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香港広東

香港＆深圳

　世界の株式市場で株価指数の構成銘柄を丸ごと買うインデックス運用
が急激に広がっている。日本株市場では投資信託の8割、年金運用の7割
に達している。低コストで市場平均並みの成績を狙うのが効率的との見
方が強まっていることが原因だが、業績や将来の成長性で個別企業を選
別する市場の大切な機能が衰えてしまいかねないリスクもある。
　株式運用は有望銘柄を個別に選ぶアクティブ運用と、株価指数に組み入
れられた全銘柄を機械的に買うインデックス運用の2つに大別されるが、ア
クティブ運用からインデックス運用に資金を移す投資家が後を絶たない状
況だ。先導するのは巨大な公的マネーで、年金積立金管理運用独立行政法
人(GPIF)は日本株投資に占めるインデックス運用の比率が8割を占める。
　謙信アセットコンサルティング（香港）代表の木津英隆氏は「大半のアク
ティブ運用はインデックス運用の投資成績を長期的に上回ることが難し
く、個人年金プランなど長期積立を目的とした投資の場合、インデックス
運用を中心としたファンド構成にした方が良い。」と述べているが、イン
デックス運用の場合、構成指数銘柄に入っている限り、経営危機にある会
社の株式も自動的に購入してしまうことになり、本来の意味での株価形成
がゆがむ懸念もある。

　多数のアクティブ運用者に頑張ってもらってこそ市場は効率化し、イン
デックス運用も機能することになる。最近あまり耳にしなくなった「モノ言
う株主」の登場がいまの時代にこそ求められているのかもしれない。
　もはや自分の年金は自分で作る時代、将来的な年金削減リスクに備え
て、アジア屈指の国際金融センターである香港の金融商品を活用するメ
リットについて詳しく知りたい方は、「海外で作る自分年金セミナー」に参
加されてみてはどうだろうか？香港・深圳での個別相談会は随時開催し
ているので、気軽に問い合わせてみると良い。

子育てに効くママの為の講座
【ままサプリ】第2弾
　弊紙でも連載している【ままサプリ】。統計学をもとに人間関係を客
観的に診断する学問として、第1回目に開催されたのが昨年。参加した
多くのお母さん達からのリクエストもあり、来る6月2日にその第2弾が
開催される。「悩みの90%は人間関係。周りの人の素質がわかると、
コントロールしようとしなくなりいい絆が結べる」と講師のKYO氏は語
る。参加したお母さんからは、「子供の資質に合わせた、子育て方法を
教えてもらったので、子育てがグンと楽になりました。」との声が続々。
子連れでの参加もOKなので、ママ友をお誘い合わせの上、参加してみ
ては。講座終了後の参加任意の講師とのランチ会も好評だ。

■日時:6月2日(金)10:00～12:00
■場所:家庭料理 酔いしょ  16/F., SOHO Tower., 25 Hart Ave.,TST

■金額:HKD200(2人分診断付き) ＊1人分HKD50で追加診断可能。
■申し込み方法:
①お名前
②メールアドレス
③診断希望の方のお名前、性別、西暦の誕生日(23時から24時生まれ
の方は明記ください)

④ランチ会出欠
を下記まで

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「インデックス運用VSアクティブ運用」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
6月2日（金）香港10:00～12:00もしくは19:00～21:00
6月3日（土）香港10:00～12:00もしくは14:00～16:00
6月4日（日）深圳10:00～12:00もしくは14:00～16:00
※以下HPの「セミナー申込」もしくはQRコードをスキャン

HP：www.kenshin.com.hk　
Email：kitsu@kenshin.com.hk 
電話：(852)9062-0532　
WeChat：hidekitsu1

