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香港＆広東

香港

香港

今週の香港ピックアップ  東南アジア料理のテイクアウト専門店
「HAWKR HK」

ヘルシーな東南アジア料理を気軽にテイクアウト！
　香港島の東側、数多くの大手企業のオフィスが集まりオフィスワーカーたちが忙しく行

交う。ランチタイムともなると、周辺で働く人々でレストランやカフェは賑う。そんな鰂魚

涌（クアリーベイ）に、厳選した新鮮な食材で作るヘルシーな多国籍の屋台料理をメ

インとするテイクアウト専門店がオープンした。MSGや合成着色料は一切不使用。オー

ガニックにこだわった食材で毎日お店で作られる幅広いオリジナルメニューには、パパ

イヤサラダ、ベトナム風キャベツサラダなどのサラダ、タイチキングリーンカレー、ジャパ

ニーズチキンレンドンなどのご飯もの、ベトナムサンドイッチのバンミー、ペナンのミー

トボールヌードル、ベトナムのフォーなどが並ぶ。また、バリスタの淹れるこだわりのコー

ヒーも自慢だ。

G/F., 36 Hoi Kwong St., Quarry Bay
7:30～19:00
(852)9012-1236
hawkrhk

カネボウ取扱い店
SOGO 銅鑼灣店、尖沙咀店
朗豪坊BEAUTY AVENUE
一田百貨(沙田) 
千色CITISTORE (荃灣店)
HKD440

“秋の木漏れ日”を感じる新作コスメ登場！
　色を使って光が影を引き出し、心まで洗われるような上質メイクがで

きるルナソルの「浄化メイク」から秋の新作が登場。木漏れ日をイメージ

した4色アイシャドウはその中でも一番人気。透明感や抜け感が演出で

きて、上品で大人の洗練された目元を演出してくれる。

カネボウ ルナソル
2017冬コレクション

発売中

圧倒的な世界観で人々を魅了する
　毎年3月にアメリカのマイアミで開催される世界最大級の音楽フェ

スティバル「Ultra」。今年で19年目を迎える同フェスティバルは、現在

では世界各国19か国で開催され

ている。そんな世界中のTOP DJが

集まる音楽の一大イベント「Road 

to Ultra」が9月16日(土)に香港で開

催される。

Road to Ultra Hong Kong 2017
世界最大級の音楽フェスティバル

9月16日

West Kowloon Cultural District
https://hongkong.roadtoultra.com
先行チケット HKD1,080
前売り HKD1,190
当日券 HKD1,480 

台湾KIKIヌードル
香港でオンライン販売スタート

発売中

台湾で人気レストランの自家製麺
　台湾で若者に人気のモダンな本格的四川料理のお店「KIK I 

restaurant」。有名人が出資してオープンした話題のお店。そんな同店の

オリジナル麺が香港でオンライン販

売を開始した。自然本来の材料、添

加物、MSGを含まない、日干しで

作った体に優しい麺。コシのある食

感が魅力。

(852)2777-8134（Whatsappでのオーダーも可）
www.kikifg.com.hk
HKD48（6個入り）

Season by Olivier Elzer
夏の新アフタヌーンティー「FRUIT-TASTIC」

ミシュラン一つ星店の贅沢アフタヌーンティー
　銅鑼灣（コーズウェイベイ）に店を構えるミシュランガイドで2年連続一

つ星を獲得しているフレンチレストラン「Season by Olivier Elzer」から新し

く夏のアフタヌーンティーセッ

ト「FRUIT-TASTIC」が登場。フ

ルーツと森をテーマにし3段ト

レーにはセイボリー、お店オリ

ジナルの木箱には色鮮やかな

スイーツが並ぶ。

Shop 308, 3/F., Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Rd., CWB
平日 15:00～17:30、週末 15:30～17:30
(852)2505-6228
1人用 HKD268、2人用 HKD518

香港ピックアップ
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深圳

香港

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。
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香港

