
　「半沢直樹」と並びテレビドラマ復活の立役者となった「あまちゃん」。最終回の余韻が残るな
か、大ヒットの理由を分析した記事が注目されました。余韻が冷めないのは東京開催が決まった
2020年の五輪も同じ。招致成功の裏側や、マーケット・不動産市場への影響を探る記事は関心を
集め続けています。9月28日～10月4日のよく読まれた記事を紹介します。
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（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）

さらば「あまちゃん」、大ヒット支えた俳優と音楽 （9月30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）

サムスン御曹司、投資家による厳しい品定め（FT）（10月2日）

（3）東京五輪招致、日本のプレゼンに成功の7法則（Forbes） （10月3日）

（4）自動車保険料、「事故」に厳しく　10月改定に注意 （9月30日）

（5）五輪開催で東京はプチバブル　変わる不動産市場 （9月28日）

（6）トヨタが再び挑む「1000万台」の鬼門（9月30日）

（7）韓国大統領「日本と信頼築けない」　米国防長官に （9月30日）

（8）株式相場、第4コーナーで日米逆転も （10月2日）

（9）オバマ潰しをもくろむ米共和党の無謀な戦い（FT）（10月1日）

(10）ソフトバンク株急騰、時価総額2位浮上の原動力 （10月3日）

香港＆広東

読まれた記事ランキング
9月28日～10月4日

　日経中国社による「駐在員のためのマーケティング実践セ
ミナーin香港」が去る9月25日に開催された。多数の来場者で
埋められた会場は、真剣に講演の話に聞き入っている人たち
の姿が伺えた。

　講演は第一部として「事例に学ぶ、香港･中国本土･アジア
向けウェブマ－ケティング」～Web(PC・スマホ)を活用した新
規顧客獲得方法～から開始された。

　講師は島田裕一氏、現在アウン香港マーケティング株式会
社のジェネラルマネジャーとして、幅広い業種・業態のグローバ
ルマーケティング活動の支援で活躍されている。

　高い経済成長を遂げるアジア市場。中でも香港はインター
ネット普及率が70％以上、中国本土ではインターネット人口
が5億人を超えるなど、ますますインターネットでのプロモー
ションの重要性が高まっている。そのような中で市場としての

難しさを実感されている企業や、香港・中国に向けて何から
始めてよいか判断しかねている企業の声を踏まえた内容となっ
た。セミナーのゴールとしては1．香港を含むアジアのインター
ネット利用状況について理解を深める。2．アジア向けウェブ
マ－ケティング手法を知る。3．事例を通して、自社の売り上げ
向上、または業務改善のヒントを得るという項目で進行した。

　第二部は（前半）「自宅・オフィス・出張中でも使える　日経
新聞と電子版・効率的活用術」（後半）「データベースの活用に
よる中華圏情報の捉え方」とし、講師は日経中国社が行った。
　その後、約1時間のネットワーキング・セッションとして来場
者との意見交換が行われ、約3時間の充実した講演となった。

アウン香港マーケティング株式会社（www.auncon.co.jp）
日経中国（香港）社（www.nikkei.asia）
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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（15）

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）

　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
えるシステムである「長期積立ファンド」、

　その特徴として前回は「1.投資対象の分散」と「2.時間の分
散」について説明しました。今回はそれ以外の部分について述
べてゆきたいと思います。

3. 運用を委託

　銘柄の選択は自分でおこなうことも可能ですが、ファンドの
運用の専門家に運用を一任することもできます。このポート
フォリオサービス（一任勘定）を利用する際には一定の手数料
は発生しますが、海外投資初心者で勉強中のためまだまだ自
分で投資対象を選ぶ自信がない、しかしその時間を無駄にせ
ず運用は始めておきたい。運用は専門家に任せて自分は得意
分野や本業に専念したい。そういうスタンスを採りたい方には
最適かもしれません。また、自分で運用する体制が充分に整っ
たときにはいつでも一任勘定を解消して、独自での運用に切
り替えることも可能です。

4. 複利運用

　運用を開始すればその資金は満期まで複利運用されます。
運用成績はどのファンドを選択するかで変わってきますが、仮
に10%の複利運用で25年間積み立てれば満期時の資産は投
入時の約4倍になります。

5. 積立停止や途中出金の柔軟性

　長期に渡る運用の間には子供の進学やマイホームの購入で急
に資金が必要になることがあるかもしれません。一時的に積立が
出来なくなることがあるかも知れません。そんなときも心配は要
りません。この積立ファンドは最初の18～24ヶ月間こそ積立を止
めることができませんが、それを過ぎれば事前に通知することで
積立の一時停止したり、途中で一部資金を引き出したりすること
が可能です。急な資金需要にも柔軟に対応することができます。

6. もしもの場合は?

