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日経国際版を6ヶ月以上お申込の方には、

雑誌やマイレージなど、6つの特典から

お好きなものを ひとつプレゼント！　　

　

香港でもやっぱり日経 ! 

               無料お試し購読受付中！

開設前に確認
NISA口座6つの落とし穴（24日） 

サムスン「プリンス」の誤算
日本は難しい…（21日）

3位～10位は・・・
弊紙10ページに掲載中！

1位

2位

3位3位

香港限定

国際版を定期購読すると
電子版も無料で読める！

TEL : 852-2598-1771  FAX : 852-2845-7768
E-mail : nikkei@nikkei.com.hk WEB : www.nikkei.asia
※必要事項:[購読期間、購読者名(ふりがな要)、ご希望の特典、ご勤務先、配達先住所、請求先住所
(会社もしくは個人宅)、Eメールアドレス、キャンペーンコード:HKPW2013]を必ずご記入ください。

【お申し込み方法】

日経電子版　読まれた記事ランキング9月21日～27日  

日経中国(香港)社
NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.

週
報
週
報

日本国内で大人気のアリミノ取り扱いのヘアサロンが

香港初上陸
日本国内で大人気のアリミノ取り扱いのヘアサロンが

香港初上陸
日本国内で大人気のアリミノ取り扱いのヘアサロンが

香港初上陸
Add: Suit 3103-6, 31/F., Soundwill Plaza, 38 Russell St., CWB　Tel: 2613-0303

Kim
Top Stylist
Kim

Top Stylist

Makoto
Nakada
Creative Stylist

Makoto
Nakada
Creative Stylist

Sumiko
Torii

Creative Stylist

Sumiko
Torii

Creative Stylist

Kanako
Matsumoto
Top Stylist

Kanako
Matsumoto
Top Stylist

詳しくは17ページの広告まで
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トピックス（香港・広東共通）

香港

香港

深
圳

香
港
20世紀の傑作SF小説ついに実写化！
エンダーのゲーム映画　香港上映

　時は近未来。異星人たちにより、地球は攻撃を受けたが、国際艦隊司令官メイ
ゼル・ラックハムの活躍により、なんとか退けることに成功した。次の攻撃に備え、
高く評価を受けているグラフ大佐と国際軍隊は、第二のメイゼルを見出すために、
選抜された優れた子供たちだけを「バトルスクール」で養成している。その頃、地
球では少子化政策により、一家族で2子までしか子供をもうけられなくなってい
たが、長男ピーターと長女バレンタインの優秀さから、ウィッギン家には特別に3
人目の出産が許された。その3人目こそ、運命の子アンドルー・ウィッギン（エンダー）
だった。シャイではあるが、戦略に関して優れた才能を持つ彼は、エリートに加わ

るため、高校からバトルスクールに選抜される。成績優秀だが、果たして、エンダー
は戦いを終わらせることができるのか･･･
　同作品は、オースン・スコット・カードのSF小説シリーズ「エンダーシリーズ」
の第一作を映画化。1977年初出後、1985年に長編化され出版。長編作品は
1985年にネビュラ賞、1986年にヒューゴー賞を受賞し、ダブル・クラウンを達
成した。異星人の攻撃で滅亡寸前の地球で6歳の少年が救世主として成長する
軌跡を描く同作、お楽しみに。

ビーチ満喫＆旬の上海蟹でおなかも満足！
深圳大梅沙京基喜来登度假酒店（Sheraton Dameisha Resort, Shenzhen）

　深圳の街中にあるオアシス「シェラトン大梅沙リゾート」。目の前に広が
るのは、長さ500mにもおよぶビーチ！屋外プールからわずか20mという
絶好のロケーションだ。徒歩わずか10分の場所には「大梅沙アウトレット
ショッピングヴィレッジ」があり、ブランド品のバーゲンを楽しめる。また、
車で約10分の場所には海洋テーマパーク「小梅沙海洋世界」があり、ミニ
水族館やイルカ・オットセイのショーを見ることもできる。
　それぞれ異なる雰囲気で造られた3軒のレストランのリゾートならでは

の景色と最高の料理でもてなしてくれる。「カプリ」では洗練されたイタリア
料理を、「竜粤軒」では絶品の点心を堪能できる。「盛宴」では、10月31日
までの金・土曜日、屋外バーベキューを実施。ロブスター、ホタテ貝、カニ
などの新鮮なシーフードを、ラテン音楽の生演奏とともに味わえる。この時
期のお薦めは、秋が旬の上海蟹。甘くてジューシーな身は栄養も豊富。こち
らでは、本場「陽澄湖」の上海蟹を空輸で取り寄せて提供している。リゾー
トレストランで秋の食欲を満たそう！

深圳大梅沙京基喜来登度假酒店
住所：深圳市塩田区大梅沙塩葵路9号
電話：(86)755-8888-6688
ウェブ：
www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/
index.html?propertyID=1968&language=ja_JP&localeCode=ja_JP