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

PPWままサプリサポート部
zets_ppw@pocketpage.com.hk
■講師:Ms.Kyo
ウェブ:http://mama-supple.com

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

Exhibition

Eternal Life 
“Exploring Ancient Egypt” Exhibition

6月2日～10月18日

古代エジプト文明とミイラの謎に迫る！
　エジプト文明は古代最も栄えた文明といわれている。ナイル川の定期的氾濫によって

肥沃な土地という恵みを受けて形成された文明で紀元前3,000年頃に統一国家を成立

し紀元前4世紀のアレクサンドロ大王による征服まで約30の王朝が続いた。そんな古代

エジプト文明の謎やミイラに焦点をあてた展覧会が「香港ジョッキークラブチャリ

ティー」によって開催される。同展覧会では、1,800年～3,000年の6体のミイラを展示。さ

らには、ミイラに関連する約200の貴重な関連アイテム、そして考古学者や専門家がCT

スキャンで、どのようにミイラの体から年齢、性別、食生活、健康状態、ミイラ化状態、そし

て古代エジプトの宗教活動など決定づけているのかが解かる。

時代、場所、文化によって、海賊の意味合いが変わるかも？
　展示会では16世紀から20世紀の南シナ海の港の発展、早期の貿易路

線、海賊と経済の関係について紹介すると同時に、造船技術の発展と南

ナシ海海賊の関係も展示される。

更に、200年の歴史があり、伝説の

英雄チョン・ポーチャイの油絵も展

示。またLegoブロックで作った海賊

たちの戦争シーンとボードゲーム

の模型も。海事に興味がある人は

ぜひ行って見てみよう。

南シナ海の海賊展
チョン・ポーチャイと港町

～10月8日

香港大會堂音樂廳
20:00
www.urbtix.hk/internet/eventDetail/31921
HKD300、HKD220、HKD160
学生、60歳以上、身体障害者とその看護人 半額

Ground Floor Exhibition Hall, Hong Kong Science Museum
(852)2732-3232
hk.science.museum
月、火、金、土、日、祝日 HKD30、水 HKD10、学生 HKD5　

Long Gallery, Hong Kong Maritime Museum, Central Pier No. 8
 月曜～金曜 09:30～17:30、土曜～日曜、祝日 10:00～19:00
www.hkmaritimemuseum.org/eng/whats-on/special-exhibitions/91
成人 HKD30、子供、学生、身体障害者 HKD15

Youth Square, 238 Chai Wan Rd., Chai Wan
19:00
www.urbtix.hk/internet/eventDetail/32418
http://hkwrestling.com
1～2行 HKD190、3～11行 HKD160
チケットを1度に5枚以上の購入で20％オフ。

レスリングフェスが初開催！
　キング・オブ・レスリングが湾仔青年広場で二日間開催される。また、

AWGC軽量級チャンピオンシップも同時開催。出場者は日本のEｍi 

SakuraをはじめシンガポールのAlexis Lee、Riho、Jibzyなど。二人のマス

クレスラー剣舞（日本）とVoodoo（イギリス）の空中殺法にも注目が集

まっている。レスリング好きはぜひ訪れてみよう！

キング・オブ・レスリング2017
King of Wrestling 2017

7月22～23日

淅江の無形文化遺産に登録されたダンスドラマを愉しむ
　「赤いトルソー・乙女の夢」淅江東部の民俗風情を描いた大型の

ダンスドラマ。このダンスドラマは千年前の江南におけるウェディング

ドレスと寧波の農民を題

材にしたもので、清朝末

期、江南古代の町に住ん

でいた一人の乙女の忠

実、不変な愛についての

伝説の物語。

ダンスドラマ
「赤いトルソー・乙女の夢」

6月17日

夏物現在展開中
Accessorize

サマーシーズンが待ち遠しいアクセサリーを販売
　アクセサリーブランド【Accessorize】の夏らしいアイテムはビーチで
の存在感をぐっとアップしてくれること間違いなし。香港内に５カ所あ
るショップでは、全身を飾るアクセサリーが並び、一度ショップに足を
踏み入れれば、宝探しのわくわく感が全身を駆け巡ることだろう。昼夜
やスポットなどシーンを選ばないスタイルは、エレガント、野生的、知
的、シンプルと貴女の好みにきっと合うはず。

1040 shop, IFC Mall, Central
No. 302 shop, Hysan Place, CWB
Shop UG-43, Festival Walk, Kowloon Tong
Shop 426, New Town Plaza, Sha Tin
Shop G17, Olympian City 2

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 

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 インテリジェンス

香港16K～

通信業界よりシニアマネジャーを募集。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。

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港16K～20K

書類翻訳（日本語→英語）、日本本社との連絡、
書類作成等。★日本語と英語に長けた方で、
翻訳・総務ポジションの経験者は尚歓迎！

香港/九龍 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

中長期統計のリサーチャー（マーケット状況、
ユーザーニーズなど）を募集。★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。

