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香港 香港

今週の香港ピックアップ 健康からの真の美しさを
水素水ウォーターサーバー

～11月26日

　水素リッチウォーターは体温を上昇させ、ダイエット効果、皮膚細胞の代謝を

改善し、肌を美しくする。抗酸化、抗炎症作用、抗アレルギー効果をもたらし、免

疫力を高めて身体の回復力を高める。ビタミンEよりも431倍、ビタミンCより176

倍、コエンザイムQ10より863倍効果的で、人体のphバランスを整えて病気を予

防する。オフィスや家庭向きの「Dr Hyfons水素水リッチウォータージェネレータ」

はセルフクリーニングシステムを搭載しているので、衛生面でのお手入れも安

心。「Dr Hyfons ポータブル水素リッチウォーター（H2）サーバー」はアウトドアや

プライベートシーンに便利で充電に取り外し可能なバッテリーを採用 。

AIコンサート「和と洋」
LIVE IN HONG KONG

11月25日

AI初の香港コンサート
　「Story」「みんながみんな英雄」などで知られるAIがついに香港に

やってくる。昨年度からスタートした「日本秋祭」のハイライトイベントと

して開催される今回のコンサート。そ

の確かな歌唱力を現地で体感せよ。

JST Healthcare Co. ltd
(852)3101-0822
www.mirafons.com　　
mirafons
Dr Hyfons水素水リッチウォータージェネレータ プロモーション
HKD9,800（定価HKD12,900）
Dr Hyfons ポータブル水素リッチウォーター（H2） サーバー プロモーション
HKD2,800（定価HKD 3,500）

KITEC(九龍湾國際展貿中心)
1 Trademart Drive,Kowloon Bay
19:00～
(852)2111-5333
www.cityline.com
HKD380(立ち席)

香港初のコンサートを開催
　新しい音楽と映像作品でサンリオのスマホゲームとコラボするなど進

化し続けるPile、今後の活躍がますます期待される。VIPチケットを持って

いる人は素晴らしいコンサート終了後、

特別にPileと一緒に写真を撮ることもで

きる。

2017 Pile ASIA TOUR Vol.2 
in Hong Kong

11月5日

Music Zone, KITEC
18:00～
www.cityline.com
HKD980(VIP)、HKD680

映画
乒乓情人夢

11月9日上映　

卓球が織り成すラブコメディ
　天才少女の異名のまま会社の卓球部に入った多満子(新垣結衣)は、イ

ケメン彼氏を後輩に取られ、失意のまま田舎に戻る。幸せな二人の姿を

目にし、全日本卓球大会・男女混合の挑戦を決意。ペアはダメ部員・萩原

(瑛太)。二人は出場を叶えることが出来るのか!?

皮膚細胞の新陳代謝を促し、体の中から美しく

監督：石川淳一
主演：新垣結衣、瑛太

香港ピックアップ
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香港

中国全土

香港

香港

街ですれ違った香港の美しい女性をご紹介

ホンコン美人画報Snap Shot of Pretty
 Girls in Hong Kong Street

名前

年齢・出身

趣味/マイブーム

彼氏

夢を教えて下さい

Elsa

20歳/香港

ロッククライミング

なし

将来の王子様と旅を

楽しみたい！
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香港＆広東

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  年内にハイキングスポットからのゴミ箱を撤去
　香港政府の漁農自然護理署は、年内に
ハイキングスポットから全てのゴミ箱撤
去を発表しました。バーベキュー場や
キャンプ場に関しても、ゴミ箱の撤去を
検討しているようです。
　環境保護団体GreenPowerが香港市
民に対して実施したアンケートでは、約
80％がハイキング場所のゴミ箱撤去に
賛成。また、50％がハイキング中のゴミ
は自分で持ち帰る、残りの約50％はゴミ

箱を利用していると回答しました。バーベキュー場とキャンプ場のゴミ箱撤去については賛成が約
50％となっています。
　ハイキングスポットでのゴミ箱はゴミ回収に役立つ一方、週末にはゴミ箱が溢れて、猿や牛などの
野生動物が食べ残しを食べて生態系に悪影響を与えたり、風でゴミが飛ばされて海や山を汚染する
ことがあるそうなので、ゴミを持ち帰る習慣が定着することで自然保護の改善にもなりそうです。
　なお、政府はバーベキュー場とキャンプ場のゴミ箱撤去に関しては、慎重な検討が必要であるとも
発表しています。