「盛宴（FEAST）」
HAIRY CRAB DELIGHT（完美「蟹」逅）
期間：10月31日まで
予約：(86)755-8888-6688 ext.3833
価格：RMB358（1名）

香港

エンダーのゲーム　Ender’s Game
11月7日上映
監督
ギャヴィン・フッド

出演
アサ・バターフィールド
ハリソン・フォード
ベン・キングズリー
ヘイリー・スタインフェルド



香港 香港

香港＆広東
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香港ピックアップ

2014年1月26日まで 発売中

大人気のIsland East Markets
バージョンアップして開催

Tong Chong St., Quarry Bay
www.hkmarkets.org

ファーマーズマーケットに色とりどりの50店が出店
　ヨーロッパやアメリカなどでは盛んに行われているファーマーズマーケット。香港では、初
の試みとして昨年よりタイクー（太古）のTong Chongストリートで開始された｢Island East Markets｣。
昨年、大成功に終わった同イベントが今年は更にパワーアップして来年1月26日までの毎週
日曜日に開催される。ローカルファーマー、ベーカリー、オーガニックショップなど出店数は約50
店を越え、昨年人気だった｢KJ lobster rolls｣、｢Levain's sourdough breads｣や｢Lola's Ice Pops｣
は要チェック！今年から出店のフェイシャルマスクの販売やフェイシャルトリートメントを行っ
ている｢HK Naturals｣、そして上環にある人気イタリアンレストラン｢Doppio Zero｣なども注目
したい。他では手に入れられないものも多く目にすることができる。また、子どもから大人ま
で楽しめるワークショップや音楽の生演奏があったりと日曜日をゆっくり楽しむのに充実した
内容となっている。

今週の香港ピックアップ

イタリアンレストランL’altro
贅沢な白トリュフコース

Sarment Icons 
2014 Cookbookカレンダー

暮らしに役立つ手帳、多彩なデザインを用意
　忙しい毎日を記録するため、そしてこれからのスケジュールを管理す
るために大事な手帳。トレンディーな雑貨屋「QIPS」では2014年
Diary&Calendarコレクションを展開している。ビジネスマン向けのシン
プルなデザインから、自然や動物をモチーフにしたかわいいデザイン
まで幅広く入荷。来年の一冊をゆっくり選ぼう。

QIPS
2014 Diary & Calendar

    

広東

発売中

チムサーチョイ店
Shop 2002-2003,
Miramar Shopping Centre,
132 Nathan Rd., TST
オリンピアンシティー店
Shop UG38, Olympian City 2, 
8 Hoi Ting Rd., West Kowloon
www.qips.hk

香港

RMK
トリートメントオイル

モンコック店
Shop 25, 2/F., Langham Place, 
Mong Kok
タイムズスクエア店
Shop B205, B2/F., Times Square, 
Causeway Bay
HKD360/50ml

乾燥対策にも最適。肌本来の美しさを取り戻そう
　日本人にお馴染みのコスメブランド「RMK」が新しいトリートメント
オイルを発売中。高い浸透性と潤いを閉じ込める密閉性を備えるオイ
ルの力を活かし、プレケア用のトリートメントオイルとして完成させた。
美容オイルやマッサージオイルとしても使え、保湿効果も高く、引き締
まった肌を取り戻すことができる。乾燥する季節に1本用意したい。

発売中

ミシュラン2つ星シェフPhilippe Leveilleの味を堪能！
　ミシュランシェフPhilippe Leveilleによる高級イタリアンを堪能できる
レストラン｢L’altro｣。同店では品質を保証された良質な白トリュフをイタ
リアから直輸入。そんな白トリュフをふんだんに使用した贅沢コースを
用意。4品コースHKD1,688、6品コースHKD2,588、8品コースHKD3,388。

10/F, The L. Place,
139 Queen’s Rd., Central 
 (852)2555-9100
4 course HKD 1,688 per person
6 course HKD 2,588 per person
8 course HKD 3,388 per person

12人のセレブシェフとコラボ、レシピも紹介
　Harlan Goldstein、Gregoire Michaudなど12人のセレブシェフとコラ
ボレーションした「2014 Cookbookカレンダー」が発売中。普段見られな
いシェフの姿も満載。さらに彼らが考案した、簡単なパスタ料理から3つ
星ミシュランレベルの極上料理までレシピも多数収録されている。カレン
ダーの収入はチャリティー団体Foodlink Foundationに寄付される。早速
ネットでチェックしてみよう。

    

その他、トリュフ50gとシェフのレシピの入っ
たギフトボックスも販売。

www.iconshk.com
HKD328



香港 香港

香港

香港
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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）
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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

ベトナム

info@hr-link.jpE-Mail:info@hr-link.jp
[Head Office]
Room No. 209, 2nd Floor, 
No. 6 Nguyen Thi Thap, 
Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi. Vietnam
TEL:(84-4)3791-6473｠
FAX:(84-4)3791-6203

