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プリンシパルの「ブランドイメージ・キャンペーン」第 2 弾
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専門的な MPF サービス運営会社としてのプリンシパルのイメージをさらに強化するため、今年初めに展開
された広告キャンペーンに続き、8 月中旬、屋外広告ブランドキャンペーンを新たに開始しました。8 月下
旬から 9 月下旬にかけての MTR の港島線、觀塘線、荃灣線の車内ポスター広告、さらには、9 月下旬から
11 月中旬にかけて、香港島を走るトラム電車の車体ラッピング広告を行いました。また、9 月から 12 月ま
での間、旺角での屋外ビルボードや、MTR 東鉄線、西鉄線、馬鞍山線、觀塘線の車内ニュース案内へのバ
ナー広告を展開しています。

トラム電車ラッピング広告
MTR 車内ポスター広告

MTR ニュースへのバナー広告
旺角の屋外ビルボード

プリンシパル・モバイル・アプリがスタート
プリンシパルの競争優位性をさらに強化し、会員の高まるニーズに応えるため、当社は、Google Play で使える、MPF
メンバー向けの無料プリンシパル・モバイル・アプリを開始しました。このアプリを使うと指先での操作だけで、メ
ンバーは、自分の MPF 口座を簡単に管理でき、将来の退職後のニーズに向けた計画を行うことができます。この新デ
バイスによって、MPF メンバーは、MPF 口座の詳細（構成ファンド価格、口座の概要、ファンドごとの口座残高、カ
スタマイズされた収益率、現在の投資先などを含む）を確認でき、いつでもお好きなときに、会員向け投資セミナー
への申込みをすることができます！
さあ、今すぐ Google Play（アンドロイド、バージョン 2.2 以上）にアクセスして、プリンシパル・モバイル・アプリか
ら無料の付加価値サービスをダウンロードして活用しよう！

「MPF 被雇用者自由選択」投資セミナー2012
2012 年 11 月 1 日に施行された「被雇用者自由選択（「ECA」）」について、雇用者にも被雇用者にも、もっと理解してい
ただくため、そして MPF 口座に対し最良のアレンジをしていただくため、プリンシパルは、Now TV と共に、2012 年
10 月 6 日にリーガル・カオルーン・ホテルにて、
「MPF 被雇用者自由選択」投資セミナーを開催いたしました。このセ
ミナーでは、プリンシパル・アセット・マネジメント・カンパニー（アジア）リミテッドのディレクター、リンゴ・
シン（冼百明）氏により、約 300 名の参加者に対して、ECA の履行に必要な変更の説明がありました。さらに、ゲスト
講演者のレイモンド・ソー（蘇偉文）教授とアレックス・ウォン
（黄國英）氏が、退職年金計画や投資戦略、市場の見
通しについての意見交換を行いました。

セミナー司会者、ウィニー・ツイ（徐蕙儀）さんとゲス
ト講演者：アレックス・ウォン
（黄國英）氏、レイモン
ド・ソー（蘇偉文）教授、リンゴ・シン（冼百明）氏（プ
リンシパル・アセット・マネジメント・カンパニー（ア
ジア）リミテッドのディレクター）
（左から右へ）

幻のコーヒー「コピルアック」のテイスティングクラス
プリンシパルは 3 月から、当社のメンバーの方々をさ
まざまな魅力あるクラスにご招待しています。数多く
の好反応をいただいたチョコレートの試食体験とは別
に、当社では、コピルアックのテイスティングクラス
も企画して、世界一高級かつ生産量の少ない稀少種の
コーヒーを、メンバーの方々にテイスティングしてい
ただきました。このイベントでは、プロのバリスタ
が、世界中のさまざまなコーヒー品種やコーヒーのテ
イスティング技術を紹介し、参加者の感覚を研ぎ覚ま
していただきました！

親子アイスホッケークリニック
「2011/12 香港学生アイスホッケーリーグ
（HKSIHL）」の決勝戦に続き、プリンシパルは、香港アカデミー・オブ・アイ
スホッケー（HKAIH）と共に、7月29日と8月5日にMega Iceに於いて、親子アイスホッケークリニックを共同開催し、
この興味深いスポーツを体験してもらうため、当社のメンバーとそのお子さんたちを招待いたしました。HKAIH のプ
ロコーチによる指導のもと、参加者たちは、アイスホッケーの基本テクニックを学ぶことができました。

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)

18/01/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (2)

21/02/2013（木曜日）下午 6:15-7:30p.m.

〇

開催日 (3)

22/03/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (4)

18/04/2013（木曜日）下午 6:15-7:30p.m.

〇

開催日 (5)

24/05/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (6)

20/06/2013（木曜日）下午 6:15-7:30p.m.

〇

開催日 (7)

19/07/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (8)

22/08/2013（木曜日）下午 6:15-7:30p.m.

〇

開催日 (9)

27/09/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (10)

17/10/2013（木曜日）下午 6:15-7:30p.m.

〇

開催日 (11)

22/11/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

開催日 (12)

20/12/2013（金曜日）下午 4:45-6:00p.m.

〇

会場

参加セミナー

香港皇后大道東 183 號合和中心 26 樓 2604-5 室
Room 2604-5, 26/F, Hopewell Centre, 183 Queen’s Road East, Hong Kong

「被雇用者自由選択」について詳しく知ろう

「被雇用者自由選択（「ECA」）」が、2012 年 11 月 1 日に施行されました。これにより、被雇用者
には、MPF 受託者やプランを自由に選択できる、さらなる自立性が与えられ、MPF 投資を
もっと積極的に管理することが奨励されます。長期的に見れば、この新たな取り決めによ
り、市場の競争をさらに高めることになり、その結果、より良い製品やサービスが生まれ、
手数料をさらに削減できるような余地が生まれることでしょう。
ECA の開始後は、被雇用者には、現在の雇用における自分の拠出口座にある被雇用者分強制
拠出金と投資リターンの累計額（すなわち、発生給付額）を、自分で選んだ別の MPF 受託者や
プランに移管する権利があります。移管は、暦年（1 月 1 日〜12 月 31 日）ごとに 1 回、一括方
式で行うことができます。被雇用者はまた、何も変更せず、発生給付額を現在の MPF プラン
にそのまま保持する選択もできます。
被雇用者拠出分のみが移管可能で、雇用者拠出分は移管できないため、この取り決めは、
「MPF 半自由型」ともいわれます。
被雇用者が、以前の雇用または自営形態に関する強制拠出金と投資リターンの累計額（すな
わち、発生給付額）を、現在の雇用における拠出口座に移管している場合、ECA の開始後、被
雇用者にはやはり、これら給付額を、自分で選んだ受託者やプランに、一括方式でいつでも
移管する権利があります。
MPFA は、ECA によって被雇用者は移管する権利を有するものの、移管を強制的に行う必要は
なく、また、軽々しく行うべきものではない、と被雇用者に注意を促しています。その他、
発生給付額の移管には、潜在的なリスクが伴います。個人のニーズに合った MPF 受託者およ
びファンドを選択するためには、発生給付額の移管を行う前に、(1) 製品（プランおよびファ
ンド）、(2) 提供されるサービス、(3) ファンド手数料、(4) 個人的な要素、の 4 つの主な要因を
慎重に検討する必要があります。

出典：MPFA

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。
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