  くまモン ╳ アシックスのマラソン大会開催
　11月25日（土）に、「くまモン」がメ
インキャラクターをつとめるマラソン大
会「2017 KUMA Fun Run アシックス香
港」が開催されます。
　2017 KUMA Fun Runは株式会社く
まもとDMCが主催しており、スポーツ
メーカー「アシックス（ASICS）」をはじ

め、香港大手スーパー「一田（YATA）」、航空会社「香港エクスプレス」、熊本ラーメン「味千ラーメン」
などが協賛となっているほか、在香港日本国総領事館や日本政府観光局（JNTO）からのサポートも
受けて開催される注目のイベントです。
　マラソン個人戦は5キロメートル、3キロメートル、1.5キロメートルに分かれており、参加費用はい
ずれも380香港ドル。団体戦（家族3人組）は1.5キロメートルのみで、18歳以上と4～12歳の子供の家
族グループが参加でき、参加費用は780香港ドルとなります。
　また、参加者全員に配布される参加記念品にも注目です。くまモン＆アシックスのイベントTシャ
ツ、ナップサック、タオル、番号ゼッケン、完走メダルなどもプレゼントされます。

2017 KUMA Fun Run アシックス香港
日時：11月25日（土）8:00～13:00
場所：大埔白石角海濱長廊南廣場
参加費用：個人戦380香港ドル、団体戦（家族3人組）780香港ドル
エントリーは以下リンクより可能です（中国語のみ）
公式ウェブサイト：http://kumarun2017.com/ 

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

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

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 35K～45K

AI活用のオンライン旅行サービス企業が
マーケティング＆新規開拓マネージャーを募集。
日本マーケットの事業拡大およびそのサポート。
5年以上のBtoBでの新規開拓、旅行業界のIT
ソリューション、ポイントサービスの業務経験者。

RGF 香港
営業・販売系/
その他サービス 香港/香港島 20K～25K

大手会計事務所がコーディネーターを募集。
企業顧客と社内会計士との仲介。2年以上の
社会人経験のある方。学習意欲が高く、人との
コミュニケーションが好きな方。北京語もしくは
英語ビジネスレベル。

欧米系の国際金融情報提供サービスを行う企業
がリレーションシップマネージャーを募集。契約
更新を含む既存顧客のフォローアップと管理。
マーケティング部や編集部と連携し、顧客向け
の市場分析ドキュメントの作成など。

RGF 香港香港/香港島 30K～35K営業・販売系/金融・保険

日本の法人クライアントの開拓と長期的なビジ
ネス関係の維持と管理、機関投資家や企業に
財政的助言と管理の提供。投資調査/管理。5年
以上の機関投資家への営業経験や金融関連
の営業にてチーム管理の経験を持つ方。

RGF 香港香港/香港島 30K～50K営業・販売系/金融・保険

日系電子部品商社が営業事務担当者を募集。
PCB基盤、電子部品に関する既存及び新規営業。
見積もり、請求書作成、在庫、納期管理。中国
華南地区への出張。業界経験不問。営業経験
のある方。北京語、英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/九龍 20K～25K営業・販売系/商社

日系Eコマース企業が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。

RGF 香港香港/九龍 35K～50K営業・販売系/小売・流通

日系アパレル系商社が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。

RGF 香港香港/九龍 40K～45K営業・販売系/商社

RGF 香港営業・販売系/
旅行・レジャー・観光 香港/香港島 25K～35K

欧米系オンライン旅行代理店がセールスマネー
ジャーを募集。新規登録ホテルの開拓、交渉。
日本市場での販売戦略と商品開発。Cレベル
の営業活動。日本出張有り。デジタル旅行業界
でダイナミクスの知識のある方。

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファンドが
コンプライアンス・リスク管理担当者を募集。
5年以上の金融業界におけるコンプライアンス
オフィサーの経験のある方。当局対応経験のある
方歓迎。日・英バイリンガル。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 香港/香港島 60K～100K

その他アジア 40K～50K RGF 香港営業・販売系/商社

日系工業商社が営業マネージャーを募集。東南
アジアでの新拠点立ち上げ。駐在員待遇。代理店
等への自社商品の紹介。販売ルートの調整７年
以上の物流システムメーカーや工業商社経験者。
本社採用・駐在員待遇。海外赴任手当有り。