[HCMC Office]
6F,Packsimex Building,
No.52 Dong Du St, 
Dist.1 Ho Chi Minh City,Vietnam
TEL:(84-8)3824-4931｠
FAX:(84-8)3824-4932

[Tokyo Office]
〒103-0015　
東京都中央区日本橋
箱崎町32－3 11F
TEL:03-3662-3660 
FAX:03-3662-3668

「ベトナムで働く」を応援する

Web:hr-linkvn.com

その技術。まだベトナムで活かせます！その技術。まだベトナムで活かせます！

営業/専門商社　勤務地：ベトナム
【営業職】現地代表の右腕として、営業活動をメインとしてベトナム人
のマネジメントしながら、業務を円滑に進めて行くこと。
US$2K～2.4K

今週のベトナム注目求人

香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30

インテリジェンス
広州営業/物流・倉庫 広州 RMB15K～

日系の大手物流会社にて、日系企業対応の営業
業務、本社との連絡、社内でのオペレーション
業務等。1)2年以上の社会人経験　2)営業に
興味のある方

キングスウェイ編集/広告・出版・印刷 ～35K香港/香港島
5年以上の編集経験。記事執筆、編集、広告の
アレンジ等。季刊誌の編集全般。ビジネスレベ
ルの英語、中国語尚可。

キングスウェイフード/
フードビジネス（和食） ～45Ｋ香港/香港島

3年以上の調理経験。鉄板焼きカウンターで
の調理、接客（食材・酒の説明）など。日本料理
店、寿司店などオープンキッチンでの調理経
験尚可。コミュニケーションレベルの英語もし
くは広東語。

インテリジェンス
香港

営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

香港/香港島 応相談

外資系金融機関にて投資家向けの広報およ
び経理アシスタント業務。1)3年以上の関連
業務経験　2)ビジネスレベルの英語　3)高
い文書作成能力。投資銀行あるいは企業の財
務部での就業経験者歓迎

香港/九龍 応相談 インテリジェンス
香港

電子/
半導体・電子・電気機器

小売店やレストランの設計・施工を手がける
デザイン会社でのデザイン業務。1)3年以上
の関連業務経験　2)Auto CADスキル
3)コミュニケーションレベルの英語または中
国語（広東語/普通話）

インテリジェンス
深圳経理/建設・土木 ～RMB25K深圳/羅湖

コールセンター運営企業にて経営企画マネ
ジャー候補を募集。1)各種レポーティングに
必要な文書作成・数値分析能力 2）社内コミュ
ニケーションレベルの英語。企画系業務・金融・
サービス業界経験者歓迎

インテリジェンス
香港電気/電気・電子関連 30K～60K香港/香港島

香港島を拠点とした、3つのインフラプロジェ
クト現場の環境管理業務。1)10年程度の環
境管理経験　2)ビジネスレベルの英語
3)環境エンジニアリングもしくはマネジメント
専攻の学位保持者

インテリジェンス
香港事務系関連職/銀行 25K～30K

オペレーション＆システムプランニングチーム
に所属し、資料作成や報告業務。香港支店と東
京本店との連絡業務など。1)3年以上の金融
業界での就労経験および金融商品知識
2)ビジネスレベルの英語　3)4年制大学卒業者

インテリジェンス
香港

企画・管理・経営関連/
フードビジネス（総合） 応相談

日本でフランチャイズおよび自社ブランドを
持つF&B企業にて、香港事業責任者を担当。
1) 香港でのマネジメント経験と事業立ち上げ
経験　2)現場目線のマネジメントができる方
3）日常会話レベルの英語もしくは普通話

生産管理/繊維・アパレル 香港/新界

香港

香港/九龍

15K～25K

セントラルキッチンのサブマネジャー業務。品
質管理・サプライヤーとの連絡・スタッフ指導な
ど。1)食品業界での関連業務経験　2)コミュ
ニケーションレベルの広東語　3)配偶者ビザ
OR永久居民権ホルダー

インテリジェンス
香港

顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運 15K～20K香港/香港島

日本人向けの学習センターにて、算数・国語・
英語学習指導を担当。1）教育に対する情熱 
(業界経験不問)　2）コミュニケーションレベ
ルの英語　

事務系関連職/
外資系銀行

デザイン/
ディスプレイ・空間デザイン

企画/金融

専門職関連/建設・土木

インテリジェンス
香港

フード/
フードビジネス（和食）

語学・教育関連職/教育

インテリジェンス
深圳営業担当/樹脂 応相談深圳/福田

日系商社にて営業担当を募集。1)2年以上の
営業経験 2)社内コミュニケーションレベルの
普通話。樹脂業界での営業経験のある方なお
可

インテリジェンス
広州営業/生命保険・損害保険 RMB20K～広州

日系企業担当として、広州への新規進出企業
のマーケティングや、既存顧客へのサポート
業務。1)2年以上の社会人経験　2)コミュニ
ケーション能力の高い方

キングスウェイ営業/電気・電子関連 香港/九龍 ～30K

5年以上の営業経験者（業界未経験可）。印刷
物及びパッケージ関連の営業。日系既存顧客
のフォローアップ。価格交渉、品質管理。営業
スタッフのスーパーバイズ。ビジネスレベルの
英語、または中国語。