　考えたくはないことですが、運用中に契約者が不慮の事故や
病気で亡くなることもあるでしょう。長期積立ファンドはそんなケ
ースに備えて契約時に資産の受取人を指定することができます。
契約者に万一のことがあった場合には総資産額の101%が受取
人に支払われることになっています。

　すなわち、残った家族がスムーズに積立資産を継承することが
できます。リターンに対してはリスクが付き物です。

　またメリットのあるものには必ずデメリットも存在します。契約
と同時に、「投資対象」と「時間」の完全分散投資が可能であり、独

自での運用が難しい場合は専門家に任せることができる。急
な資金需要にも柔軟に対応でき、万一の場合にも、きちんと
家族や関係者がその運用資産を受け継ぐことができます。

　そんな完璧にも思える長期積立ファンドですが、デメリッ
トは何でしょうか?それは自分でHSBCなどの銀行や証券会社
を通して自分で運用するよりは多少高い手数料がかかると
いうことでしょう。長期積立ファンドに関わるシステム。膨大
な契約者の毎月の積立を管理する人的資源。投資・運用にか
かるプロフェッショナルの知識。それらを利用している分、あ
る程度致し方のないことです。ただそれにより、分散投資の
ために初期段階で多額の資金を用意する必要はなくなりま
す。

　海外の投資対象に関して学習する時間やエネルギーを自
分の本業や得意分野に振り向けることもできます。そして長
期に渡ってリスクをコントロールしながらゆっくりと着実に
引退後の安心を育んでゆけるのです。

　やはりメリットの方がずっと勝っている。

　そんな投資だと私は思います。

◆「中国・香港で働く人のための資産運用セミナー」開催のお知らせ◆
海外居住者である今のうちに加入しておくべき生命保険、
減ってゆくことが明らかな年金をカバーする積立投資についてわかりやすく解説します。
日時：11月2日（土）香港　14:00～16:00 　定員10名 ※参加費無料
講師：玉利将彦（Borderless Management & Investment Ltd.代表）
参加ご希望の方は下記のメールまで。
メール：info@borderlessworks.com 

香港＆広東香港
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香港 中国全土

香港香港＆広東

第5回  

筆者のプロフィール：

斉藤 雄久(たかひさ)
1962年1月東京都葛飾区出身、1994年12月よりベトナム滞在。

日系コンサルティング企業AIC Vietnam Co.,Ltd代表として、主に日系企業の進出、進出後のサポートを行っている。

同社は本社をハノイ、支店をダナンに置き、複数の日本人が駐在。

ご連絡は、infor@aic-vietnam.comまでお気軽にどうぞ。

Let us be part of  your success

AIC VIETNAM CO., LTD

「ビザの取得について」
　今回はベトナムに入国・滞在するための、ビザに関する概要
を解説します。ベトナムに入国する滞在期間15日以内の日本
人に対しては、既に2004年1月1日よりビザが免除となってい
ます。ビザ免除のための条件としては、①3ヶ月以上有効なパス
ポートを保有②往復、あるいは第三国に行く航空券の保有、と
なっています。また、以前は6ヶ月の滞在が可能なマルチのビジ
ネスビザも簡単に取得、更新できたため、ベトナムは入国・滞在
が容易な国とされていました。

　ところが2009年9月以降は、外国人の単純労働者の流入を
阻止する目的と一般的には言われていますが、労働許可書を
取得していない外国人に対しては、現地におけるビザの発給・
更新が、厳しく規制されるようになりました。それでもホーチミン
市を中心とする南部では、3ヶ月以内のビザであれば、現地で
取得できているようです。しかしながらハノイを中心とする北部
では、現状では短期のビザですら取得が非常に困難になってい
ます。

　ベトナムで就労する外国人は、一部の例外を除いては労働
許可書を取得が義務付けられており、これもやむを得ない事と
考えます。それでも駐在員の場合には、労働許可書を取得して
ビザを申請できますが、長期出張の形態で働く方の場合、現地
に法人、駐在員事務所や出向形態での受入先がない場合、労
働許可書の申請もできません。

　現在も各国のベトナム大使館・領事館では、労働許可書がな
くても3ヶ月以内のビジネスビザを発給しています。ビザの種類は
下記にあるB３ですが、これを取得して、長期的に滞在したい場
合には、国外に出て更新を繰り返す事が今のところは可能です。
ただし、その回数が多い場合には、指摘を受ける懸念もあります。

　ベトナムにおけるビザについては、2002年1月29日付けの
公安省、外務省の合同通達No.4/2002/TTLT/BCA-BNGに
基づき、下記のような種類があります。