香港ローカルニュース
  香港に新しい緑のミニバスが登場
　香港での移動手段として多くの方に利用され
ている「トヨタ製の緑ミニバス（16席）」が19席
へアップグレードとなり、現在、古い車種との入
れ替えが進められています。そして新たなミニ
バスとして、車椅子の方にも優しい「英国
Optare製の19席のミニバス（写真）」も製造さ
れ、早ければ来月より運行される予定です。
　19席のトヨタ製の緑ミニバスは、1台70万香
港ドル（約1,000万円）。先々週より、西貢（サイ
クン）と将軍澳（チョンクワンオウ）を走る番号「101M」、大埔（タイポー）エリアを走る番号「20C」、南区
（サザンディストリクト）エリアを走る番号「4M」で走行が開始されました。
　また、英国Optare製ミニバスは1台150万香港ドル（約2,100万円）。車椅子での乗車が容易なス
テップや専用スペース、お年寄りに優しい手すりなどが搭載されています。このミニバスは来月から走
行となる予定であり、まずは病院のあるルートより優先導入され、堅尼地城（ケネディタウン）と薄扶林
（ポックフーラム）のクイーンメアリー病院を走る番号「54M」が最初の走行ルートとなるようです。
　これまで、香港の法律では「ミニバスの最大席数は16席、立ち乗り禁止」と定められていましたが、
混雑時の席数が常に不足していたことから、2016年に最大席数を19席とする法律が成立し、2017年7
月より施行され今回の新ミニバスが誕生しました。
　香港には路線・発着時間・運賃が定められている緑ミニバスと、始発点と終点のみで路線・発着時
間・運賃が定めれれていない赤ミニバスがあり、合計4,350台（緑3,272台、赤1,078台）が走行していま
す。今回アップグレードとなるミニバスは緑のミニバスとなります。

  香港のビーチ閉鎖が13ヵ所に拡大
　今月、中国の海上での船の衝突事故によって流
れ出した大量のパーム油が原因で香港のビーチ
10ヵ所が閉鎖されていましたが、8月8日（火）には
3ヵ所が追加で閉鎖されました。香港政府は、ビー
チの清掃完了には長ければ2週間を要するとの見
解を示しています。
　中国の海上での衝突事故により船から流れ出

したパーム油は1,000トン以上で、約200トンが香港のビーチに流れ着いているとのことですが、清掃

活動は順調に進んでおり、香港政府はすでに100
トン程度を回収したそうです。また、ボランティア
団体なども積極的にビーチへ訪れて清掃をして
いるようです。
　一方、環境保護団体「生態教育・資源中心」は、
今回の事故に関する政府の対応は遅かったと指
摘しており、中国の海上で船の衝突事故があった
のは8月3日（木）だが中国政府から香港政府への
報告は8月5日（土）であった点や、正確な事故発生位置や責任の所在がいまだに発表されていない点
が、環境保護の観点から適切でないと議論しているようです。
　パーム油自体は人体に無害であるものの、海水浴でアレルギー反応を起こす人もいると医師は警
告をおこなっています。また、藻の繁殖や赤潮の発生などに影響し生態系への影響が懸念されてお
り、多くの魚の死骸も確認されているようです。
　現在閉鎖となっているビーチは以下の13ヵ所であり、香港政府の娯楽・文化事務署は赤旗（遊泳禁
止）を発令しています。
・香港島：浅水湾（レパルスベイ）、中湾（ミドルベイ）、南湾（サウスベイ）、舂坎角 （チュンハムコック）、
亀背湾（タートルコーブ）、深水湾（ディープウォーターベイ）、聖士提反湾（セントステファンズ）
・ランタオ島：貝澳（プイオー）、塘福（トンフック）、上長沙（ションチョンシャ）、下長沙（ハーチョンシャ）
・ラマ島：洪聖爺湾洪聖爺湾（ホンシンイェビーチ）、蘆鬚城（ローソーシン）
　今週末に海水浴などを予定されている方は、各ビーチの状況を確認した上で、お出かけすることを
お勧めします。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