HR-Link
ベトナム営業/専門商社 ベトナム US$

2K～3K【営業】専門商社にて日系企業向け提案営業。 

HR-Link
ベトナム営業/専門商社 US$

2K～2.4Kベトナム
【営業職】現地代表の右腕として、営業活動を
メインとしてベトナム人のマネジメントしなが
ら、業務を円滑に進めて行くこと。

キングスウェイ営業/精密機器 ～30K香港/九龍
5年以上の電子部品営業経験。既存顧客およ
び新規営業。日系顧客の窓口業務。納期管理、
受発注管理。ビジネスレベルの英語。

HR-Link
ベトナム物流/倉庫 ベトナム US$

2.5K～2.9K
【物流業務】物流会社。フォアディング（輸出
入）を担当。

HR-Link
ベトナム営業/広告・出版・印刷 US$

2.5K～3Kベトナム
【韓国語営業】ベトナム国内調達を考えている
韓国系の製造メーカーへのパッケージ（梱包
材）や印刷物の提案営業。

購買/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 キングスウェイ～35K

3年以上の製造業での購買経験。電子部品系
購買経験尚可。日系顧客、仕入先との連絡業
務。仕入先、製品の開拓。生産管理。ビジネス
レベルの英語。

香港＆広東
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「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」「採用担当者向け！今週のおすすめ人材情報！」

担当 : Ms. 西家 ( にしいえ )、Ms. ステイシー、
 Ms. 梁 ( りょう )、Mr. 松本

香港ワークスは香港エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です香港ワークスは香港エリアの日本人人材・ローカル日本語人材に特化した人材紹介会社です

日本人　商社／
営業など

日本人
アパレルマーチャンダイザー

日本人　会計士

中国人
日系製造業／通訳

USD 1.5K

応相談

USD 3K～6K

RMB 10K

英語ビジネスレベル。東南アジアでの経験豊富。契約成立実績豊富。
輸出入業務経験豊富。
北京語ビジネスレベル。レディースインナー、マタニティ、ベビー等の
布帛・ニット衣服の企画・資材手配・サンプル作成・納期管理など。顧
客対応経験もあり。

英語ビジネスレベル。米国会計士ライセンス保有

日本語ビジネスレベル。韓国語も可。日本企業にて15年の就労経験。
品質管理、営業、新人教育、通訳など。

香港・ベトナム・
東南アジア

東莞

香港・華南

東南アジア全般

ビジネス（香港・広東共通）
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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
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 広州金融/保険 広州 RMB15K

業界大手の保険会社にて若手の日本人女性
を募集。日系企業向けの営業、営業戦略の立
案。他にもマーケティング業務など幅広い業
務を経験出来る事は今後のキャリアアップに
大いに役立つ。

RGF 広州工場管理/製造業 RMB37K
（額面）広州

自社製品（プラスチック射出成形品取出ロ
ボット）製造工場の管理者。工場管理マネジ
メント全般。中国工場にて総経理職などマネ
ジメント経験者を募集。取扱い製品は不問。

テンプスタッフ
広州営業/化粧品・医薬品 RMB15K広州

新規開拓、既存顧客管理。営業適性のある方、
中国語ビジネスレベル。

RGF 深圳倉庫管理マネジャー/物流 深圳 RMB
15K～25K

保税区倉庫でマネジメント職の募集。日系企
業窓口、現場人員管理、マネジメント資料作成
等。中国語：現場スタッフへの指示が出せるレ
ベル英語：メールの読み書き、電話ができるレ
ベル。

RGF 香港事務系関連職/
家電・AV機器 香港/九龍 20～25K

大手電機メーカーにて秘書の募集。Managing 
Directorのスケジュール管理、調整、及び人
事部のアシスタント。秘書経験お持ちの方歓
迎。

RGF 香港金融/その他 19K香港/九龍
金融サービス業にてのアシスタント業務。営
業チームのアシスト、新規顧客開拓後のフォ
ローアップ。ノルマ無。

RGF 香港サロン/
エステティック・美容・理容 20K～25K香港

美容カウンセリング、サービスや料金体系の
提案、予約管理、スタッフ調整、実際の美容
サービスの提供。経験不問、トレーニング有。
美容業界に興味のある方歓迎。

RGF 香港サロン/
エステティック・美容・理容 30K～35K香港

マネジャー、店長としてお店の管理、マネジ
メント。スタッフの管理、トレーニング及び、月
次、週次、日々の数値管理。売り上げ拡大の為
の戦略構築。経験者採用、7年以上の経験。