A1：党、国会、大統領、政府、大臣、人民委員会などが招聘する
　　ミッションの正式なメンバー,と同行する家族、使用人

A2：外国の代表機関のメンバー、同行する家族、使用人

A3：外国の代表機関で働く者、外国の代表機関のメンバーを
　　訪ねる者

B1：最高人民検察院、最高人民裁判所、中央省庁、
　　同格の政府機関で働く者

B2：政府機関が許可書を発給した投資案件を実施する者

B3：ベトナム企業で働く者

B４：外国の組織、企業などの駐在員事務所、支店で働く目的

C1：観光で入国する者

C2：他の目的で入国する者　

　外国投資企業の駐在員の場合にはビザはB2、駐在員事務
所・支店などの場合にはB4となります。ビザにおける注意事項で
すが、取得目的と実際の滞在理由が違う場合には、2010年7月
12日付けの政令73/2010/ND-CPに基づく罰則があります。
同政令の第20条によれば、罰金額は50万～200万VNDです
が、その後のビザの更新手続きに影響が出る場合もあります。

　なお、ビザの期間は最長１年であり、毎年更新する必要もあ
ります。そのため、駐在員の中には短期滞在許可書(レジデンス
カードとも呼ばれる)を取得する人もいます。この許可書の有効
期間は、労働許可書が最長２年であるため同様に２年間となっ
ています。ただしレジデンスカードを取得した場合、実際の滞在
日数では非居住者であっても、個人所得税の申告において、居
住者として行なう事が要求される恐れが高いです。ですので、
実際に居住者とならない場合には、ビザの方が安全です。

　その他の注意事項としては、ビザ、短期滞在許可書とも、企
業、駐在員事務所、プロジェクトなどの活動期間の範囲内、本
人のパスポートの有効期限内の期間でしか発給されませんの
で、申請前には確認することをお勧めします。特に駐在員事務
所の場合には、活動期間は5年ごとの更新となっていますので、
注意が必要です。
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今までの経歴を教えて下さい。
　はい。深圳に来て4年になります。約3年半、日系不動産会社で勤
務し、深圳・広州支店の責任者をしていました。また上海・北京にも
店舗があった為、定期的に出張をしては会社訪問や社員の営業研
修等を行なってきました。中国へ駐在する前も日本及び香港で不
動産関係の仕事をしていた為、そこで培った経験・ノウハウをいか
して中国においても同様のサービスを展開しました。

華南に来たきっかけは？
　10年前、初めての海外勤務が香港でした。香港でも不動産業（主
に駐在員さんに対しての賃貸仲介）を2年間にわたり行ないまし
た。
　当時の驚きとして、香港人・中国人の不動産への投資意欲・関心
はとても強く、バブル崩壊後、投資に慎重な日本人とは対照的でし
た。私の周りの香港人たちも、深圳・広州で複数の不動産を購入し
ており、リスク以上に将来発展の可能性を信じて、安価なうちに購
入を進めておこうという狙いでした。私も購入を強くすすめられま
したが帰国のタイミングと重なり、購入までには至りませんでした。
そして帰国後も中国の発展状況が気になり、特に華南エリアの
ニュースには注目をしていました。その結果、すごい勢いでインフ
ラ整備等の開発が行なわれ途中、リーマンショックもありました
が、経済成長とともに不動産価格も急騰。それらの理由から深圳に
興味をもっていたところ、前職の会社から、深圳勤務のオファーが
あった為、それがきっかけで華南へ来る事となりました。

独立された理由は？
　深圳で勤めていた会社を退職した後も、それまで取引のあった
企業さんやお客さんから不動産に関する様々な相談の連絡を頂き
ました。特に部屋探しの依頼において“日本人が窓口をしてくれる
不動産会社はないですか・・・？”との質問を多く受けました。たしか
に深圳は日本人向けの不動産会社はいくつもありますが、不動産
経験のある日本人が常駐（窓口）をしている業者は極めて少ない現
状です。そこで、お問い合わせ～物件案内～契約～入居～入居後
のアフターフォロー～退去清算まで日本人が窓口となってご対応
する事で、お客さんに安心感を与え、情報や資料等にも徹底して差
別化を図った会社をつくりたいと思ったのが、独立のきっかけと
なっています。

今、取り組んでいらっしゃることは？
　不動産NAVIのオープン準備です。オフィスを羅湖・南山の2カ所
でスタートさせ、10月末からの業務開始を予定しています。自社の
オフィス探しにおいても自身が不動産会社だけに立地や条件等の
こだわりも多く、またオーナーとの交渉にも力を注ぎました。その
中で羅湖店は金光華（国貿駅）となりの深華商業大厦4階（エスカ
レーター正面）にオフィスを設けました。とても便利な場所にあり
ますので、お気軽にお立寄り頂ければと思います。
　またホームページ制作も並行して行なっていますが、以前それ
らの情報がそのままコピーされ、他業者のホームページで利用さ
れる・・・といったケースがあった為、その公開時期については繁忙
期前の1月頃で検討しているところです。