プレゼンツ

ローカルニュース
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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

海外Eコマース事業のコンサルティングを行う
IT企業にて経理・総務スーパーバイザーを募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。香港
の事業会社にてバックオフィスの就業経験の
ある方。英語ビジネスレベル。

企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港22K～26K

日系アパレル商社にて営業マネージャーを募集。
家庭用品や雑貨を中国から輸入、北米向けに
販売。日系、北米企業クライアントを担当し、新規
顧客開拓、既存顧客対応。受発注業務、生産、
物流、納品管理。10年以上の営業経験者。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/商社 40KRGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K～25K

日系保険会社にてカスタマーサポートを募集。
日系企業を中心の既存顧客のフォローアップ
業務。日系保険ブローカーの窓口業務、社内の
関係部署へ報告、交渉など。損保関連経験者
歓迎。英語ビジネスレベル。広東語尚可。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

外資系ゲームサイト運営会社が日本マーケット
担当のテクニカルコンテンツライターを募集。
日本マーケットのオンラインゲームサイトの
運営。Webサイト上のコンテンツ作成。Web
業界、モバイルゲーム業界経験者歓迎。

日系不動産企業にて営業担当者を募集。新規
顧客の開拓、既存顧客のフォロー。不動産情報
の提供、物件下見・同行、クロージングまでの
一連の業務。香港での就業経験もしくは営業
職経験者。英語で業務上対応可能な方。

RGF 香港香港/香港島 20K～24K営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

日系食品商社にて購買担当を募集。日本から
香港への仕入・調達業務。船積用コンテナの
積載管理。香港内倉庫から各拠点への配送
管理。仕入先や納入先との納期調整や管理。
仕入・調達業務の経験のある方。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K営業・販売系/商社

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/香港島 21K～25K

イギリスのハイブランド企業がカスタマーサー
ビス担当者を募集。電話やメール、SNSによる
顧客へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、
商品改善に貢献する。カスタマーサービスの
経験者や、顧客対応に長けた方。

アートギャラリーにて会計スタッフを募集。東京
のアートギャリーの売上・経費計算など経理
業務一般。香港会計スタッフ・日本オフィスと
の調整、その他事務関連業務。2年以上の日本
での会計経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

20K～30K

日系会計事務所にて会計コンサルタントのアシ
スタント（パートタイム）を募集。日本語ホットラ
インの対応や庶務および一般事務。1年以上の
経理経験者優遇。ビジネスマナーのある電話
対応ができる方。在宅勤務。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 10K

日系ITシステム会社にてプログラマーを募集。既存Web
サイトの管理、提携先顧客のシステム管理、データベース
開発等。同業界で3年以上の経験がある方。IBM DB2/ 
DB2 iSeries, C#.NET, Java J2EE and MS 
Accessの知識のある方優遇。英語ビジネスレベル。

香港/九龍 RGF 香港
技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～28K

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System I（AS / 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。システム開発と
RPGプログラム開発担当のシステムアナリスト
のチームの管理。英語・中国語ビジネスレベル。

香港/香港島 RGF 香港技術系（IT・通信)/
金融・保険

50K～75K

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
を募集。品質保証管理、新規仕入先開拓。品質
保証経験（10年程度）または仕入先指導の経験
がある方。出張訪問で仕入先工場の良否を判定
できる知識がある方。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/商社 40K 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） 35K～48K

日系の電子部品商社にて、営業担当者を募集。
深圳・香港のセールス、FAE、コーディネー
ターのチームの監督と華南地区および上海
中心の販売活動。電子分野での営業経験もし
くは管理やスーパーバイザーの経験のある方。

香港/新界

香港/新界 28K～30K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシス
タントマネージャーを募集。既存企業のフォ
ローおよび一部新規開拓。サービスの提案、
受発注、見積書作成。物流会社での業務経験者。
英語ビジネスレベル。北京語できる方歓迎。