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

香港/九龍 22K～30K

人事労務コンサルティングファームがコンサル
タントを募集。クライアント企業の組織調査
および人事労務スキーム変更に関するアドバ
イス。3年以上の法人業務の経験。監査法人、
ビジネスコンサルティング業界出身者歓迎。

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～22K

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
作成および英会話堪能な方。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

日系大手電気・プリンターメーカーがセールス＆
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。

有名金融サービス企業がセールスマネー
ジャーを募集。法人向けクレジットカードの事業
開発。既存顧客からの問い合わせ対応。マーケ
ティング、プロモーションイベントの参加など。
５年以上の職務経験のある方。

RGF 香港香港/九龍 24K～26K営業・販売系/金融・保険

海運企業が経理・財務の担当者を募集。香港
法人および各子会社の決算業務。月次・年次
決算、収支報告書作成。来期予算計画作成およ
び監査対応。海外子会社を含む連結決算業務
経験のある方。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/香港島 35K～45K

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
小売・流通

大手物流会社が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 RGF 香港営業・販売系/小売・流通 28K～30K

その他アジア USD3K RGF 香港営業・販売系/商社
日系アパレル商社がミャンマーの縫製工場の
営業アシスタントを募集。欧米アパレルとの連絡
窓口業務。日本語ネイティブ、英語ビジネスレ
ベル。縫製知識のある方。

日本 28K～32K RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン

欧米系大手経済新聞社がセールスサポート
コーディネーターを募集。日本オフィスの広告
販売チームのサポート。請求書、契約更新など
の実務および販売/市場分析、潜在顧客への
アプローチ補助、アポイントメント調整。

日本 25K～30K 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）/
旅行・レジャー・観光

香港系旅行会社が会計士（大阪勤務）を募集。
財務諸表の作成、IFRS基準の遵守と定期報告。
会社間の調整、日本子会社、関連会社、監査役へ
のグループ会計方針の説明。翻訳業務。IFRS
およびJGAAP必須。

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/
メーカー（機械・電気・電子）

35K～50K

【急募】日系老舗メーカーが会計財務担当者を
募集。香港および中国地域の経理財務統括機関
にて会計実務。中国国内工場、子会社を含む
連結決算業務。会計財務の実務経験5年以上
必須。海外統括経験者優遇。

香港/新界
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香港＆広東

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

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 21K香港/新界

個人輸入卸専門会社が営業アシスタントを
募集！ オンラインでのオーダー受注に関する
業務全般(メール/電話での対応)、ウェブサイト
上のショップ、商品などの調査など。★コミュニ
ケーション能力が高い方。

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） ～30K

電子業界が中国グループ財務・経理を募集！
月次決算、売掛/買掛管理、原価計算、銀行対応、
連結決算、他拠点とのやり取りなど。★原価計算
を３年以上（日本での経験がある方）。

香港/新界

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

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

技術系（メディカル・
化学・食品）/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 22K～35K
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び修理。
香港各地に配置された設備を定期的にメンテ
ナンスを行い、香港人スタッフの教育。

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

「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。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 20K～25K
日本食材の輸入、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。

Reeracoen
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
外食・フード

14K～25K
パティシエを募集。デザートの考案。デザートの
品質チェック。デザートのすべての準備や、プレ
ゼンテーションなどの監督。季節限定メニューの
考案。

香港/九龍

香港/九龍 40K～48K Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

日系専門商社がセクションのシニアマネー
ジャーを募集。商材は化学樹脂、日本人含む
３～４名のマネジメントを担当。

香港/九龍 20K～23K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系飲食店がホールマネージャーを募集。食事
の提供、会計業務、スタッフマネジメント、コスト
管理、日本本社とのやり取りなど、レストランの
運営。

インテリジェンス
香港～30K香港/香港島

M＆A/PR業界がRMを募集！！クライアント
ベースを管理、プレゼンテーション/Webミー
ティングを通じ、顧客にトレーニングとガイ
ダンスを提供。★合併買収業界への関心をお
持ちの方。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港30K～33K香港/香港島

大手日系銀行がRMを募集！！銀行商品の顧客
へのプロモーション、ビジネス開発など。★コー
ポレートバンキングまたは金融業界において、
4～5年以上の日系企業RM経験。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