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（機械・電気・電子）

15K～25K

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。

IFAのRM業務（日本のビジネスパートナー
または、エンドクライアントのサポート、各種
変更手続き）。★IFA経験者（または興味のある方）
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/
金融・保険・投資顧問 香港 40K～50K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験。

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）

26K香港/九龍

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。

インテリジェンス
香港香港/香港島 16K～35K

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港20K～24K香港/香港島

パートタイムの経理ポジション、兼オフィスサ
ポート。[勤務時間]週1～2回、その他必要に
応じて自宅にて作業。

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。

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

大手IT企業の営業。★システムインテグレー
ション、データセンター、ネットワークのどれ
か一つでも経験がある方。営業経験者。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
編集・広告・デザイン 香港/香港島

応相談
（HKD5K/
月ほど）

広告会社より日本語スピーカーの営業募集！
★広告業界に興味があり、フレキシブルな方、
日本語・英語必須。

マーケティング・
企画・リサーチ/
メーカー（化粧品・医薬品）

20K

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） 20K～25K香港/新界

電子部品商社より営業募集！ ★営業経験
（製造業や商社で金属または非鉄金属の部品
や機械、電子部品を扱っていたらベスト）。30代
で英語または北京語できる方。

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 20K～30K

アパレル業界よりマーチャンダイザー。提案から
受注まで、生産、出荷まで全てをフォローする
仕事。★3年以上の関連経験者、北京語必須、
英語日常会話レベル。

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！

東莞 RMB～25K インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

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）。
日系出身者歓迎！

マカオ

日本円
25万円
～60万円
（総額）

インテリジェンス
広州サービス系/外食・フード

［寿司職人、和食調理経験者］※北京語不問。
マカオ高級ホテル内にある、ミシュラン1つ星
獲得寿司店にて、寿司または和食調理全般がで
きる方を募集。調理師免許ある方優遇。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫 30K

物流業界より倉庫管理者を募集。顧客訪問、
現場・スタッフの管理、指導業務。★最低でも
3年以上の物流業界での倉庫管理経験必須。

香港/新界

インテリジェンス
香港生産管理・品質管理・購買/

専門商社・総合商社
15K～18K

商品管理部：スタッフ、アシスタントマネジャー
募集。商品情報・在庫の管理。★事務経験者、
明るい方、仕事に対して真摯な方を希望。

香港/新界

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

輸入航空貨物のカスタマーサービス（顧客受注
対応、各種出荷手配、当社内海外支店とのやり
取り、トラブル対応など）。★広東語必須、若手
歓迎！

20K～26K

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/
物流・倉庫

香港/新界 ～20K



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
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
レル業界必須。

Reeracoen20K～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。
ノルマがなく、コミッション制もないため、安定
した働き方が可能。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 18K～22K
大手日系商社で、営業担当を募集。ルート営業
がメインで、週に1～2回程度中国広東地区
の仕入先に日帰り出張あり。未経験者でも可。
福利厚生充実。

Reeracoen

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB２８K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネス、英語読み書き以上。

華南WORKS
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
25K～30K深圳 QC（品質管理）マネジャー。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社

営業・販売系/
専門商社・総合商社

20K～30K香港/香港島 日系商社にて、経理業務および2～3名程度の
マネジメント業務。事業会社での経理経験必須。

香港/香港島 25K～40K
日系証券会社にて、機関投資家向けの営業を
募集。日本や香港での証券業界での経験者の
応募大歓迎。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

RMB
15K～20K東莞 日系商社より出向という形で、東莞の工場にて

勤務。技術系以外の事務系の仕事全般を担当。 Reeracoen

営業・販売系/物流・倉庫 20K～35K香港/新界
日系物流会社にて、主に既存顧客のフォロー
担当。クライアントの依頼に合わせた、日々の
入出荷のオーダー管理や在庫管理、納期管理
など。

Reeracoen

サービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K香港/新界

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応業務。
シフト制。空港で働きたい方、旅行や空港での
業務経験のある方歓迎。

Reeracoen

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
けるビジネス開発業務。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
では事業拡大中の為経験豊富な方を募集。
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会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 20K～30K

日系商社にて経理マネジャーとして経理業務
全般を担当。数名のメンバーマネジメントと、
日本への連結レポートなども。

香港/九龍

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

日系電子部品商社で、営業スーパーバイザー
業務。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。

応相談専門職/
プロジェクトマネージャー

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
提案・実行。英語ビジネス。会計税務法務業務
経験者、日本国公認会計士、又は税理士免許
保持者歓迎。