今後の目標や方針は？
　深圳全域の優良物件を日本人目線でしっかり選別したうえで、お
客様に情報提供していきたいと考えています。そして特に日本から
初めて来られる新規駐在員さんには賃貸契約における中国と日本
の違いを十分ご説明するとともに、入居時のインターネット（日本
TV）接続やウォシュレット設置等のサービス含め、より快適に生活
がスタートできるよう、お手伝いをさせて頂きます。さらに弊社は
効率的に物件を内覧して頂く為、タクシーではなく社用車で送迎及
びご案内を行ないますので、ご安心下さい。
　また商工会や日本人クラブの会合・ゴルフ・ソフトボール等への
イベントにも積極的に参加し、様々な場面で多くの方々と交流を深
めていければとも思っています。

最近の深圳の不動産状況を教えて下さい。
　最近は住宅に加え、オフィスを探される日系企業さんが増えてい
ます。特に福田中心区及び南山の海岸城周辺のオフィス賃料が高
騰しており、それによる大幅なコスト増を避ける為に移転を検討さ
れる企業も多い状況です。その反面、新築のオフィス物件も次々と
完成しており、早く入居者を確定させたいと考えるオーナー・デベ
ロッパーに対し、お値打ちな条件で契約できるケースも少なくあり
ません。住宅においても南山エリアでお値打ちな新築物件が増え
ていますので、お部屋探しの際は是非、新内装（家具家電新品）の
物件も見学して頂ければと思います。

広東

華南で顔晴る先輩に聞きました！
がん　    ば

香港&広東

不動産会社を設立！加藤秀樹さん
　中国で活躍している先輩に「海外で働くこと」をテーマに様々なことを伺う本シリーズ。今回は深圳で不動産会社「不動産NAVI」を設立した加藤さんにお話を伺った。

今後深圳はどのように変わると思いますか？
またそれに対しての戦略はありますか？
　現在、蛇口の海沿いを埋め立て金融センターを作るという計画
のもと、大規模開発が行なわれています。それによって今後、欧米
企業（欧米人）の増加が期待され、レストランやホテル等も英語の
できるスタッフをおき、外国人に特化したサービスの向上を図って
いくものと思われます。また弊社も欧米人向けの賃貸仲介を行な
う事も視野に入れ、英語対応できる人材の確保やホームページ
（英語版）の制作、国際学校への訪問等、多岐にわたって準備をす
すめています。また日本人学校の移転によって、ご家族で南山・蛇
口エリアに住まれる駐在員さんも増えてきています。より地域密着
できめ細かな対応ができるよう、南山区（海岸城）にもスタッフを
おき、お客様満足度UPを心がけていきます。お部屋の事だけでな
く、日本語OKの病院紹介等、生活サポートについても強化していき
ますので是非、お気軽にご利用頂ければと思っております。

　不動産業界に精通している
加藤さんは深圳においても経
験豊富。華南エリアでもっと情
報を広めたいと今回独立を決
意。

愛住房地産顧問（深圳）有限公司
羅湖店
住所：深圳市羅湖区南湖路
           深華商業大厦 写字楼401号室
電話：(86)755-2584-5960
ファックス：(86)755-2584-9219
メール：info@fudou3navi.com　ウェブ：http://www.fudou3navi.com
加藤携帯：(86)159-1988 8210

南山店
住所：深圳市南山区
　       海岸城 東座225号
電話：(86)755-3660-7226
ファックス：(86)755-2584-9219

香港

香港
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（所在地） 南山区白石路
（間取り） 1R～3LDK  (50㎡～220㎡  実用面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 海沿い、深圳湾口岸（香港へのイミグレー

ション）車で8分、OCT（華僑城）地区、歓
楽海岸

（備　考） 2013年の建築物件で、高級サービスア
パート、ジム、屋外プール

（月　額） RMB27,000～

（所在地） 羅湖区深南東路
（間取り） 2LDK 103㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地王、万象城、日本人構成率高い
（備　考） ジム、プール、卓球室､サウナ
（月　額） RMB12,000  管理費、税金込み

（所在地） 蛇口南海大道
（間取り） 2LDK  78㎡（建築面積）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 紫荊城ショッピングモール、花園城中心、蛇口体

育センター、四海公園、蛇口病院など，娯楽、生活
便利、Wal-mart、深圳湾口岸、日本人学校近く

（備　考） ジム、Wifi環境、24時間コンビニ
（月　額） RMB6,500  管理費、税金込み

万豪行政公寓  Marriott Executive Apartments

地王信興広場  Diwang Shunxing Square

(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室(0755)8219-5546　深圳市羅湖区深南東路4003号世界金融中心B座1410室

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産

一間公寓  Apartment One

H
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n
g
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n
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Property Agency List
日系不動産代理一覧

Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., Causeway Bay
スターツ  TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,
463-483 Lockhart Rd., Causeway Bay
第一不動産 TEL (852) 2885-7711
Rm. 709, 7/F., Kornhill Plaza-Office Tower,
1 Kornhill Rd., Quarry Bay
三宝不動産  TEL (852) 2566-0155
Room 1003, 10/F., Marina House,
68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,
15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Room A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2,
28 Jardine’s Crescent, CWB
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号
中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産  TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号
広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区天河北路233号
中信広場1205室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
広州カジワ不動産 TEL (86) 20-3880-5837
広州市天河区体育東路140-148号南方証券大厦1013-1014室
ミドリ不動産 TEL (86)20-3868-3090
広州市天河区林和西路167号威尼国際1601室
ABC不動産 TEL (86) 20-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階B
ジュノー不動産 TEL (86) 755-8217-1880
深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路
江蘇大廈B座1013室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方部天地広場D座1805室
深圳カジワ不動産 TEL (86) 755-2391-7261
深圳市福田区彩田南路3069号星河世紀大廈A座2411室  
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風水の奥義を行く！ 第18回 「やられたら倍返しだ！」だけじゃない半沢直樹のすごさ
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは便利な風水の道具（ツール）をご紹介しながら風水の奥義に迫ります。
◆ドラマ・半沢直樹に登場する「貴人」◆
　平成のテレビドラマ史上、最高の視聴率を得たドラマ「半沢直樹」。

　堺雅人さん演じる賢くそして行動力にあふれる銀行員の主人
公「半沢直樹」が直面するトラブルに多くの人がドキドキし、そし
てそれを乗り越えた姿に痛快な思いをしたことでしょう。

　彼の周囲には、銀行で起きた大きなトラブルの全責任を彼に
負わせようと画策する人がいました。論理的で数字に強い強力な
ライバルも現れました。外部からの抑圧も受けました。その反面、
無心で力になってくれる同期の仲間や、同じ志を持つ上司や部
下、同僚、一緒に協力してくれる顧客が常にいました。疲れて帰宅
する半沢直樹にお掃除をさせる奥さんですら、彼の大ピンチには
必至でサポートし、それが問題を乗り切る鍵にもなりました。

　このような周囲の存在を四柱推命や風水では「貴人」と呼びます。

◆貴人とは◆
　四柱推命にある様々な分析方法の中の一つに吉作用をもたら
す「神」と凶作用をもたらす「殺」をみる、いわゆる「神殺」というの
があります。風水師の中には「神殺」を重視しない、或いはほとん
ど考慮しない方もいますが、天徳貴人、月徳貴人、福星貴人等、
様々な貴人がある中、全ての災いを無力化し、その人の本来持っ
ている能力を助け、福をもたらす「天乙貴人」は無視できない存
在です。 彦坂 久美子

＜プロフィール＞
　愛知県名古屋市出身。中国古代からの知恵である風水に魅かれ、
著名ブランドが認めた風水師デビッド•ソー先生の弟子として無常
派風水に師事。易経、四柱推命も含めた玄学に長年携わる。住宅、事
務所、店舗等の風水の他、店舗の開店日や引越し、結婚の日取り等
の選定、四柱推命を使い、結婚、子育て、ビジネス、健康等人生にお
ける様々な問題やニーズに対応している。

久美子顧問
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

1 Matheson St., Causeway Bay
電話：(852)9841-6366
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com

深圳深圳 香港&広州

　天乙貴人を持っているかどうかは以下の表で確認する事がで
きます。　 　 　　　 　　 

　たとえば、皆さんの生まれた日が癸（みずのと）であるとすると
天乙貴人はウサギとヘビです。この方がウサギやヘビの時間、日、
月、年に生まれていれば、生まれながらにして天乙貴人を持って
いることになります。

　中でも癸卯（みずのとうさぎ）の日に生まれた方のように自分
自身を表す日干の下に天乙貴人がある方は、一生に於いて凶を
避け吉を招く徳を持ち、気品に満ちて悠々とした生活を送ること
ができます。

　半沢直樹の場合、彼が周囲の人を救う場面もありましたが、多
くの人に助けられてもいますから、彼は天乙貴人を持つ命式なの
かもしれません。

◆久美子的貴人を活用する奥義◆  　

　人は、周囲の行動に邪魔されたり、他人から受けた行為やその
言葉に深い傷を負うことがあります。その攻撃を避けられずダ
メージをまともに受ける事もあります。他人の不幸は蜜の味。誰
からも助けてもらえなくて一人で苦しんでしまう事があるかもし
れません。

　天乙貴人がある方でも、残念な事に組み合わせ方によっては
凶の働きに変化する場合もあります。凶の働きが一生のどこかで
起きる場合もあります。

　しかしながら、「貴人が多いところに小人（陰口や後ろ指を指す
人々。トラブルを招く人々）なし」とも風水では言います。

　貴人が多くなれば、小人はどんどん減り、トラブルや問題に悩ま
されたりすることも少なくなるのです。貴人が生まれつき存在し
ていなくても問題が生じても、後天的にかけがえのない仲間を
作っていったり、風水でそれを改善していく方法はあるのです。