IT・技術系/
金融・保険・投資顧問

21K～
（応相談）香港/香港島

ＩＴオフィサー/シニアオフィサーを募集！英語/
北京語（逆もあり）への、翻訳、同時通訳、イン
ボイス処理を含むＩＴ管理業務。★ＩＴ関連の
翻訳経験が2年以上ある方、英語、北京語（読み
書き）が流暢な方。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港13K～香港/香港島

金融業界がジュニアセールスを募集！財務分析
レポートの作成、中国地域でのプレゼンテー
ション、メディアへの金融市場状況の提供支援
など。★SFC type3/同等の資格保持者、英/
北/広に堪能な方。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

人気日系フード業界が法人営業を募集。新規
コラボレーション企画の推進など。★社交的で、
新しい発想と好奇心のある方、英語/北京語/
広東語のいずれかが日常会話レベル。

営業・コンサルタント/
外食・フード 香港/九龍 インテリジェンス

香港15K～20K

日本産食品専門店がマネージャー／アシスタ
ントマネージャーを募集！ 食品ビジネスの営業
計画/運営。★営業/管理経験者の方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K

社長補佐。日本にいる社長へ直接報告。香港
現地支部の監督と、スタッフ管理、事業拡大を
サポート。ビジネス企画。★エネルギーに溢れ、
スケジュール管理に長けた方。香港・日本の
文化/現地情報に詳しい方歓迎！

経営・店舗管理・
現場責任者/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍 インテリジェンス
香港30K～40K

会計・監査・経理/
専門商社・総合商社 ～55K香港/九龍

シニアコンサルタントマネージャーを募集！
経理業務全般：連結決算、キャッシュフロー
管理など、各拠点にある経理部門の統括、管理。
★英語ビジネスレベル必須、北京語できれば
尚可。

インテリジェンス
香港

シニアオフィサーを募集！ボーナスポイントプ
ログラムの管理（在庫管理、償還実績の分析
を含む）、マーケティング費用の準備の支援、
月単位の予算管理の実施など。★営業/マーケ
ティングで5年以上の実務経験のある方。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K～26K

インテリジェンス
香港

サービス系/
旅行・レジャー・観光 15K～23K香港/新界

航空業界が空港グランドスタッフを募集！カス
タマーサービス経験者応募可能、航空/旅行
業界で3～5年の経験者優遇。★長期勤務希望、
英語ビジネスレベル、広東語ができれば尚可。

20K～40K

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

会計コンサルタントまたは顧客窓口。 香港WORKS香港/香港島
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香港

香港

香港

香港＆深圳

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

基本給与25K
+コミッション

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

ローカル電気通信会社が日本市場向け営業職
を募集。法人営業・ICTの知識のある方。チャ
レンジ精神があり積極的に市場を開拓できる
方。ビジネスレベル英語必須。

Pasona Asia香港/九龍

応相談営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

日系電子部品メーカーが営業職を募集。電子
部品・基盤の経験ある方優遇。中国・東南アジア
への出張有り。ビジネスレベル英語・北京語
必須。

Pasona Asia香港/九龍

応相談サービス系/外食・フード
直営店・フランチャイズ店を展開中の日系飲食
業界で店舗管理を行うエリアマネージャーを
募集。飲食業界で経験のある方。ビジネスレ
ベル英語必須。

Pasona Asia香港/九龍

30K～60Kサービス系/外食・フード エグゼクティブシェフ和食経験10年。 香港WORKS香港/香港島

香港WORKS20K～25K香港/香港島 日本伝統工芸品専門店での店舗販売チーフ。
広東語または北京語話せる方。営業・販売系/小売・流通

香港WORKSクリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連 香港/九龍 15K～18KAUTOCADを使用して商業施設の内装デザ

インの製図業務。

サービス系/外食・フード 20～30万円広州 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

華南WORKS

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

深圳 エグゼクティブシェフ鉄板焼きor寿司or炉端
焼き。

華南WORKS

営業・販売系/
コンサルタント

RMB
25K～35K広州 会計コンサルでのセールス担当。北京語。 華南WORKS

Pasona Asia営業・販売系/商社 香港/香港島 22K～35K

日系エレクトロニクス商社が車載機器メー
カー向けの営業職（スーパーバイザーまたは
担当レベル）を募集。５年以上の半導体の経験者。
部下への指示を出しながら独立して営業活動
を遂行できる方。ビジネス英語必須。

Pasona Asia
営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 15K

+コミッション

不動産仲介会社が営業職を募集。日本人向け
に物件案内・アフターサービスを提供。営業
経験（不動産経験者はより歓迎）が有り、外交的
で社交的な方。不動産ライセンスなくとも検討可。
英語必須。

