
ターサポート、営業部門サポートなど。ビジネ
スレベルの英語。ビザサポート検討可。

香港/九龍 ～30K
2年以上の経理経験。グループ全体の経理管
理補佐。経理部長の補佐、その他アジア拠点へ
の出張あり。ビザサポート検討可。

キングスウェイ
会計経理・経営管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

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

応相談アジア拠点
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。

キングスウェイ

企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 応相談香港/九龍

自社WEBサイトの活用及び開発・運用。宣伝
効果分析及び広告掲載プランニング。日本本社、
ローカルスタッフとの連携及びスタッフ管理。
ビジネスレベルの英語。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ

生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 ～40K香港/九龍

食品部にて部署の管理。業務オペレーションの
遂行、モニター、納品管理等。各拠点との調整、
出張など。食品輸出入貿易経験必須。ビジネ
スレベルの英語。新規ビザサポート可。

キングスウェイ

キングスウェイ～40K香港/九龍
電子部品業界での営業経験3年以上。営業管理
業務全般、既存顧客対応、スタッフ教育、納期
管理など。ビジネスレベルの英語、北京語できる
方歓迎。ビザサポート可。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

キングスウェイ会計経理・経営管理/
その他サービス ～32K

5年以上の会計･財務経験者歓迎。事業会社に
おける財務管理、統括業務。内部監査、決算対応
等。北京語できる方歓迎。ビザサポート可。

香港/九龍

キングスウェイ生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） ～30K香港/九龍

生産管理経験者歓迎。生産工場のアレンジ、
納期管理、製造オーダー進捗管理。各工場（中国、
ベトナム、タイなど）との連絡。経験によりビザ
サポート検討可。

30K
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

アパレルデザイナー。

Reeracoen営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～45K

日系電子部品商社にて、営業スーパーバイ
ザーを募集。クライアントは日系企業となり、
電子部品の納期管理、既存顧客のフォローが
中心となる。

Reeracoenサービス系/外食・フード 23K～30K香港/九龍

日系大手飲食企業にて、商品開発担当を募集。
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を
管理。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～30K香港/香港島

日系金融企業にて、法人向け保険商品の営業
を募集。ノルマはなく、コミッション制でもない
ため、安定した働き方が可能。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 18K～22K香港/香港島

大手日系商社にて、営業担当を募集。ルート
営業がメインとなり、週に1～2度中国広東地区
の仕入先に、日帰り出張あり。未経験者可、福利
厚生が充実。

Reeracoen香港/九龍営業・販売系/
専門商社・総合商社 25K～30K

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。日本では様々な分野にて
No.1クラスのビジネス規模を誇るが、中華圏
では拡大中のため経験豊富な方を希望。小売・
飲食の経験豊富な方大歓迎。

香港WORKS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

25K～30K
+コミッション

投資顧問会社での顧客開発マネージャーを
募集。英語ビジネスレベル。

香港WORKS香港/九龍

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

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

サービス系/外食・フード 香港/香港島 RGF 香港22K～25K

日系大手総合商社の電子部品関連の営業
担当者を募集。既存顧客のフォローと新規
顧客開拓、発送管理などの業務です。3年程度
の営業経験のある方。英語または北京語必須。

営業・販売系/商社 香港/香港島 RGF 香港20K～25K

マタニティとランジェリーウェアのショップお
よびオンライン販売を行う企業にてデザイ
ナーを募集。マタニティ・育児向けの機能的な
既製服コレクションの考案とデザイン。婦人服
に関するデザインや製品開発の経験のある方。

香港/九龍 RGF 香港
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～25K

非日系会計事務所にて、リレーションシップマネ
ジャーの募集。香港・中国華南地区にある日系
企業の顧客フォローアップ。BtoB営業、会計、
会計コンサルタント経験者歓迎。会計に関する
ある程度の知識がある方。

香港/九龍 RGF 香港

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

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 18K～24K

大手日系銀行にて企画総務シニアオフィサーの
募集。部門内の内部統制の構築、運用状況の
監査、与信管理に関連する報告書の作成など。
金融機関等で主に内部監査業務、リスク管理
業務、融資管理業務の経験をお持ちの方。