　半沢直樹はピンチに陥った時、その問題に目を反らしたり逃げ
ようとはしませんでした。彼には「やられたらやり返す。倍返し
だ！」と言ってその問題を乗り越えようとする強い意志がありまし
た。そして問題をどうしたら切り抜けられるかを考えるだけでは
なく、ピンチそのものを自分がステップアップできるバネに変え
る知恵がありました。これは実はとてもすごいことです。

　人には必ず2つの天乙貴人が存在します。我々にできるのはそ
れを最大限に生かすことです。どんなに辛い問題であっても「絶
対この問題を乗り越えてやる」という本人の強い意志と共に、で
す。

日柱天干 天乙貴人 日柱天干 天乙貴人

ウシ ヒツジ甲（きのえ） ネズミ サル乙（きのと）

トリ イノシシ丙（ひのえ） トリ イノシシ丁（ひのと）

ウシ ヒツジ戊（つちのえ） ネズミ サル己（つちのと）

ウシ ヒツジ庚（かのえ） トラ ウマ辛（かのと）

ウサギ ヘビ壬（みずのえ） ウサギ ヘビ癸（みずのと）
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香港グルメ

香港

香港

今週の
モニターさん
試食コース

お申込方法及び条件
1.  美食サイトぽけっとグルメにアクセスをして、新規登録から新規会員（無料）の手続きをして、
 2名様とものIDアカウントをゲットしてください。
2. メールでzets_ppw@pocketpage.com.hkまで、お名前（本名。招待券をお送りする為）、電話番号、 
 ぽけっとグルメのIDアカウントをご記入（2名分の情報。登録名はニックネーム可）の上、お申込の 
 旨をお送り下さい。
3. 各ご招待者様には、後日ぽけっとグルメにて、このモニターの感想をクチコミとして写真1枚と200
　文字以上の書込みをお願いします。また、そのクチコミが弊紙週刊PPWなどにも掲載されます。表
　示名はニックネーム可です。
4. コース提供時間は土～日 12:00～15:00となります。

www.pocketgourmet.com.hk

　岡田和生　プレゼンツ

　ホンハム（紅磡）にある日本料理「岡田和生」で
は、窓の外にビクトリア湾の風景が広がる優雅な
雰囲気の店内で、懐石料理や鉄板焼き、寿司など、
極上の料理を楽しむことができる。シェフの今村祐
史氏の手掛ける懐石料理は芸術作品のよう。日本
料理の最も洗練された優美なスタイルとして、懐
石料理を昇華させている。細部まで計算し尽くされ
た設計によりライティングされるオープンキッチンを
備えており、訪れる人は、今村氏が料理を創りだす
魔法のようなパフォーマンスにも魅了される。今村
氏による名物瞬間燻製スモークサーモンと牛肉ロー
ルも絶品。また、鉄板焼きや寿司カウンターもプラ
イベートキッチンのような雰囲気を贅沢に味わえ
る空間となっている。目の前に最高級の食材が置
かれ、それが調理される過程を五感で堪能するこ
とができる。
　そんな「岡田和生」から、「夢」と「旬」で命名され
る両メニューも用意し、ランダムで当日応募者に提
供する。また、月毎に旬の食材を使用してメニュー
を構成しているので、11月に訪れればまた新しい
メニューを味わうことができる。

岡田和生
住所：5/F., Harbourfront Landmark,
          11 Wan Hoi St., Hung Hom 
電話：(852)3746-2722
時間：火～金 18:00～23:00
　　  土～日 12:00～15:00、18:00～23:00
          月曜定休
ウェブ：www.kodining.com/en/restaurants_ko.html

·菱蟹 土佐酢ゼリー、鹿尾菜と茸の炒め煮
·鴨団子と焼餅 清まし仕立て
·江戸前寿司
·紅葉鯛天麩羅
·焼魳 風呂吹き大根 無花果味噌
·鉄板焼き 旬魚 又は 肉
·甘味

夢　1組2名様

約HKD４８0！約HKD４８0！

·炙り帆立 梨味噌、海老と馬鈴薯白和え
·焼き鯛 人参摺り流し
·造り変わり
·鯖から揚げ トマト餡かけ
·鶏丹波蒸し
·薩摩芋御飯
·甘味

旬　2組4名様

約HKD４８0！約HKD４８0！

大将ごっつあんデス!!
懐石料理「旬」と
     贅沢的「夢」ランチコース

先着3組6名様ご招待

試食コース内容
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　セントラル(中環)にお店を構える、豚を始め様々な肉料理が楽しめ