Pasona Asia
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 応相談

日系企業向けにコンサルティングを提供する
企業。顧客ニーズを把握した上で社内専門家と
協力して解決策を提案・実行。英語必須。会計
経理または営業経験者。未経験でも意欲のある
方歓迎。

Pasona Asia
営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 20K～35K

サーバー等のシステムインテグレーション、
ネットワーク・データセンターの顧客維持や拡販
活動、オフィス移転に関するアウトソーシング
サービスの営業を担当。英語または広東語必須。
ICT業界経験2年以上。

香港/香港島 ～20K
オンラインゲームユーザーへの電話・メールに
よるカスタマーサポート業務。書類整理、会議
通訳など。シフト勤務可能な方。ビジネスレベル
の英語要。就労可能なビザホルダーの方。

キングスウェイ
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 ～18K
医療サービス会社における顧客対応業務。カ
ルテ作成、医療機関との連絡、問い合わせ対応
など。ビジネスレベルの英語力要。ビザサポート
検討可。

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

上海 RMB
～25K

顧客からの会計･税務に関する問い合わせ対応、
グループ内部の監査法人、会計士、スタッフと
の調整、監査スケジュール他、調整業務。ビジネ
スレベルの北京語要。ビザサポート可。

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）/
コンサルタント

香港/九龍 ～25K
法人クレジットカードサービスの新規顧客開拓、
既存フォロー、マーケティング、プロモーション
活動の実施等。ビジネスレベルの英語、北京語要。
ビザサポート可。

キングスウェイ営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍 ～30K
日系電子機器メーカー営業担当。既存顧客対応
中心、新規開拓若干。中国および東南アジアへ
の出張あり。コミュニケーションレベルの英語、
北京語要。ビザサポート可。

キングスウェイ営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/九龍 ～35K
大手日系半導体商社の営業担当。営業管理業務、
スタッフ教育、日本からのシフトビジネスへの
対応、納期調整等。半導体業界での経験、ビジ
ネスレベルの北京語要。ビザサポート検討可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/香港島 ～30K
スマホアクセサリー専門商社の営業担当。ビジ
ネスパートナーと良好な関係を維持、販売促進
活動の推進、新規事業構築の機会あり。ビジネ
スレベルの英語要、ビザサポート可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社
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香港香港

　支払方法は、郵送されてくる
「確定税額通知書PAYMENT 
VOUCHER」に記載されている
ので、様々な支払い方法で納
税が可能です。

1.電子取引による支払い
　電話、インターネット又は、銀行のATMでの支払いが可能、支払方法は下記
の通り。

•PPSによる支払い
•HSBC / Hang Seng 銀行ATMでの支払い、又はJETCOのロゴのあるATMでの
支払い
•税務局のウェブサイト上での支払い
•E - Cheque / E ‒ Cashierでの支払い
※操作方法は、「確定税額通知書」のPayment Instruction及び、各種ウェブサ

イトにて操作手順の補足が掲載されています。

2.税務局への小切手郵送による支払い
　小切手と一緒に「確定税額通知書」を下記送り先へ郵送します。

[送り先]
Commissioner of Inland Revenue, P.O. Box 28282, Gloucester Road Post 
Office, Hong Kong.
※郵送日数を考慮し、郵送の手配をするようにして下さい。

　小切手の宛名には「The Government of 
the Hong Kong Special Administrative 
Region」又は「The Government of the 
HKSAR」と記載し、Shroff Account Number
(バウチャー記載の番号)を小切手の裏に
記入して下さい。

3.郵便局での有人窓口での支払い
　郵便局有人窓口にて「確定税額通知書」の3ページ目に記載されている
バーコードを提示し、現金又はEPSで支払います。

4.コンビニエンスストアでの支払い
　確定税額がHKD5,000以下の場合に限り、
セブンイレブン、サークルK、VanGO、又は香
港の中のChina Resources Vanguard(華
潤萬家超級市場)で、「確定税額通知書」の
バーコードを提示し、現金で支払うことが出
来ます。

　このように支払い方法は多岐に渡ります
が、ご自身のライフスタイルに合わせた支
払い方法を選択して下さい。
　尚、支払後の支払い証明を保管すること
を忘れずに行って下さい。