RGF 香港購買/専門商社 香港/九龍 23K～25K
大手自動車部品商社にての購買業務。英語
ビジネスレベル、長期にて海外での勤務を
考えている方。

テンプスタッフ
広州

企画・管理・経営関連/
メーカー

年収
600～
800万円

広州
総経理兼工場長として管理統括。樹脂成型・樹
脂塗装等製造経験、経営管理能力のある方、
中国語ビジネスレベル。

RGF 香港営業/不動産 上海或いは
北京 RMB20K

大手総合デベロッパーにて日系企業向けの営
業。ITバックグラウンド、北京語堪能な方歓迎。

テンプスタッフ
広州

企画・管理・経営関連/
専門商社 深圳 応相談

中国法律に関して情報収集、会社としての対
策立案、中長期の計画立案。会計、総務の統括
管理経験、中国法律に詳しい方、中国語ビジ
ネスレベル。

営業/メーカー ベトナム HR-Link
ベトナム

US$
2K～2.4K

【営業職】在ベトナム・ワイヤーハーネスの製
造メーカーの営業。

フード/
フードビジネス（和食） 香港 香港WORKS30K～40K

シェフ。調理、メニュー開発。河豚處理師免
許證所持者優遇。8年以上シェフ経験（その
中に2～3年香港での経験必須）。英語もし
くは北京語コミュニケーションレベル。レファ
ランスチェックが必要。

香港WORKS購買/電気・電子関連 香港 15K～30K

購買スタッフ・マネジャー。電子部品及び
EMS製造の会社にて、香港IPOからの上海
及び珠海工場の購買サポート。購買業務全
般。英語でコミュニケーション出来る方。電
子企業経験者、購買経験者優遇。

香港WORKS事務系関連職/
証券・投資銀行 香港/九龍 17K～20K

カスタマーリレーションサービスオフィサー、
香港投資ファンドに関するお客様の問い合
わせ対応、香港銀行口座開設説明、セミナー
会場へご案内、申込書の説明、パンフレット
郵送・説明、セミナーの準備（書類）。

香港WORKSその他/共済 香港/香港島

時給
100～150
(相談可)
月給

16K～24K
(相談可)

ハウスクリーニング、家事代行（料理含む）、
キッズシッター業務。日本人家庭の家事（掃
除、洗濯等）。子供（小学生）の学校送迎など。
お弁当、毎日の夕食作り。日本料理を作るこ
とができる方。日本語のみで可能。

香港 26K～35K 香港WORKS営業/
フードビジネス（和食）

既存フォロー営業多い：日本料理店、日本食
品スーパーへの日本食材のセールス。肉・鮮
魚・米・野菜・酒類・調味料等。外勤営業、仕
入発注業務、その他関連業務。日本語以外に
中国語か広東語話せる方。

RGF 香港営業/化粧品・医薬品 香港/九龍 23K
自社ブランドの化粧品の営業。ショッピング
モール内の店舗や小売りにての営業販売。
華南地区への出張有。北京語、英語必須。

RGF 香港マーケティング/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 25K～

外資系製造業にて、マーケティング職の募集。
商品のブランド構築、イベント、展示会開催。
電子・電気系にてのマーケティング経験者
優遇。
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ビジネス（香港・広東共通）

香港＆広東香港＆広東

JAC 香港営業/ガラス・化学・石油 香港/香港島 20K～40K
燃料の新規開拓営業を中心とした販売。中・
長期的な取引営業に興味ある方。北京語また
は英語ビジネス。