香港/新界 15K～20K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

大手日系航空会社にて日本語スタッフを募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。
グランド業務のチェックなど。3～5年以上の
航空業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/新界 20K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系大手物流会社の空輸事業部にてセールス
コーディネーター（内勤）を募集。営業サポート
業務、見積もり書作成補助、インボイス発行、
書類準備、デリバリースケジュール調整など。
営業、営業事務、貿易事務などの経験者。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 35K～50K

日系Eコマース企業にてEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。マーケティン
グ業務や新規顧客獲得の企画。5年以上の
オンラインマーケティング関連業務経験者。

香港/九龍

香港/九龍 30K～45K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社

EMS事業を行う日系商社にて会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告。香港も
しくは海外法人での会計実務経験者。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日系大手電気・プリンターメーカーにてセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

香港/九龍

企業クライアントへの情報通信技術（ICT）
ソリューションの推進。営業リードの開拓と
顧客要求の特定。日本の法人顧客との良好な
関係確立。市場シェアと企業収益の向上。英文
文書作成および英語堪能な方。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 20K
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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/
専門商社・総合商社 香港/香港島 インテリジェンス

香港20K～30K

【香港在住の台湾語話者を大募集】ゲーム業界
より翻訳者。商品の開発/広報/販促に伴う各種
翻訳業務（日→中文・繁体字）、商品発売イベン
ト準備。★繁体字（香港・台湾表記）/日本語に
精通している方。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 インテリジェンス
香港15K～20K

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
金融・保険・投資顧問

香港/香港内 30K～35K
金融業界よりアシスタントマネージャーを募集！！
中国・ASEANマーケットにおけるリサーチ・
アドバイサリー・レポート業務。★3年のリサーチ
または営業経験者。

保険業界よりマーケティングサービスのシニア
エグゼクティブを募集！ 既存の日系法人顧客の
アカウント管理、営業活動、シニア営業の補佐
など。★ビジネス英語。

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

香港
時給ＨＫＤ
50～70

（経験により
応相談）

食品・飲料業界よりパートタイムの商品開発者
を募集！新商品のメニュー開発や、商品に関
する棚卸し（在庫確認など含む）。★週３日勤務
9：00～18：00⇒応相談可能！

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） 14K～25K香港/九龍

金属関連企業にて営業業務（華南・東南アジア）。
出張あり。★最低3年の営業経験（業界不問）。
英語・北京語ビジネスレベル。ビザをお持ちの
方のみ。

インテリジェンス
香港香港/香港島 15K～20K会計・監査・経理/

小売・流通・通信販売

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

インテリジェンス
香港～30K香港/香港島

大手証券会社よりトレーダーを募集！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。★大手投資銀行または証券会社で
の関連業務経験。

既存顧客への営業活動ならびに新規顧客の
開拓、中国工場へ行き、生産管理/品質管理など。
★営業経験必須、社交的な方、北京語or英語
コミュニケーションレベル。

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 16K～20K

宝飾卸業界より経理を募集！ 経理補助業務
（帳簿付け）、本社との連携、会計会社との窓口。
★経理未経験者歓迎。

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 50K～65K

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。

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～30K

システムを通して入ってきた予約情報を、香港
ディズニーランドに伝える業務、事務サポート
など。【勤務時間】10:00～16:00、週3日程度
(曜日は応相談)。★英語もしくは広東語が
コミュニケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港香港/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/
物流・倉庫

20K香港/新界
ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプラ
イヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

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/九龍 15K

電子業界よりセールスアシスタントを募集！
★英語or北京語必須、セールスコーディネー
ター経験有れば尚可（商社や貿易会社）。

ITコミュニケーション企業よりカスタマーサー
ビス。日本のお客様からのご注文をお電話で
受け、パソコンで簡単なデータ入力業務。★基本
的なPCの操作やエクセルができる方。