香港WORKS
クリエイティブ系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 30Kアパレルデザイナー。

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

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

香港WORKS
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+
コミッション香港/香港島 投資顧問会社での顧客開発マネジャーを募集。

英語ビジネスレベル。

香港WORKS香港/九龍クリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン 18K～22KDTP制作オペレーション&営業補助。

香港WORKS香港/九龍営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～35Kセールス＆マーケティングマネジャー。

AOBA香港

ビジネス（香港・広東共通）
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企業には、企業のための日経を。

http://pr.nikkei.com/pro/

マネジメント層からビジネスの現場にいたるまで、企業が必要とする情報力̶。
「日経電子版」から、圧倒的な情報量のみならず、効率的な記事検索機能やキーワー
ド登録による関連ニュースの自動収集や保存、さらにチーム内で情報をシェアできるグ
ループ機能など、読むだけでなくビジネスにおける様々なシーンで有効活用できるビジ
ネス情報サービスの決定版「日経電子版Pro」がスタートした。
その魅力的な機能の数 を々紹介しよう。

このように日経電子版ならではの良さはそのままに、ぐんと総合的な情報力がアップし
た日経電子版Proは、今後ますます多様化、グローバル化していくシーンの中で、ビジネ
スマンの強い味方になってくれることは間違いなさそうだ。さらに詳しい情報はウェブ
サイトで調べてみよう。

日経新聞の朝刊・夕刊に加え、速報
ニュース解説、動画コンテンツなど、
電子版オリジナル記事を幅広く配
信。Web形式または紙面イメージで
読める。また、「北海道経済」から
「沖縄九州経済」まで、日本の地域経
済面を配信。地域のビジネス情報も
充実している。

個人契約の日経電子版

日経の専門誌

日経電子版 Pro
P O I N T 1

ビジネスに役立つ

情報をさらに充実

約950本

約350本

日経朝夕刊 約350本
 　　　   ＋ 
電子版独自 約600本/日

日経電子版 Pro
P O I N T 2

欲しい情報を

集める・使う

「日経産業新聞」・「日経MJ」・「日経
ヴェリタス」の専門3紙のデジタル
記事が閲覧できるのは電子版Pro
だけ。さらにきめ細かく、ビジネス情
報がチェックできる！

取引先の昇進・移動など、登録した
企業の人事情報・おくやみを知らせ
てくれるアラートサービス。約30万
人分の経歴データベース「日経
WHO’S WHO」も利用できる。

企業・業界のニュースとデータを一
覧できる日経会社情報DIGITALの
データベースを20,000社超に拡大。
取引先や業界を登録しておけば新
着情報が自動で届けられる。

約1,300本
記事数あわせて

約6,700社
人事情報

約20,000社
企業情報

取引先の人事が
メールで通知されるから、
大事な人事を見逃さない！

個人契約の電子版の約５倍の
企業基本情報、業績、最新ニュースなどを
企業別にまとめて閲覧できる！

日経人事ウオッチ 日経会社情報DIGITAL

キーワードを登録すれば、
必要な情報だけを効率的に収集できる！

日経電子版と専門紙の膨大な記事の中
から、読みたい記事をすばやく探せる。

記事検索
登録したキーワードに関連するニュース

記事や紙面の切り抜きイメージを保存
できる。

を自動収集してくれる。

キーワード検索

登録した連載・コラム、企業・業界の新着
を一覧できる。

フォロー

「日経電子版Pro」「日経電子版Pro」
はじまる！はじまる！

日経電子版 Pro
P O I N T 3

いつでもどこでも

読み方自在

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

場所を選ばないからビジネス自在

日経電子版 Pro
P O I N T 4

情報をすばやく簡単に

共有する

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

ギフト機能
グループ専用のタイムライン上で、新着
情報を共有。コメント機能など、チーム
での情報活用ができる。

シェア・グループ機能
記事をプレゼントして情報共有できる 重要な情報をチームでシェアできる

（2017年秋開始予定）

〈現在、国際版をご自宅・オフィスで定期購読中の方〉
日経電子版Proをすべて『無料』でお使いいただけます。
https://www.nikkeiasia.com/app/denshi/未登録の方はこちらのサイトよりお申込・
お問い合わせください。