JAC 香港事務系関連職/
ガラス・化学・石油 18K～22K香港/香港島 燃料商社にて営業アシスタント（内勤）。北京

語または英語ビジネス。

JAC 香港顧客サポート/
物流・倉庫 15K～16K香港

日系物流企業の引越し部門でのカスタマー
サービス（内勤）。英語または広東語会話レベ
ル以上。

JAC 香港顧客サポート/
広告・出版・印刷 香港 17K～19.5K

日系新聞者での営業アシスタント・顧客対応業
務。出張同行あり。英語会話。VISAホルダーの
み。

JAC 香港経理/専門店
（ファッション・服飾関連） 香港/香港島 ～25K

(応相談)
外資系アパレルの経理データマネジメント担
当者募集、英語、日本語情報の整理、データ
加工など。

JAC 香港金融/証券・投資銀行 ～35K
(応相談)香港/香港島

外資系投資銀行の船舶ファイナンス担当募集。
日系顧客対応など。金融、特に銀行出身者歓
迎、英語必須。

JAC 香港顧客サポート/
生命保険・損害保険

～40K
(応相談)香港/香港島

外資系保険会社の営業とカスタマーサービス
募集、保険の業界での営業かカスタマーサー
ビス経験者。

JAC 香港デザイン/
インテリア・住宅関連 応相談香港

大手オフィス家具メーカーにて内装設計者の
募集。内装実務（CAD必須）経験。英語必須。

JAC 香港コンサル/
専門コンサルタント 香港/香港島 ～100K

(応相談)
外資系信託、会計サービスの新規日系法人
開拓営業マネジャー。金融かコンサルティン
グ業界出身者。

JAC 香港購買/
半導体・電子・電気機器 15K～25K香港

日系EMS企業での調達リーダー。Cost 
Down活動、部品納期交渉、品質問題の解析
管理。

JAC 香港フード/
フードビジネス（和食） 香港 26K

日系飲食店の新店舗立ち上げ店長候補。日本
での研修あり。広東語ビジネスレベル。

顧客サポート/
半導体・電子・電気機器 恵州 テンプスタッフ

広州応相談
工場のビジネス・オペレーションにおける分
析、5Sや6Sシステム導入。5S、6S導入に関
する知識、英語or中国語日常会話。

購買/
半導体・電子・電気機器 東莞 テンプスタッフ

広州RMB25K

電子部品の購買、調達グループリーダーとし
て購買業務全般。購買経験10年以上、基板
関連の品質管理経験者優遇、英語or中国語
日常会話。

テンプスタッフ
香港

企画・管理・経営関連/
専門コンサルタント 香港/香港島 35K～45K

ビジネスコンルティング業務全般。日本マー
ケットの取りまとめ。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港

営業/
エステティック・美容・理容 香港/九龍 20K～25K

美容関連商品の仕入先および卸先開拓。英
語および北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 10K

半日勤務。顧客問い合わせ対応および日英・
英日翻訳など。

香港 20K テンプスタッフ
香港教師/教育 文系又は理系の教師：小中学生担当。

テンプスタッフ
香港

フード/
フードビジネス（アジア系） 香港/九龍 20Kラーメン店：店長業務、店舗管理全般。

テンプスタッフ
香港

IT関連技術職/
ソフトウェア・情報処理 香港/九龍 20K金融機関向けソフト開発。その他プロジェク

ト対応。

ぽけっとページ営業/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

弊紙PPW新聞と電話帳ぽけっとページの
広告営業。営業以外に編集なども積極的に
学べ、将来的にはオフィス管理者へのステッ
プも可能。ベトナムなどへの出張あり。
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Borderless Management & Investment Ltd.
香港の独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)がご案内するオフショア・海外投資 中国・香港地区で働く人のための資産運用術（14）

info@borderlessworks.com
電話：(852)3626-2476

Borderless Management & Investment Ltd.
Flat E, 21/F., Block 1, Queen’s Terrace, 
No.1 Queen St., Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

玉利将彦　（タマリ　マサヒコ）
上海と香港を拠点に活動し、中国在住歴は17年に渡る。
香港の証券取扱免許（SFC）と保険取扱免許(PIBA)を保有する資産運用ア
ドバイザーとして、顧客のライフプランに即した投資計画の立案及び積立
ファンド・保険の仲介、HSBC香港BOOM証券・中国銀行など海外の有名金
融機関の口座開設・運営サポートをおこなっている。

個別相談
随時受付中
（無料）

　資産を1カ所に集中して置いておくとその国や地域に何か
金融的な危機が訪れたときにすべてが損害を被ってしまいま
す。だから、HSBC香港や中国銀行に口座を作っておカネの置
き場所を増やす、いわゆる「場所の分散」をおこないました。

　通貨には為替変動のリスクがあるからどれが上昇・下落し
てもその影響を最少化するために「通貨の分散」も実行しまし
た。

　これで資産の防衛体制が固まったから、次はいよいよそれ
を殖やす、いわゆる「資産運用」の段階に入ります。

　ところが、そこで壁にぶち当たるかもしれません。「自分は海
外どころか日本国内の投資でさえ豊富な経験を持っていると
は言えない。一体、何から手をつければ良いのか…」

とか、

　「そもそも英語もわからないし、外国の株式や債券なんてど
れが有利な銘柄なのかなんてもっとわからない」

あるいは、

　「仕事が忙しくて、投資の勉強をする暇なんてない」

などという人もいるかもしれません。

　だが、デフレ、円高。景気低迷による財政の悪化。少子高齢
化。社会保障制度の見直しの機運。自分は果たして充分な年
金を受け取れるのだろうか?懸念は年々高まる一方です。自分
が働けなくなったときの糧（かて）、老後資金の確保は誰に
とっても必須事項だと言えるでしょう。それを海外投資の出発
点として考えてみましょう。

「独自の年金作り」

　とても重要な資金であるから、リスクは極力抑えながら運用し
たいところです。引退するまでにはまだ時間があるから、長期に
渡って少しずつ積み立てながらじっくりと大きく育ててゆく形が
理想です。その用途にびったりと合致した商品に「長期積立ファン
ド」があります。