インテリジェンス
深圳

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

RMB～25K

行政部長を募集。各拠点との窓口となり連携
をすすめる、社内の管理全般。★管理部での
経験及びマネージメント経験、メーカー及び
商社での管理経験（課長以上）。日本語、北京語、
英語でコミュニケーションが可能な方。

深圳

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

日系商社で営業職を募集。★1）日系企業での
仕事経験。2）営業（特に樹脂・自動車業界・商社）
5年程度。【語学力】北京語：業務交流できる
レベル。

広州

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/
旅行・レジャー・観光

香港/九龍

日本食品全般の購買、調達業務、既存取引先
への発注、納期管理、価格交渉。★日本食品を
海外に広めたい志の方大歓迎。

時給HKD90

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
外食・フード 香港/新界 17K～20K



香港

香港

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

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～23K

香港にある日系企業へ各種保険の提案。年金、
会社の任意保険、従業員向けの医療保険など
の商品提案。

広州 20～
30万円

華南WORKSサービス系/外食・フード 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

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

香港/九龍 18K～22K 香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

マネージャーアシスタント。日本側との連絡
業務。旅行会社とのパッケージ旅行商品作成。
山形県や岩手県をPRしてパッケージ旅行商品
を開発する業務。

香港WORKSサービス系/外食・フード 20K～25Kスイーツ専門店でのスーパーバイザー・エリア
マネージャー。

香港/香港島

Reeracoen企画・宣伝・広報/
コンサルタント 香港/香港島 30K～50K

大手ビジネスコンサル企業で、営業コーディ
ネーター業務の担当。営業担当と会計士の間に
入ってコミュニケーションを取り、最適な方法
を提案し業務をスムーズにすることが重要。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 25K～40K

香港にある日系証券会社にて機関投資家や
個人投資家向けの新規開拓営業を担当。主に
日本株や投資信託の販売が中心。入社後は英語
で香港の証券取扱者資格の試験を受ける必要
有り。

Reeracoen時給HKD
50～80香港/香港島

日系レストランで店舗ホールスタッフを募集。
料理の提供、ワインのサーブ、香港人スタッフに
日本のサービスの指導【正社員も検討可能】。

サービス系/外食・フード

香港/香港島 30K～50K
大手コンサル企業で、コンサルティング営業
業務の担当。会計・法務に関する資格や経験
よりも、主体的にコミュニケーションを取り、
真のニーズを汲み取れる傾聴力が最重要。

Reeracoen

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

営業・販売系/
コンサルタント

25K～30K香港/香港島
有名日系レストランでレストランマネージャー
を募集。スタッフのマネジメント、レストランの
管理、飲食の提供がメインの業務。

香港/香港島 14K～18K
日系宝石企業で、事務職を募集。一般的な経理
業務、エクセルに金額の入力等を担当。人物
重視の採用、業界経験は問わない。

Reeracoen
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

Reeracoen20K～25K香港/九龍
日本食食材の輸入、卸売り業務（香港内）および
再輸出。東南アジア•オセアニア諸国および
欧米諸国の食材の輸入、卸売り。日系企業を
中心とした既存ルート営業。

営業・販売系/物流・倉庫

Reeracoenサービス系/医療関連 20K～25K
日系医療業務企業でカスタマーサポートの
マネージャーを募集。事故治療のレポート作成、
病院への同行、日本人顧客向けセミナーの開催、
医療機関への営業など、多岐に渡る業務。

香港/九龍

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 40K～60K香港/九龍

「日本基準の安心」と「世界トップ水準の商品
サービス」を提供する、資産運用サービス専門
銀行での業務。一般～ウェルスマネジメント層
の個人顧客に対し、RMとして従事する。

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

20K～40K香港/香港島 会計コンサルタントまたは顧客窓口。 香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