大手物流企業にて経理・財務の責任者を募集。香港
法人および各子会社の連結決算業務。月次・年次
決算報告書と収支計画作成および監査対応。
会計・監査法人出身または大規模な物流会社で
の経理財務経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

外資系IT企業にて、オンラインゲームのアカウントマネ
ジャーを募集。日本マーケット対象のゲームサイトの運営。
使用状況モニタリング、データ分析、マーケティング戦略
策定。営業、オンライン/デジタルマーケティング経験者。
モバイルゲーム業界の経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 35K～45K

証券会社にて、貸株ビジネス（Securities 
Lending Services）のジュニアトレーダー
担当者の募集。現地顧客、投資家への営業活動、
商品説明や受発注管理、東京本社への取り次ぎ
業務など。英語ビジネス上級必須。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・内装・住宅関連

25K～35K香港/九龍

大手電気通信サービスプロバイダーにてコーポレートセー
ルスエグゼクティブを募集。各種携帯デバイス、データ、
マルチメディア商品の法人営業や企業向けソリューション
の調査と開拓。法人営業またはサービシング業務経験者。
情報通信技術の知識のある方歓迎。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 25K～35K営業・販売系/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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

RGF 香港20K～23K香港/香港島

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証とその結果
の英文レポート作成。リリース商品の市場反応
の監視や複数のソーシャルメディア内での
フィードバックを収集。英語流暢に話せる方。

RGF 香港香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

40K～50K

外資系IT企業にて、オンラインゲームのカスタマーサ
ポート（夜勤務/16：30～/シフト制）を募集。日本人顧客
からの問い合わせ対応。顧客レポート作成、翻訳業務。基
本的なパソコンスキルのある方。オンラインゲームやモ
バイルゲームが好きな方歓迎。英語日常会話レベル。

RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～21K

フランス資本企業の高級寿司店にて接客業務
担当者を募集。顧客は欧米人や香港人富裕層。
丁寧な接客が出来る方。飲食やホテル業界で
の接客経験がある方歓迎。英語日常会話。

営業・販売系/
その他サービス 20K～25K

日系大手メーカーでプロダクトマーケティング
担当者を募集。業界情報の収集と報告や本社
との連絡のアシスタント業務。中国やアジア
諸国への出張あり。英語または北京語ビジネ
スレベル必須。

RGF 香港香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～30K

日系建設会社にて秘書兼通訳・翻訳担当者を
募集。日本人幹部の秘書業務を含むサポート
全般と英/日、日/英の翻訳、会議通訳など。3年
程度の翻訳、通訳または秘書業務経験のある
方優遇。英語ビジネスレベル。

主にアミューズメント機器に部品を提供する日系
メーカーにて電子基板の営業担当者を募集。
生産管理業務全般と顧客からの問い合わせ対応。
中国工場への出張あり。営業もしくは購買調達
の経験者優遇。北京語日常会話レベル以上。

日本 20K～25K RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

大手ITベンチャー企業が日本・福岡にてモバ
イル広告アプリのプランナーを募集。企業用集
客アプリのプランナーとして利用促進、イベン
ト・セミナー企画運営。アプリケーション使用
方法やプロモーションの企画・提案。

香港/新界 24K～30K RGF 香港技術系（IT・通信）/商社

処方箋医薬品の輸出入を行う商社にてデジタ
ルマーケティング担当者を募集。日本と香港
マーケットでのSEO対策、Webサイトの更新、
その他。デジタルマーケティングに興味ある方、
経験者優遇。

その他の
中国地域 20K～25K RGF 香港営業・販売系/商社

日系EMS事業・物流企業にて、営業担当者を
募集。中国国内の製造メーカー顧客の開拓や
図面、仕様書に基づいた顧客折衝、契約書の
締結。工業製品の営業経験者歓迎。北京語
ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 30K～35K

日系大手物流企業にて営業担当者を募集。
新規顧客開拓と既存顧客のフォローアップ。
５年程度のフォワーディング業務または輸出入
業務経験のある方。ビジネスレベルの英語もし
くは北京語、広東語が必須。