る人気のレストラン｢The Salted Pig｣がこの度、チムサーチョイ(尖沙

咀)のおしゃれなレストランが多く立ち並ぶナツフォードテラスに2号

店をオープン。

　店内は木を基調にした温もりのある空間。オープンキッチン、そし

て外に続くオープンテラスがあるため、開放感を感じさせる。まるで

イギリスの田舎の農家の様だ。店内に足を踏み入れると壁に描かれた

お茶目な豚の絵が出迎えてくれる。肩肘張らずにカジュアルに利用で

きる同店は気の合った友人とワイワイするのにも最適なお店だ。

　まずドリンクメニューを見て驚かされる。豚がメインなだけにベー

コンを使用したカクテルが並ぶ。｢Baco-tini｣はマティーニグラスの縁

に、塩の変わりにベーコンをまぶしたもの。飲むたびにベーコンの塩

気がカクテルとミックスされて絶妙な味に。｢Belini｣はミモザにベー

コンのガーニッシュを添えたもの。マンゴーの酸味と甘みにベーコン

の塩気がアクセントになっている。10月31日まで開催のベーコンフェ

スタの期間限定のカクテルとなるため、お見逃しなく。

　フードはほとんどのメニューがシェアして食べられるよう、ポーション

も大き過ぎず小さ過ぎず、数人でいろんなメニューを試すことができる。

　また、価格は量とクオリティーの両方をみてもお得。まず、前菜に

は｢Bacon-Wrapped Scallops｣。淡白なホタテとベーコンを組み合わせ

る事で、ホタテがさらに味わい深くなる。ワインと相性ばっちりのフ

ライドオリーブ「Crispy Olives」、箸休めのサラダ「Soused Mackerel & 

Baby Spinach Salad」も忘れずに。

　メインは定番メニューの｢The Salted Pig's Crispy Pork Knuckle (with 

sauerkraut)｣。ボリューム満点のこの一品は、お肉はとても柔らかく

てジューシー。添えられたサワーキャベツと一緒に食べると脂っこさ

を抑えてくれる。そして忘れてはならない｢Suckling Pig｣は1ピースか

らオーダーできる。皮はパリパリとして香ばしく、柔らかいお肉は思っ

たより脂っこくない。マスタードをつければ更に味わい深い。

　デザートは別腹という人にはベーコンパウダーをクリームにミックス

したチョコレートタルト「Spiced Chocolate and Bacon Tart」、または

甘さ控えめの「Green Tea Cheesecake」がおススメ。

　食欲の秋、この際体重は気にせずおいしいものを食べてしまおう！

早速、足を運んでみては。
The Salted Pig
住所：G/F, 1 Knutsford Terrace, TST
電話：(852)2376-0990
営業時間：12:00～深夜まで

肉好き大集合！！
豚料理がメインのおしゃれなレストラン
｢The Salted Pig｣

肉好き大集合！！
豚料理がメインのおしゃれなレストラン
｢The Salted Pig｣

Crispy Olives

Baco-tini▼

Virgin Bacon Mary▲

Belini▼
Baco-tini▼

Virgin Bacon Mary▲

Belini▼

Suckling PigThe Salted Pig's Crispy Pork Knuckle

香港香港
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ビッグ！珍しい南アフリカ産300gアワビ
一新したメニューも発表
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香港グルメ