時給HKD
70～120香港/香港島 進出コンサル企業でのパートタイム業務。 香港WORKS

Reeracoenサービス系/
旅行・レジャー・観光 香港/新界 15K～23K

香港国際空港にて、チケットカンター及びボー
ディングゲートでの業務全般を担当。日系企業
での勤務。

20K～23K営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

日系メディア企業で、営業担当を募集。メインは
日系企業向けの新規開拓。既存顧客のフォ
ロー、契約更新、請求書の発行や、お客様から
の要望・問い合わせに対する対応など、多岐に
渡る業務。

Reeracoen香港/九龍

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。北京語ビジネスレベル、英語読み書き以上。

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
の提案・実行。英語ビジネスレベル。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。

AOBA香港
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香港＆広東

　"金かビットコインか？"と
いう考え方はいまや徐々に
浸透し始めてきている。人々
は、世界の銀行システムが
危険にさらされていること
を認識して代替案を検討し
ており、世界の主要都市に
ある非公開の外国人向けア
パートに人気があるのは、
銀行に資産を所有したがる
のと同じような衝動による
ものだという人もいる。

　たしかに金とビットコインは幾分補完的な存在であるといえる。それらの強
みは弱点でもあり、逆もまたしかりだ。これは、金とビットコインが共に私たち
の将来にいくらか役割を果たすかもしれないことを示唆している。
　金には、価値の安定した物質として役割を果たしてきた何千年もの歴史があ
り、この安定性により、金は価格設定や長期契約（ローンや雇用契約など）の基
準としても使用される。また、世界には約7兆ドル相当の金があり、これは330億
ドルのビットコインに比べて非常に多い。ビットコインは、銀行独自のデジタル
システムとは独立していても、仮想の通貨に過ぎず、仮にシステムがダウンする
などのトラブルがあれば、その価値は揺らぐ。そんな時でも金の価値は変わら
ない。金は匿名性が高く、輸送や取引が比較的容易で、ポケットに入れて運べる
ゴールドの1キロバーは約4万ドルの価値を持つ。
　しかし、時代はよりスマートな取引を望んでいる。ビットコインは、移民労働
者が外国の家族に送金する際などの長距離取引に広く使われている。これまで
は、ウェスタンユニオンのようなサービスが必要だったが、これは手数料の負

担が大きかった。また、ビットコインはほとんど無期限に細分化することがで
き、小規模な取引でも効果的だ。最も小さい10セントオンス（約3.1グラム）の金
貨はまだ約120ドルの価値があるが、ビットコインは倍の値段が付くかもしれ
ない。しかしそれは信頼できる蓄え、または価値基準ではないことは明らかだ。
このため、価格設定や長期契約のための基礎としてビットコインを効果的に使
用することは難しい。
　そのため、私達は金を「普通預金口座」、ビットコインを「当座預金口座」のよ
うに使い、トランザクションアカウントを補充したり、長期資産に価値を移すた
めに、必要に応じてビットコインを金に換えたり金をビットコインに換えたりし
ていくことを考えた。価格や契約は金で表記されるかもしれないが、日々のマー
ケットレートでビットコインで支払われる。ドルで指定された商品やサービス
ではすでに一般的なことで、ビットコインは支払いに利用される。
　このモデルは、私たちが世界中で見てきた同様の取り決めと実際のところ大
差ない。例えばトルコでは、信頼価値の低い通貨を持つその他の国のように表
記がユーロだが、実際の取引はトルコのリラで行うことができる。
　小規模な電子取引のためには、ビットコインのようなオプションが付いた、
金に基づいた統合システムを確立するのがよいと私は思う。GoldMoneyはこ

のようなサービスを提供している
が、金銭取引に関する問い合わせ、
匿名性の欠如、電子プラットフォー
ムによる金取引の税制上の結果な
ど、何らかの理由で人々はビットコ
インを好むようだ。理由の1つに中
央銀行が関与していないように見
えるということがあるというが、そ
れはたしかにそうかもしれない。

金か、ビットコインか？
現代の資産に関して知っておきたいこと
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香港