香港/新界

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

18K～25K

日系物流会社にて経理・総務の担当者を募集。経理総務業務
全般と出入金管理、月次・年次レポート作成、会計監査対応。
ベンダーへの定期支払業務、請求書発行指示。出勤管理・
賃金支払業務。本社への定期報告。経理・総務業務または
物流業界・製造業界経験者歓迎。英語ビジネスレベル。

香港/新界

RGF 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）

香港/九龍

日系電子部品・化成品商社にて、駐在員・総経理
クラスの営業マネジャーを募集。香港現地法人
のマネジメントおよび営業業務。現地企業の
ニーズ発掘、上海・タイ法人との連携。10年以上
の製造業の営業もしくは購買調達経験者。

35K～40K

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社 香港/新界 50K～70K
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深圳 香港

還付通知書Notice of Assessment and Refund of Tax for 20xx/xx (and 
Notice of Provisional Tax for 20xx/xx)(I.R.C.1933。Tax Refund Notice)
　税金が還付Tax Repayableされる際に発行される通知です。前年に予定納

税Provisional Taxを収めたものの、収益が前年度よりも落ち込んだ場合など

が対象となります。また、小切手がついていますので、期限内に入金が必要に

なります。なお、税務局の一存により、還付額が翌年の査定にプールされ（繰り

越され）返金されない場合もあります。

損益通知
(I.R.C.1937。Loss Computation）
　課税対象利益がない場合、つまり損益の場合

に発行される通知です。アクションは不要です

が、通知は保管ください。

法人税に関する通知
（I.R.C.1812）
　課税対象所得がない場合、あるいは損失に

よって申告した場合に発行される通知です。ビジ

ネスを始めていない会社や休眠状態の会社、あ

るいは課税対象利益（繰越損失Loss brought 

forwardの相殺set-off前の利益）がない会社に

対しては、当面の間は年次の

税務申告書の提出を求めない

旨が示されています。この通知

を受け取った法人は、通常は

毎年発行される税務申告書

BIR51が発行されなくなりま

す。ただし、下記にご注意くだ

さい。

(ⅰ)課税対象利益が発生した場合は、年度末から４カ月以

内にIRDに申告すること

 (ⅱ)香港の不動産を処分した場合は１か月以内に書面で

申告すること

（ⅲ）会計関連書類は最低7年間保管の義務があ

ること

（ⅳ）税務申告書が発行されなくても年次の会計

監査は行うこと

（ⅴ）繰越損益は、(IRDに)課税対象利益が出てか

ら承認されること

（ⅵ）住所・税代理人変更の場合はIRDに連絡す

ること

ただし、数年間、税務申告書BIR51が発行されず、

利益が発生した場合、または未発行が４年ほど

続いている場合は、後からその間の分がまとめて

発行されます。急に税務申告書が発行された場

合でもその発行日から１か月以内に、監査報告

書Audit Reportと税金計算書Tax Computation

を添付して申告する必要があります。この点に留

意の上、税務申告書が発行されなくても、毎年、

定期的に会計監査および税務計算書の作成を行

い、税務局に提出（税務申告書なしで）しておくこ

とを推奨いたします。

以上、法人税の査定について解説いたしました。以前の記事では、法人税の申

告、雇用主給与支払届などについて解説していますので、PPW、または弊社

KRSのウェブサイトをぜひご訪問ください。

Salary Tax ‒ Employer’s Return of remuneration and 
pensions(BIR56A, BIR56B)- 雇用主給与支払届
　エンプロイヤーズ・リターンと呼ばれます。毎年４月の初めに、
税務局IRDから全ての雇用主に発行されるフォームです。
　商業登記証Business Registration Certificate に記載の住所宛に
届き、雇用主は、記載の発行日から１か月以内に申告する必要が
あります。新規に設立された会社や休眠状態の会社には、この
フォームが発行されないことがあります。それでも、給与の支払い
があった場合は、雇用主は税務局に通知する義務があります。
　56Bは従業員一名につき一枚ずつ用意します。各従業員の個人
情報と、4月1日から3月31日までの支払い給与額を記載し、社印押
印の上、雇用主Employerが署名をします（従業員でなく）。会社側
は、当56Bのコピーを各従業員に渡す必要があります。
　56Aはいわば届出の表紙で、各法人で１通だけ作成します。該当
する提出方法を選択し、提出する56Bの枚数を記載します。こちら
にも雇用主が署名します（社印は不要）。
　当届出には以下の提出方法があります。
1）書面のみ： 56Aおよび56B（人数分）
2）データおよび書面２通：税務局IRDが無料で提供しているIR56B
作成ソフト（IRD IR56B Software）を用いて作成した56Bの人数分
のデータを収めた電子媒体（CD-ROM等）、56A書面に加え、従業員
リストList of Employee（別称Control List。当該ソフトで自動作成さ
れる）を書面で提出。リストにも雇用主の署名が必要。
　上記のほか、香港政府のシステムeTaxにアカウントを作成し、
Webから直接入力する方法や、IR56B作成ソフトで作成したデータ
をWebからアップロードする方法もあります。

