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概要：

プリンシパルクラブ会報

• プリンシパル・トラスト、e-Zone より「e- ブランドアワード 2013」部門の「最優秀オンライン MPF プラット
フォーム」を受賞

• プリンシパル、携帯アプリの最新版で、アプリ機能を強化
• プリンシパルの会員、アイスホッケー教室を満喫
• プリンシパル MPF プラン – 会員向けセミナー
• 香港家庭福祉会と共同で心のこもったボランティア活動
• MPF 拠出の対象となる最低所得水準を月額 $7,100 に引き上げ

プリンシパル・トラスト、e-Zone より
「e- ブランドアワード 2013」部門の
「最優秀オンライン MPF プラットフォーム」を受賞
プリンシパル・トラスト・カンパニー（アジア）・リミテッドは、「e- ブランド・アワード 2013」
の「最優秀
e- ライフ・ブランド」部門において、「最優秀オンライン MPF プラットフォーム」賞を受賞しました。現地
消費者向け電子製品雑誌e-Zone 主催の「e- ブランド・アワード 2013」は、該当分野の専門家から構成され
る委員会と読者からの投票により決定されるものです。したがって、「最優秀オンライン MPF プラット
フォーム」賞の受賞は、質の高いオンラインサービスの提供および、現在のテクノロジー時代において
刻々と変化するお客様のニーズに対するプリンシパル・トラストの取り組みが認められたことを意味して
います。弊社は今後とも、効率的なオンラインプラットフォームを堅持し、より多くの e- チャンネルの開
発に努め、お客様からの多大なるご支援に感謝と共にお応えしていく所存です。
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アワードの詳細に関しては、プリンシパルのウェブサイトをご覧ください (www.principal.com.hk/
allweb/001_AwardRecognition.htm)。

2013年e-ブランドアワード 2013授賞式で表彰されるプリンシパル・インターナショナル、香港地区ヘッド、
アーサー・バッチ（柏智偉）氏。

プリンシパル、携帯アプリの最新版で、アプリ機能を強化
プリンシパルは、Apple App Store および Android Google Play での携帯アプリの改良版のリリースを発表しました。今
後は、より多くのスマートフォンのユーザーの皆様に、携帯電話での MPF 管理をより一層快適にご提供できます。
新機能や改良点を搭載したこの携帯アプリは、iOS および Android のユーザーの皆様により、ご利用可能です。ユー
ザーの皆様が、株式市場の最新情報に通じ、MPF のアカウント管理をワンタッチで操作できる、使いやすいプラット
フォームです。「ドリームツアー」は、市場に数ある MPF 携帯アプリの中でも、特に注目を集めている機能です。毎日
の収入と支出をユーザーに代って記録するほか、会員でないお客様も MPF のバーチャルポートフォリオの作成が可能
です。無料ダウンロードは、今すぐ App Store か Google Play でどうぞ！

プリンシパルの会員、アイスホッケー教室を満喫
プリンシパルでは、特色のある MPF サービスを当社のお客様にご提供するだけでなく、お客様との親睦を深める楽し
いレジャー体験も提供しています。例年に引き続き、今年もプリンシパルでは香港アマチュア・ホッケー・クラブ
(HKAHC) との協賛で、７月２７日と８月３１日の両日、MegaIce にて親子アイスホッケー教室を開催しました。コー
チや後援者一同からの指導を受け、参加者の皆様は家族と一緒にアイスホッケーに興じ、基本的な技術を身につけた
り、楽しいひと時を存分に満喫していました。

アイスホッケーに初めて挑む子供

たちを熱心に指導するコーチ。

。

喫する参加者たち

で楽しい夕べを満

エキサイティング

プリンシパル MPF プラン – 会員向けセミナー
テーマ：
• プリンシパル MPF プランの概要、ファンドの選択およびファンド実績
• プリンシパルのサービス
• MPF の最新情報
• 投資リスクの理解および管理
セミナーは広東語で行われます。英語でのセミナーについて、およびその他のお問合わせは、2827 1233 までお電話
いただき、カスタマーサービス担当者へご連絡ください。座席数には限りがございます。セミナーへのお申込みは、
下記の参加申込用紙に必要事項をご記入の上、2827 4770 まで FAX でお送りください。
参加申込用紙
会社名

会員のお名前

会員番号

連絡先電話番号

1
2
3
4
開催日の選択

日時

開催日 (1)

17/01/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (2)

20/02/2014（木曜日）午後 6:15-7:15p.m.