納税期限
各企業での決算期により納税期限が異なります。

※上記の表のようにMコードとDコードは、2回に分けて支払うこともできます
が、1回目の納付期限までに一括で支払うことも可能です。

　万が一支払の遅滞があった場合には、5～10％の遅延料金が加算され、改
めて税務局より遅延料金の加算された税額通知書が郵送されます。
　又、納税の分割を別途希望される方は、税務局へ「確定税額通知書」を持参
し、分割支払の申請を行うことが出来ます。受理されると、5～10％の利息が
加算され、最大で10回払いまで分割が可能になります。

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、イマイ
ウェブ: www.krsconsul.com

8月～11月にかけて香港税務局INLAND REVENUE DEPARTMENT (IRD)から送られてくる、
「確定税額通知書（賦課決定通知書）Prof its Tax Assessment Demanding Final Tax」の支払い方法についてご説明致します。
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法
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税
︵
利
得
税
︶
の
支
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Mコード

Nコード

Dコード

 

賦課通知書の発行

8月～11月

5月～8月

1月～4月

納税期限

翌年1月

翌年4月

11月

11月

翌年1月

分割支払

75％

25％

一括

75％

25％

決算期

1月～3月

4月～11月

12月

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

1.異なる分類から言語を選択する
　スペイン語やイタリア語など、2つの似たような
言語を一度に学ぶのは役に立つかもしれないが、
実際には多くの混乱を招く可能性がある。選択肢
があるのなら学ぶのは異なる言語を選択し、頭の
中で単語や文法を混同しないよう注意しよう。

2.難易度の異なる言語を選ぶ
　選択肢がある場合、簡単な言語と、難しい言語両
方を選ぶのがよい。より簡単な言語は、あなたの母
国語やあなたが知っている他の言語に似ているよ
うに感じ、より難しい言語はあまり似ていない言葉
だと感じるだろう。

3.一つの言語を優先させる
　言語の優先順位をつけることで、時間と労力を特
にその言語に払うことができる。そうすると学習後
は、多言語を少しずつ知っているだけでなく、少なく
とも1つの言語に熟練している可能性が高くななる。

4.きちんと詳細なスケジュールを立てる
　時間の管理は、複数の言語を学ぶときに非常に
重要になってくる。 1日、または1週間に各言語にど
れくらいの時間を費やすかを計画しよう。またこの
スケジューリングの際に、優先的に学ぶ言語につ
いても時間を調整することも重要だ。

5.学んでいる言語間で翻訳して学習する
　学んでいる全ての言語をあなたの頭に存在させ
続ける1つの方法として、学習の際は外国語を母国
語に翻訳するのではなく、学んでいる言語から、ま
た別の学んでいる言語に翻訳すると良い。これは
より深いレベルで言語を理解するのに役立つ。

6.すべての言語で同じトピックを選ぶ
　可能なら、全ての言語でトピックは関連したもの
を選んで学ぶと良い。これは脳が言葉とのより強い
関連性を作るのを助ける。たとえばある言語で動
物に関連する言葉を学習しているのなら、他の言
語でも動物にもフォーカスする、というように。

複数の言語を
    同時に学ぶには

　新しい言語を学ぶことは、チャレンジングで素晴らしい経験だ。人生のうちある時点で、複数の言語を同時
に学習する必要がある、または習得したいと思うこともあるかもしれない。それは容易ではないが、脳の有意
義なトレーニングになり、学習する言語の類似点や相違点を理解することもできる。難易度と構造が異なる言
語を選択し、体系を整え、時間をうまく管理して複数の言語を学ぶことができれば、あなたの心と人生はより
豊かなものとなるだろう。
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香港

　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

、
る
め
高
を
力
間
人

    

香港セミナー会場
場所：香港和僑会（Unit 329＆330, 3/F., Hankow Centre, 5-15 Hankow Rd., TST）  問合せ：(852)2730-1055  メール：jimu@wa-kyo.org
場所：香港日本人商工会議所（Unit 902, 9/F., Tower 535, 535 Jaffe Rd., CWB）  問合せ：(852)2577-6129  メール：jpcham@hkjcci.com.hk

広州セミナー会場
場所：広州日本商工会（広州市環市東路368号花園酒店併設花園大厦 933 室）  問合せ：(86)20-8384-9971  メール：shoko@nicchu.com