　毎月小額の資金を積立てながら、地域、産業セクター、株式、債
券など様々なテーマに沿って運営されている多くのファンド（投
資信託）のうち、最大10種類を選択して分散投資がおこなえるシ
ステムです。

　この長期積立ファンドの特徴について二回に渡って解説します。

1.投資対象の分散

　長期積立ファンドは月々US$500の積み立てからの契約が可能
であり、契約したそのときから10種類の対象に分散投資ができ
ます。運用をおこなうファンドは、この積み立て投資プログラムに
用意されている約100種類以上の銘柄から選択できるようになっ
ており、それらは株式、債券、預金、不動産、通貨、金など投資商品
別、アメリカ、アジア、ヨーロッパ、BRICS、エマージングマーケット
等の地域別、日本、アメリカ、中国、ブラジル、インド等の国別、農
業、鉱業、希少金属、金融、インフラ、エネルギー、科学技術等の
産業分野別等、多岐に渡っています。

2.時間の分散

　分散投資には「投資対象の分散」という概念に対して「時間の
分散」という概念が存在します。この長期積立ファンドは、短期的
な投資判断を排除して、月々一定額を選択した銘柄に投資するこ

と、選択した銘柄の評価額が上がろうと下がろうと自動的に
購入し続けることによって、「ドルコスト平均法」による時間
の分散効果を享受できます。ドルコスト平均法とは？価格の
騰落に関わらず、一定の投資対象を、一定の周期で、一定の
金額ずつ買い増してゆくという投資手法です。

　例えば、あるファンドの価格が先月1口1,000円だったとし
ます。そこで10万円を投じて、100口購入します。そのファンド
の価格が今月は1口500円に下がりました。5万円の損が出た
ことになります。このままでは、価格が1,000円に戻らなけれ
ばつまり今の価格の2倍、100%以上上がらなければその損
を解消できません。しかし、そこでめげずに、さらに同じ10万
円を投じるとします。200口購入できます。つまり2ヶ月で20万
円を投じて、300口を手にしたことになります。平均すると、
200,000円÷300口で1口辺り約667円で購入したのと同じこ
とになります。即ち来月、33.7%上がれば損は解消されること
になります。騰落に関わらず一定額の資金を投じます。それ
を毎月繰り返せば購入価格は平準化され、価格変動に対す
る抵抗力が増して利益の出る確率が高まります。これがリス
クコントロールに有効な「時間の分散」という概念です。

香港

香港＆広東

香港



　少額投資非課税制度（NISA）の口座開設受け付けが10月1日に始まります。NISAでいったい何
ができ、またはできないのか。口座開設に踏み切る前に注意すべき点はないのか。金融機関の
キャンペーンが熱を帯びるなか、投資の玄人ならずとも関心は尽きないようです。シャープと韓国
サムスン電子の合弁破談の内幕、iPhone発売に踏み切ったNTTドコモの戦略など、今回も幅広い
ジャンルの記事がランクインしています。9月21日～27日のよく読まれた記事を紹介します。
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ビジネス（香港・広東共通）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

開設前に確認　NISA口座6つの落とし穴（24日）

（3）詳しくは電子版をご覧ください。

（4）次期iPhone、カギ握るLTE新周波数帯（12日）

（5）帰省・レジャーで陥る「夏貧乏」（12日）

（6）忍者屋敷に宇宙船・・・驚きオフィス （14日）

（7）マクドナルド、止まらぬ客離れ（13日）

（8）「半沢直樹」　ブームと株価 （10日）

（9）認知症男性死亡、電車遅れで損賠命令（10日）

（10）ヤマダ電、ネット販売との消耗戦（15日）

サムスン「プリンス」の誤算　日本は難しい…（21日）

（3）NTTドコモ、最初は甘い「リンゴ」の味 （24日）

（4）詳しくは電子版をご覧ください。

（5）大合併1年　新日鉄住金に国家資本主義の壁 （25日）

（6）迷走1年、迫るタイムリミット　どこへ行くシャープ （24日）

（7）家計変える「貧乏ショック」　お金ためた人に学ぶ （23日）

（8）アップルに3億円超賠償命令　日本の技術者に （26日）

（9）「ライブ動員数」で見るアーティストの実力 （23日）

（10）牛肉好きが増えて羽毛布団が品薄になる不思議 （26日）

香港 香港

読まれた記事ランキング
9月21日～27日 

香港



広東

広東 香港＆広東

香港 香港
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香港スクール

花 樣 方 言 方言の世界　漫遊記

Vol.45 ＜吉卜力（ジブリ）＞
　新作「風立ちぬ」を最後に引退宣言した長編アニメの巨匠
宮崎駿監督。ジブリ関連のネタはこのコラムでも大いに使わ
せてもらいましたから、宮崎監督に敬意を表しまして、今回は
ジブリ特集です。
　宮崎監督の長編第1作はスタジオジブリ発足以前の「ルパン
三世　カリオストロの城」。わたくしはこれを映画館で見まし
た。香港映画の「Mr.Boo!ギャンブル大将」（鬼馬雙星）と同時
上映だったからです。1979年、日本は香港のホイ3兄弟（マイケ
ル・ホイ、サミュエル・ホイ、リッキー・ホイ）による「Mr.Boo!ミ
スター・ブー」（半斤八兩）の当たり年。ジャッキー・チェンの「酔
拳」も夏に公開されて、広東語映画の日本公開元年となった
年です。しかし年初からの「ミスター・ブー」ブームは年末の