〈電子版Proのみをご希望の方〉
電子版Proは法人契約向けの商品となり、会社単位でのお申込となります。
https://www.nikkeiasia.com/denshi/詳細はこちらのサイトよりお問い合わせください。

●日経電子版Proのお申込方法

  問い合わせ先
日経中国（香港）有限公司／NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.
LEVEL21, No.28, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
TEL: +852-2598-1771 email: nikkei@nikkei.com.hk

記事保存
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香港

香港＆広東

深圳

　今回のコラムでは、今月クライアントから問い合わせ
のあった興味深い問題について、みなさんと共有した
いと思っております。ふたりっ子政策が実施されたこと
により、今後産休を取得する女子従業員が増えることが
予想されます。
　弊所のクライアントは、産休を取得する従業員が増
えたことにより、彼女たちに対する人事評価についてお
悩みで、次のような問い合わせをされました。

一、「問合せ事項」
（1）産休を取得した従業員と、1年間フルに働いた従業
員を比較すると、職位に対する責任も、目標達成も、ど
うしても達成度は低くならざるを得ないと思います。し
かし、法律によれば、出産休暇期間中も休暇前と同等
のパフォーマンスを示したとして評価をしなければな
らないということでしょうか？
（2）皆勤賞には影響は与えないが、評価については、休
みなく働いた従業員との比較では差を付けることは問
題ないでしょうか？
（3）産休を取得したり、産休前後に残業できない、退社
時間が早い等、勤務時間に差が出ていることも事実で
あり、時間が少なければその分成果も低くなることは当
然の状況です。1年間フルに働いた従業員から見ると、
全く差異なく評価されることに不公平感を感じている
のも事実です。1年間フルに働いた従業員と合理的な
範囲で差を付けたいということです。
（4）出産休暇終了後について、出産前の職位、待遇を保
証しなければならないのでしょうか？

二、関連法令
「広東省人口及び計画出産条例」
第30条　法律、法規に適合する子女を生育する夫婦に
ついて、女子は80日の奨励休暇を享受する…（中略）…
当該期間における賃金は従来通り支払うものとし、福

利待遇及び皆勤賞に影響を与えてはならない。

「労働人事争議事件審理の若干問題に関する広東省高
級人民法院、広東省労働人事争議仲裁委員会の座談会
議事録」
第22条　使用者が労働者の職場を調整するにあたり、
次の各号に掲げる全ての条件を満たす場合、使用者が
適法に人事権を行使したものとみなす。
①労働者の職場調整が使用者の生産経営の必要性に
よるものである
②職場調整後の労働者の賃金水準は元の職場に基本
的に相当するものである
③侮辱性、懲罰性を有するものではない
④その他の法令に違反しない
  
三、法的分析
（1）「広東省人口及び計画出産条例」30条によります
と、計画生育政策に適合する出産をし、出産休暇及び
奨励休暇を取得する女子従業員について、その休暇期
間は正常に出勤したものとみなさなければならず、福
利待遇、皆勤賞に影響を与えてはいけません。ここにい
う「福利待遇」を厳格に理解すると賞与や昇給に影響を
与えてはいけないということです。もっとも、出産休暇
期間以外の期間において、病気休暇、私用休暇などが
あった場合、それを評価の対象とすることはできます。
（2）出産休暇を取得したため、休暇期間中は業績がな
いとして他の従業員と比して低い評価とすることは、女
子従業員保護の観点から不当であると考えます。そこ
で、業績評価部分については、例えば次の方法を検討
できると思います。
①過去の本人の評価の平均値を使用する。
②本年度出勤期間の業績の1年の期間に相当する値を
算出して使用する。
このような処置を講じれば、休みなく働いた従業員とあ

る程度差をつけることができると思います。
（3）産休を取得した社員の評価を下げる場合、産休を
取得したこと以外を理由にすべきと思います。出勤日
数・時間が少ない又は産休を取得したことを理由とす
ると、女子従業員保護の観点から不当とされるリスクが
高いと言えます。そこで、直接に産休を取得したことを
評価の理由とするのではなく、その他の業務に対する
態度や成績などを理由にすべきでしょう。
（4）前述の「議事録」22条によりますと、出産休暇を終え
て職場復帰した女子従業員について、会社の需要に応
じて業務内容及び職場を調整することができますが、
調整後の報酬待遇は基本的に出産休暇前の待遇に相
当するものでなければならず、かつ、侮辱性及び懲罰
性を有するものであってはいけません。もっとも、従業
員本人の書面による合意を得ることが出来れば、その
報酬や待遇を引き下げてもリスクはありません。