　今回のコラムでも、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、ご紹介させていただき
ます。弊所のクライアントの女子従業員は、出産後も授
乳のために休暇を延長したいとして休暇を申請してき
ました。クライアントは、この女子従業員に対して、かな
らず休暇を与えなければならないか？ 休暇を与える
場合は有給としなければならないか？という問題でお
悩みでした。今回はこの問題について皆さんと共有さ
せていただこうと思います。

一、背景及び問合せ事項
•出産をした女子従業者が、産休期間満了後も授乳のた
めに休暇を延長したいとしています。其の根拠は、「広
東省女子従業者労働保護実施弁法」（1989年施行）
（以下「実施弁法」という）の第８条と思われます。

二、問合せ事項
1.法律上、出産休暇満了後も、産後の状況により、休暇
を与えなければならないのだろうか？
2.休暇を与える場合は、有給としなければならいのだ
ろうか？

三、法律意見
•関連法律法規
1.女子従業者労働保護特別規定（2012年施行）（以下
「特別規定」という）
第9条（授乳期間中の保護）
　使用者は、1歳に満たない嬰児に授乳中の女子従業
者に時間外労働又は深夜労働をさせてはならない。
　使用者は、授乳期間中の女子従業者に対して、毎日、労
働時間内において1時間の授乳時間を与えなければなら
ない。多胎出産の場合は、授乳中の嬰児が1人増える毎

に授乳時間を1日につき1時間ずつ増やすものとする。
2.広東省女子従業者労働保護実施弁法（1989年施行）
（以下「実施弁法」という）
第8条（授乳休暇）
　女子従業者は、出産休暇期間が満了した際に、現実
的な困難があり、本人が申請して上司が承認した場合
は、嬰児が満1歳になるまで、授乳休暇を取得すること
ができる。授乳休暇期間において、その所属する使用
者は、本人の賃金基準の75％を下回らない賃金をこれ
に支給しなければならない。

（二）分析意見
1.当該女子従業者に有給休暇（75％以上）を与えなけ
ればならないか？
（1）実施弁法8条によると、女子従業者は、出産休暇期
間が満了した際に、現実的な困難がある場合には、嬰
児が満1歳になるまで、授乳休暇を申請することができ
ます。ただし、当該休暇を承認するか否かは会社が裁
量のうえで決定することができるものです。したがいま
して、法的には、必ずしも当該女子従業者の授乳期間に
おいて有給休暇を支給しなければならないわけでは
なく、実情に応じて承認しないこともできます。
（2）なお、女子従業者が出産休暇満了後に、病気を理由
に病気休暇を申請した場合に、病院の診断証明がある
ときには、病気休暇を与えなければなりません。なお、
女子従業者は授乳期間において１日につき1時間の授
乳時間を享受することができるため、授乳期間中の女
子従業者が病気休暇を取得する場合には、1日の賃金
における１時間分の賃金は、いつもどおりに支給しな
ければなりません。残りの７時間については、病気休暇
基準の賃金を支給すればよいです。
2.当該女子従業員が無休休暇を申請した場合は、これ

を必ず与えなければならないか？
（1）当該女子従業者が、有給休暇の申請を諦めて、無給
休暇を申請してきたとしても、これを必ず承認しなけれ
ばならないわけではありません。会社は業務の状況に応
じて、これを承認するか否かを決定することができます。
（2）なお、無給休暇申請を承認するとしても、授乳期間
において1日につき1時間の授乳時間については、賃金
を支給しなければなりません。

四、まとめ
女子従業員が出産休暇満了後に授乳休暇を取得した
いと申請した場合、会社は毎日1時間の授乳時間を与え
なければなりませんが、それ以上については、実情に応
じて、与えるかどうかを決定できます。女子従業従業員
が体調がすぐれないと申し出た場合には、医療休暇と
して対応をすることができます。その場合は、病院の発
行するカルテなどにもとづき休暇を与え、医療休暇賃
金を支払うことになります。女子従業員が無給休暇を申
請した場合には、会社は実情に応じてこれを承認する
か否かを決定することができます。

出産期間満了後の女子従業員の休暇申請について
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