Tax Return ‒ Individuals (BIR60)- 個人所得税申告
　５月ごろ、先述の雇用主給与支払届の提出を受けて、税務局IRD
から従業員個人宛（自宅）に発行されるフォームです。従業員自身
が記入・署名の上、発行日から１か月以内にIRDに提出する必要が
あります。
　会社から受領した56Bのコピーをもとに、給与（雇用主が複数の
場合は併記）とコミッション（Part4.1）、会社借り上げの住居の情報
（4.2）等を記載します。また、政府認定の自己教育やチャリティーへ
の寄付等があれば、控除を受けることができます(4.3)。配偶者も収
入があり、かつどちらかの収入が基礎控除額より少ない場合は、
ジョイント・アセスメントを選択することで、節税できる可能性があ
ります(4.4)。
　その他、所有不動産Propertyからの所得(Part3)、個人事業所得
Profit（Part5）がある場合は併せて申告します。また、住宅ローンの
利子支払い (Part7)、扶養家族（Part8）がある場合は所定の控除を
受けることができます。Part3とPart5に該当する場合は、パーソナ

ル・アセスメント（Part6）を選択することで、節税できる可能性があ
ります。

Salaries tax ‒ Assessment Demanding Final Tax and 
Notice of Provisional Tax(I.R.C.6401)-税額通知書
　BIR60申告に基づき税務局が査定の結果、個人宛に発行される
フォームです。P1の査定結果とP2の税金計算書Tax Computation
を確認し、問題がなければ、P3のバウチャーPayment Voucher（請
求書）に記載された期限までに支払います（通常、翌年1月and/or4
月）。支払手段は、バウチャーの裏面に記載のとおり、銀行ATM、小
切手の郵送、郵便局、コンビ（HKD5,000以下の場合のみ）など各種
用意されています。この期限に遅れた場合、査定額の5％分、半年
を経過した場合はさらに最大10％分のペナルティが課せられます
ので注意してください。
　所得から各種控除Allowanceが引かれたものが課税対象所得
Chargeable Incomeとなります。2015/16年度の家族控除は、基礎
控除HKD120,000、配偶者控除HKD240,000、子ひとりにつき
HKD100,000のほか、政府認定の自己教育・寄付などがあります。
　税額は、以下の計算のいずれか少ない方となります（2015/16
年度）。
　・基本税率Standard rate：所得（控除　  前）の15％
　・累進税率Progressive rate：課税対　  象所得（控除後）の2～
17％

　右記の図に実際の通知文に注記をつけていますので、参照いた
だければ幸いです。理解するためのポイントについては、紙面の
関係上、弊社Website (http://www.krsconsul.com/jp)のコラムに
て解説しておりますので、併せてご参照くださいませ。

異議申し立てとホールドオーバー
　税額通知書の査定結果に異議がある場合はオブジェクション
（Objection）、また予定納税を留保したい場合はホールドオー
バー（Holding Over：期間延長・先送りの意）と呼ばれる申し立てが
できます。いずれも発行日からおよそ1か月位以内に書面で通知が
必要です。

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　日本語担当：クルス、ヘンリー、イマイ
ウェブ: www.krsconsul.com
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法人税Profit Taxの査定Assessmentについて、２回シリーズでお伝えしています。前編(PPW573号)では、納税とい
うアクションが必要な場合に発行される通知書について解説しましたので、この後編では納税「以外」の場合の通知
について解説いたします。

ビジネス（香港・広東共通）
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