「ギャンブル大将」までは続かず、「カリオストロの城」も興行成
績は良くなかったのです。名作「カリオストロの城」の評価が低
かったというのは本当に信じられないことですが、現にわたく
しも当時、特にいいとは思わなかったのだから不思議なもの
です。時代の流れの遥か先を行く作品だったのですね。
　香港はルパン三世の無風地帯なので（わたくしの知る限り

「カリオストロの城」の広東語版はありません）、 香港での宮崎
作品は次作の「風の谷のナウシカ」（風之谷）からとなります。
当初「ナウシカ」は「小木蘭」と訳されました。「木蘭」とはディズ
ニーでも映画になった古代中国の女性戦士「ムーラン」のこと。
実におもしろい命名でしたが現在は「娜烏西卡」。ジブリの評
価を格段に高めたのが「となりのトトロ」で、 トトロの漢語名は

「龍貓」。これは名訳。その後ずっと現在まで生き続けています。
　トトロのモデルはミミズクでもあるそうですが、ミミズク、フ
クロウは広東語で「貓頭鷹」。また、「龍貓」は「熊貓」（パンダ）
を連想させますが、宮崎監督は以前に「パンダコパンダ」とい
うアニメの制作にもかかわっていて、これがトトロの原型だと
もいわれます。「龍」は空を飛び神通力を持った中国の伝説上
の生き物。「龍」と「貓（猫）」、このたった2語の組み合わせが漢

語圏の人たちにトトロのイメージをしっかりと植えつけている
のです。
　しかしこの名訳とは裏腹に、作中人物の名前はとなると、こ
れがなぜか迷訳ぞろい。姉の草壁サツキは「大卷草子」、妹の
メイは「次子」、そして大家のおばあさんが「八婆」。八婆は女性
へのののしり言葉だし、「次子」は「厠紙」（トイレットペーパー）
と同じ発音。いちばんの疑問符は「もののけ姫」（幽靈公主）の
主人公「アシタカ」の訳名「飛鳥」ですが、これ、誤訳なのでしょ
うか。飛鳥（アスカ）では大和朝廷側ですから、アシタカの属す
るエミシ（蝦夷）の敵になってしまいますが。
　イタリア語のGhibli（ギブリ）を「ジブリ」と読み間違えたぐら
いなので、宮崎作品の外国語処理はけっこうアマいです。「カ
リオストロの城」の中ではカリオストロ（これもイタリア語、
Cagliostro）のつづりをしっかり間違えてますし、「魔女の宅急
便」のスウェーデン語もどきも実にいかがわしい。けれど、文化
の違いはどうしようもないので、外国での解釈は気にしない、と
いう監督の考えには同感です。そういう寛容性のおかげもあっ
てか、広東語版（特に初期の作品）では大胆なアレンジ…、と
いうより、かなり奔放な吹き替えがなされていますよ。「魔女の
宅急便」には「寿司」や「おにぎり」や「仮面ライダー」が、そして

「紅の豚」（飛天紅豬俠）には香港の著名な政治家の名前が出
てきます。トトロの住む村の名前は「龍貓村」、山は「龍貓山」。
小トトロと中トトロはオリジナルでは無言ですが広東語版で
は声を出します。この声、とってもかわいらしいのでトトロは広
東語版でも、ぜひ。
　ジブリがトトロを「龍貓」で認可しているように、ドラえもん
も無理に「多啦A夢」などとせず、香港で長年親しまれてきた

「叮噹」で許可してもらえないものかと思います。もしトトロが
「多多羅」などと当て字されていたら、きっと今のような人気は
得られなかったでしょう。柴咲コウ主演の映画で「多羅羅」（ど
ろろ）というのはありましたが。

　最後に。「崎」は日本人には見慣れた漢字ですが中華圏では
やや特殊な字です。「崎嶇」（けわしい）という単語以外にはめっ
たに使われず、もっぱら日本の地名・人名に使われる字なので
す。中国で「崎」のつく地名はわずかに福建省で見受けられる
のみ。香港で、「崎」のつく日本の地名・人名といえば昔は「長崎」

「山崎」が最も有名でしたが、以後、「宮崎」「濱（浜）崎」が急上
昇。おまけに、柴「崎」幸…というのまで現れる始末で…。

大沢さとし
（香港・欧州・日本を行ったり来たり）

香港 香港

香港 香港
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