〇

開催日 (3)

21/03/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (4)

24/04/2014（木曜日）午後 6:15 -7:15p.m.

〇

開催日 (5)

23/05/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (6)

19/06/2014（木曜日）午後 6:15-7:15p.m.

〇

開催日 (7)

25/07/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (8)

21/08/2014（木曜日）午後 6:15-7:15p.m.

〇

開催日 (9)

26/09/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (10)

16/10/2014（木曜日）午後 6:15-7:15p.m.

〇

開催日 (11)

21/11/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

開催日 (12)

19/12/2014（金曜日）午後 5:00-6:00p.m.

〇

会場

参加セミナー

Room 2604-5, 26/F, Hopewell Centre, 183 Queenʼs Road East, Hong Kong

香港家庭福祉会と共同で、心のこもったボランティア活動
9 月、プリンシパルは Hong Kong Family Welfare
Society（香港家庭福祉会）と共同で、觀塘地区に
住む 1 人暮らしのお年寄りや、十分な生活援助を
受けられない家庭を訪問しました。月餅や日用
品をプレゼントし、お年寄りにお話をうかがっ
たりしながら、ボランティアたちは細やかな愛
情と温かい思いやりを持って接し、中秋節を一
緒に祝いました。プリンシパルの社会的弱者に
対する思いやりを示すこのボランティア活動
は、弊社が香港に進出して以来、社会的責任を
重視してきた企業文化の一端を示しています。

香港家庭福祉会のボランティアと共同で觀塘地区
のお年寄りにプレゼントを手渡す、プリンシパル
のボランティアチーム（一般職員・上級管理者を
含む）。

MPF 拠出の対象となる最低所得水準を月額 $7,100 に引き上げ

MPF 拠出時に「算定対象となる所得」* の最低所得額が、以前の月額 $6,500 から月額 $7,100 に引き上げられまし
た。雇用者、被雇用者、自営業者の皆様には、2013 年 11 月 1 日以降 、修正後の金額に基づいた MPF 拠出の条件
が適用されます。
月額給与の被雇用者とその雇用者
強制拠出額

算定対象となる月額所得額

雇用者拠出分

被雇用者拠出分

$7,100 未満

算定対象となる所得額 x 5%

不要

$7,100〜$25,000

算定対象となる所得額 x 5%

算定対象となる所得額 x 5%

$25,000 超

$1,250

$1,250

被雇用者の皆様へのお知らせ
皆様の雇用者により、期日通りにかつ正確な金額が拠出されたことをご確認する場合は、MPF 拠出ご相談ライン
（電話183 3030）
までお問い合わせください。お客様の選択された受託者におつなぎいたします。

雇用者の皆様へのお知らせ
月給や拠出金額を算出するプログラムやシステムが更新されていること、及び、2013 年 11 月 1 日以降、新しく設定された金額

に応じて拠出が行われていることをご確認ください。

月次あるいは年次で拠出を行っている自営業者
算定対象となる所得額

拠出額

月額

年額

$7,100 未満

$85,200 未満

不要

$7,100〜$25,000

$85,200〜$300,000

算定対象となる所得額 x 5%

$25,000 超

$300,000 超

月次 $1,250 または
年次 $15,000

自営業者の皆様へのお知らせ
担当受託者がお客様の拠出条件を更新いたします。ご質問がある場合、及び、既にご連絡済みの算定対象となる所得額を修正す

る必要がある場合は、担当受託者に直接お問い合わせください。

ご質問は、MPFA ( 電話 2918 0102) またはお客様の雇用者、あるいは担当受託者にお問い合わせください。
出典：MPFA
* 「算定対象となる所得」とは、賃金、固定給、休日賃金、報酬、歩合給、賞与、チップ、臨時収入、手当（住宅手当やその他住宅給付を含む）などの、雇用者から被雇
用者に支払われる金銭を指します。ただし、雇用条例に基づく離職手当や長期服務金は含まれません。

プリンシパルクラブ会報に関するご意見、ご質問などがございましたら、当社カスタマーサービスホットライン
(852) 2827 1233 までお電話いただくか、hkinfo@exchange.principal.com まで E メールでお寄せください。また、
プリンシパルについての詳しい情報は、www.principal.com.hk からご覧いただけます。
この広告商品は、証券先物取引委員会の評価を受けていません。
Copyright © 2013 Principal Trust Company (Asia) Limited.
発行人：プリンシパル・トラスト・カンパニー（アジア）リミテッド、およびプリンシパル・アセット・マネジメン
ト・カンパニー（アジア）リミテッド