四、まとめ
　いかがでしたか？ 今後、産休を取得する女子従業員
の評価をされる際に、今回のコラムを参考にしていた
だければ幸甚です。

産休を取得した女子従業員の評価について
中
国
法
律
コ
ラ
ム 18 広東盛唐法律事務所

SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格 
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート 
Tel: (86)755-8328-3652 
E-mail: odake@yamatolaw.com

ビジネス（香港・広東共通）
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広州

資産としての金の魅力は
どのような部分でしょう。
　信用リスクのない安心感と、いつでも売却
して現金化できる流動性の高さでしょうか。株
や債券は、国や企業の信用・業績により価値
が決まるのですが、その発行体が破綻してし

まうと一瞬にして紙くずになってしまうというリスクをはらんでいます。一方、
金はそれ自体に価値のある「実物資産」であるため、無価値になることがあり
ません。また、金の持つ利便性・流動性の高さも人気の理由です。同じ実物資
産でも不動産は小分けして売ったり、手渡しで贈与したりできませんが、金は
小口のバーやコインにすれば、分割しての相続や売却が可能です。そういった
背景から金の需要は年々高まっていると言えるでしょう。

なぜ香港で事業を始めたのでしょうか。
　世界中から投資家が集まる香港では、当然、金投資に興味を持つ方が大
勢います。日本でも国外で金を購入したいと考える方が増えました。やはり
プライバシーの観点でそうされる方が多いと思います。このような理由から、
金のニーズの高い香港に進出を決めました。

他の同業者と比べて貴社の強みはどういった部分でしょう。
　弊社では金の販売から保管、売却まで、トータルにサポートしております。取
扱商品は日本ではあまり見られない一流ブランド、「アルゴー・へレウス」をは
じめ、世界的に信頼を得ているスイスブランドが中心となります。購入後はお
持ち帰りいただくことも可能ですが、貸金庫への輸送・保管も承っております。
宝石や貴金属、絵画、高価ワインなど、高級品専門の輸送と保管のエキスパー

トでスイス資本の「ファインアートロジスティックス FINE ART LOGISTICS」の貸
金庫で保管いただけます。シンガポール空港内にあり利便性も良いことか
ら、世界中の投資家たちに利用されています。専用コンシェルジュが常在し
ており、いつでも出し入れ自由です。販売だけでなく輸送と保管の手配まで
サポートできるのが弊社の最大の強みです。

これから金投資を始めててみようと
考えている方にひと言お願いします
　世界的に金融情勢が不安定で、誰もが将来
の不安を感じずにいられないなか、保有する財
産を確実なものとして残しておきたい風潮が
強くなっています。金は世界情勢や経済に影響
を受けにくく、人口の減少や年金問題など、将
来や老後を不安視する日本の若い世代にもお
すすめの投資です。弊社は完全予約制で、個人
情報保護の観点でも安心してご利用いただけ
ます。是非一度足を運んでみてください。

2012年の安倍内閣の発足後、経済政策として掲げたアベノミクス効果により株価、経済成長率、企業業績、雇用などの多くの経済
指標において改善が見られた日本経済。しかし、世界経済においては英国のEU脱退や中国の経済成長の減速、さらに、北朝鮮情勢
の悪化など、長期的な停滞が予想され依然不透明感が漂っている。今回個人資産としてのニーズが高まりつつある金の販売を扱う
「プレミアム・ポートフォリオ・サービス PREMIUM PORTFOLIO SERVICE」の代表より、金を保有するメリットについて話を伺った。

PREMIUM PORFOLIO SERVICES プレミアムポートフォリオ・サービス（PPS)
住所：Unit12, 14/F., West Wing, Peninsula Square, 18 Sung On St., Hung Hom
電話：(852)2505-5726
LINE/Whatsapp/WeChat：(852)6422-9156（受付担当：伊藤）
メール：info@ppss.com.hk

リスクの少ない実物資産として需要が高いリスクの少ない実物資産として需要が高い

分割して相続可能な流動性の
高さも人気の理由

ビジネス（香港・広東共通）
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