「組織も家庭も、悩みごとまで、ほめて解決！のほめる達人。歌手さだまさし氏の制作担
当マネージャーを8年勤め、細やかな視点や言葉力でアーティスト活動をサポート。そ
の後、外資最大手の損害保険会社のトップ営業、伝説のトレーナー、そして本社・経営
企画部のマネージャーとして社長賞を受賞するなど、数々の感動エピソードを生み出
し続けた。ひとりひとりのココロに火を灯し、組織を動かし業績を上げ、しかも家庭まで
元気にする「ほめる達人」として、リーダーシップ研修やチームビルディング、ほめる営
業力強化など、数々の企業研修で活躍する。さらに、子育て世代への講演会などでは

『いま聴けて良かった！』の声多数。」

「日本ベストドレッサー賞選考委員松下通信工業（株）研究開発職を経て23歳でファッ
ション業界に転職。アパレル企業コンサルティングファームを経て、ミストグレイを設立。
シューズブランド【JELLY BEANS】・【SHIBUYA109】・【JR東日本（アトレなど）】ブランド戦略・
プロデュース、商品企画を行う。これまでに8万5千人以上のアパレル販売員・スタイリスト
の服飾指導をしている。【服飾戦略】【服育】の第一人者。ファッションをわかりやすい言葉
で解説できる専門家として定評があり、テレビ・雑誌・メディア出演・講演・セミナーで活躍
中。『何を着るかで人生は変わる』など著書多数。」

一般社団法人  日本ほめる達人協会
専務理事  松本 秀男氏
香港・シンガポール・台湾でも中国語版が出版された
著書「ほめる人ほど、なぜ出世が早い？」は、日本でも
ビジネス書として話題となりながら、一方で「家庭で役
に立つ！」「子育ての参考になる！」と主婦層をはじめ
様々な世代に受け入れられています。講演では「ほめ

る」ことで自分に起きる嬉しい変化をお伝えします。

ファッションプロデューサー・服飾専門家 
しぎはら ひろこ氏
「服は内面を磨き自信を育て、内面は見た目に反映され魅
力となり、仕事の評価が上がり、稼げるようになる」という、
ファッションが本来持っているパワーと効果について講演
します。「ファッションは学問」として捉えることで一度学ん
だら誰もが上手にセンス良く服を着こなすことが出来るよ

うになります。本セミナーでは参加者全員がすぐに使えるお洒落なストールの巻
き方もレクチャーします。ご参加の方は、ストールかスカーフをお持ちください。

一般社団法人 日本ほめる達人協会
理事長  西村 貴好氏
心の視野は常にマイナスにオートフォーカスしま
す。ダメ出しは本能、「ほめる」ことには覚悟と
ちょっとした工夫が必要です。「ほめる」とは価値
を発見して伝えること。本セミナーでは、職場や家
庭ですぐに使えて、効果が実感できる内容をお伝

えいたします。こんなことが「ほめる」ことになるのか、これならすぐにで
きそう、そんな実践的な内容が楽しく身につきます。当たり前の中に感
謝と価値を見つける素敵な人＝「ほめる達人」になってみませんか。

「『泣く子もほめる！』ほめる達人。ほめる効果を活用し、さまざまな企業の業績
向上に貢献。ほめる効果の科学的分析も積極的にすすめ理論構築もおこなっ
ている。「楽しいことしか伝わらない」をモットーに講演やセミナーは「あっとい
う間」と好評。昨年の登壇回数は212回、1年間の聴講者数は19,199名。海外で
は上海（中国）、大田（韓国）、シンガポール、米国（ニューヨーク）などで講演を
行った実績がある。『繁盛店のほめる仕組み』『ほめる生き方』など著書多数。」

実績

実績
実績

 ）催主会工商人本日州広（  ～03:61 日41月11
「ほめ達！」は価値発見の達人
～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい～ 講演者  西村 貴好氏  

）催主GAWJ（  03:21～03:01 日51月11
「ほめる人ほど、なぜいつも幸せ？」
「服飾戦略の第一人者が語る人生が輝く装い方」

講演者  松本 秀男氏

講演者  しぎはら ひろこ氏 

広州セミナー
）催主会僑和港香（ 00:41～03:21 日61月11

「服飾戦略の第一人者が語る人生が輝く装い方」講演者  しぎはら ひろこ氏  
）催主会工商人本日（ 51:81～51:71 日61月11

「ほめ達！」は価値発見の達人 
～あなたの周りにはダイヤの原石がいっぱい～ 講演者  西村 貴好氏  

香港セミナー
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