　人気鶏鍋専門店の「大力棒棒」が、ショッピングモー

ルThe Oneに移転し、テスト営業を経て正式にオープン！

新旧客の期待に応えるために、メニューも一新した。

　同店は、オーナーの友人が南アフリカでアワビ養殖場

を経営しているため、卸価格でアワビを提供することが

できる。南アフリカの養殖場がバックアップのため、ご

く稀にしか取れない2等(一個当たり約300g)、3等(一個

当たり約200g)の大物アワビも予約することができる。2

等の干し天然アワビは極めて珍しいもので、干す前には

1キロの大物でなければならない。しかし天然アワビは

この大きさになるまで、約60年かかると言われている。

　天然大アワビが絶滅に瀕していた頃、養殖場のスタッ

フがロベン島で補獲に成功した。ロベン島は大西洋水域に

属し、水温がアワビの成長に適していた。また、ロベン島

は長い間、兵士が常に監視をし、一般人の出入りが許さ

れなかったため、数十年間天然アワビにとって最高の成

長環境となった。1999年、ロベン島は世界遺産(文化遺

産)に登録され、さらに水域が開放されたため、天然ア

ワビの漁獲も可能になった。こうして数少ない大物アワ

ビの2、3等の干しアワビが生まれた。

　この豪華なアワビを使用した「南アフリカ産干しアワ

ビ(約35g)セットメニュー」が新たに登場！セットには

前菜一品、スープ、16等干しアワビとガチョウの水かき

の煮込み、御飯、アワビソースの野菜炒めにデザートが

付いてくる。

　また、豪華なアワビ料理に合わせて、創作料理シリー

ズも提供。中身をくり出したパンを器にして作った「大力

鶏ボックス」は新鮮な鶏を使用し、従来の「大力鶏鍋」を

元に作った料理である。高級でありながら大衆が親しみ

やすい「どら息子シリーズ」には鶏鍋をベースに、新鮮

アワビやナマコで作る「どら息子の鶏鍋」、湯葉で包ん

だ新鮮アワビと帆立貝柱の「富二代」や、美味しくて安

価な「富貴新鮮アワビご飯」などがある。グルメ通が満

足すること間違いなし。

大力棒棒摩登雞煲小菜

住所：Shop L409, The ONE,

　　　100 Nathan Rd., Tsim Sha Tsui

電話：(852)2369-9825

時間：12:00～17:00、18:00～23:00

飛騨和牛刺身 飛騨和牛極上テンダーロイン鉄板厚焼き

カレー鶏ボックスカレー鶏ボックス

富二代富二代

どら息子の鶏鍋どら息子の鶏鍋

大力鶏ボックス大力鶏ボックス大力鶏鍋大力鶏鍋

エビの子とホタテエビの子とホタテ
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香港スクール

ゼロからスタート 第35回広東語♪
　　香港に住んでいる間に、日常生活にすぐに使える広東語を習ってみましょう。今回はビクト

リアピークで観光に役立つ単語及び会話表現をご案内します。

　　元々漁村だった西貢（サイクン）で海鮮料理を食べてみませんか？

　西貢の漁港には今でもたくさんの船が集まります。その船の上ではシャコやエビ、カニなどの

新鮮な魚介類が売られています。海沿いを歩くと、海鮮レストランが軒を連ねる「海鮮街」があ

り、それぞれの店先には、様々な種類の新鮮な魚介類が入った水槽に並んでいます。大きな

ロブスターやシャコ、カニ、貝類など、どれも活きのものばかり。ここでは食べたい素材を選べば

それにあった調理方法で料理をしてくれます。後は、お店で美味しい料理をリーズナブルに楽

しみましょう。絶対に満足すること請け合いです。

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

呢邊坐吖。想食啲咩？

Ni1 bin1 cho5 a1
。söng2 sik6 di1 me1?

こちらへどうぞ。ご注文は何にいたしますか？
我哋要一份芝士龍蝦伊麵，一份瀨尿蝦。唔…你哋有啲咩推介？

Ngo5 dei2 yiu3 yat1 fan6 zhi1 si2 lung4 ha1 yi1 min6 , yat1 fan6 laai6 liu6 ha1 。
m4 …nei5 dei2 yau5 di1 me1 töü1 gaai3? 
チーズロブスター麺ひとつ、シャコひとつ。うーん、何かお勧めがありますか？
我哋嘅「粉絲蒸扇貝」都好受歡迎㗎，有冇興趣試吓？

Ngo5 dei2 ge3 「fan2 si1 zhing1 sin3 biu3 」dou1 hou2 sau6 fun1 ying4 ga4 , 
yau5 mou4 hing3 chöü3 si3 ha5?
ホタテの春雨蒸しは人気があってお勧めですよ。試してみますか？
呢個餸有咩特別呀？

Ni1 go3 sung3 yau5 me1 dak6 bit6 a2?
どんな料理ですか？
我哋會喺扇貝上面放啲粉絲同蒜頭去蒸，粉絲吸晒帶子嘅味道，味道好濃郁。

Ngo5 dei2 wui5 hai2 sin3 biu3 söng6 min6 fong3 di1 fan2 si1 tung4 sün3 tau4 höü3 zhing1 ,
fan2 si1 kap1 saai3 daai3 zhi2 ge3 mei6 dou6 , mei6 dou6 hou2 nung4 yuk1。 
ホタテの上に春雨とニンニクを載せて蒸す料理です。春雨にはホタテのエキスが
たっぷりと染み渡り、やや濃い目の味つけでとっても美味しいですよ。
好似好好味喎，咁我地要一個吖。

Hou2 chi5 hou2 hou2 mei6 wo3 , gam3 ngo5 dei2 yiu3 yat1 go3 a2。 
美味しそうですね！じゃひとつをお願いします。
多謝晒，要唔要叫啲飲品呀？

Do1 zhe6 saai3 , yiu3 m4 yiu3 giu3 di1 yam2 ban2 a2?
かしこまりました。飲み物はいかがいたしますか？
2罐啤酒唔該。

Löng5 gwun3 be1 zhau2 m4 goi1。
ビールふたつでお願いします。

山本:
saan1 bun2

山本:
saan1 bun2

山本:
saan1 bun2

山本:
saan1 bun2

你好，請問幾多位呀？ 

Nei5 hou2 , ching2 man6 gei2 do1 wai2 a2?
いらっしゃいませ。何名様ですか？
兩位，唔該。

Löng5 wai2, m4 goi1 
2人です。

山本:
saan1 bun2

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

侍應:
Si6 jing3

香港香港

海鮮(Hoi2 sin1)

蟹(Haai5)

龍蝦(Lung4 ha1)

瀨尿蝦(Laai6 liu6 ha1)

帶子(Daai3 zhi2)

新鮮(San1 sin1)

広東語

海鮮

蟹

ロブスター

シャコ

ホタテ

新鮮

意味

香港

会話練習

香港
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