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「安心・安全」、精米したての新鮮な日本米を提供！
久保田米業

　「腹が減っては戦はできぬ」ということわざがある。カラダのエ
ネルギーの源となるのが主食となる「米」。まさに米が無くては豪
華なおかずがあっても食卓は成り立たない。外国で生活している
からこそ、美味しい日本米に巡り合った際の感動もひとしおだ。
　そんな邦人の皆様を支えるのが、農機メーカーでお馴染みの
「クボタ」が100％出資で約1年半前に設立した「久保田米業(香港)
有限公司」。香港に食品加工の認可を受けた自社精米工場と玄米
保冷倉庫を持ち、日本の農家と直接契約をした「安心・安全」で、
「農家の顔が見える米」のみを玄米で買い付け、香港にて精米し
た新鮮な日本米をご家庭や飲食店に提供している。

http://kubota-rice.com.hk/

http://otentoprime.com.hk/
久保田米業（香港）有限公司
電話：(852)3184-0918　リリアン

OTENTO PRIME (HK) LTD.
電話:(852)2515-2200 FAX:2525-3300 タカツキ

販売代理

製造元

魚沼産こしひかり魚沼産こしひかり福井産こしひかり福井産こしひかり

日本人のアイデンティティー、お米！
　日本人にかかせない白米。コメ離れが進んでいると言われ数年経つが、それでも新米の季節になればお米が恋しくならないだろうか。特に香港に住
んでいると、日本のお米に出会うことが少ないので、ますます日本のお米の美味しいを感じずにはいられない。
　私たち先祖から受け継いできた日本のお米。まずはお米の歴史からみていこう。

　起源については諸説あるが、稲作は原産地の中国・インド・ミャンマーが接して

いる山岳地帯の周辺での陸稲栽培から始まり、中国南部、東南アジアへと広まっ

たとされている。その後中国中・北部・南アジア、そして日本へと伝わった。

　日本における稲作の歴史は縄文時代から始まった。中国から九州へと伝わっ

たとされる稲作技術によって、少なくとも3000年以上前から日本人はお米を作

っていた。最も古い水田としては約2500年前のものが岡山県で発見されてい

る。そして縄文時代から弥生時代にかけて日本中に広がっていった。九州地方

から東へと広がっていった稲作は2200~2300年前の時点で、現在の青森県ま

で伝わっていたとされる。日本中に稲作が広がった一番の理由は、日本の気候

が挙げられる。雨が多く降る季節と雨が少なく暑い季節がある気候が、お米作

りに適していたからだ。

　日本においてお米は特殊な意味を持ち、歴史の中で税（年貢）として、また、

ある地域の領主や家の勢力を示す指標としても使われてきた。これは同じお米

を主食とする国でも、日本以外でほとんど例がない。

　近代に入ると、第二次世界大戦の物資不足の

時代には、政府より白米禁止令が出され、

玄米を食べることが義務付けられた。

1966年に日本の米自給率は100%に達

し、1970年代には米余り現象が起き、

減反対策が取られた。1993年には全国

的な米の不作となり「平成の米騒動」が起

こったため、タイなどから緊急輸入が行われ

た。

　以上のように、日本人の主食であるお米は身近な存在でありながら、歴史を

振り返ってみると様々な状況に揉まれ、今日の日本人にとってはなくてはなら

ない存在となっている。

お米の歴史
世界消費量ランキング

中国 136,5001

インド 93,0002

インドネシア 39,1403

バングラディシュ 34,0004

ベトナム 19,5505

日本 8,25010

世界で一番お米を食べている国は？2012年調べ（単位：千トン）

　結果は中国が大差をつけて世界で最もお米を消費

している。この結果は主食をお米としている国の人口

ランキングと繋がりがありそうだ。そして日本は10位

にランクイン。皆さんの予想とどうだっただろうか。コ

メ離れと言われているが、やはり世界の人口からみて

も決して低くないだろう。しかし農林水産省のデータ

では1960年代と2000年代を比べるとお米の消費量

は約半分になったとされる。

お米の豆知識
　歴史を振り返り、現在のお米の消費量を見て

きたが、日本人のお米アイデンティティーは今

も健在だと信じたい。日本では9月から10月が

新米の季節。香港で新米が手に入るかどうか期

待しながら豆知識をどうぞ。

Q.ひとつの籾からどれくらいのお米がとれるか？
　ひとつの籾から稲を育てると約1200粒のお

米が採れる。

Q,お茶碗1杯分のお米は何粒くらい？
　約3500粒ぐらい。

Q.お米を食べると太る？
　お米が原因で太ることはない。またよく噛む

ことによって消化・吸収が良くなるとともに血糖

値が上がり満足感が得られ、過食を防ぐことが

できる。さらに水を吸わして炊き上げるので、量

の割にエネルギーが低く、肥満や糖尿病の予防

に有効な食べ物だ。

Q.お米・パン・パスタ・そば・うどんの中で一番ダ
イエットに適した食材は？
　お米。パンや麺類は一度粉にしたものを加工

してできたものだ。粉の場合は粒に比べて消化

吸収が早いので、かえって太りやすい。そのため

粒をそのまま食べるお米がダイエットに適して

いる。

お米・パン・麺（ラーメン）のカロリー比較！！
ダイエットに励む女子必見！！
　食欲の秋、ついつい手が出て口に運んで…なんて方も多いのでは。そこで今回は炭水化物3大王のカロリー
を比較。体重が気になったときに選ぶメニューは？？無理なダイエットは禁物だが、適度な健康管理のために早
速チェックしてみよう。（表の数値は平均）

1
2
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4
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参考：www.diet-pinky.com/mame/105.php
参考：www.no1-diet.com/mt/archives/
2009/09/post_19.html

　白米100ｇと食パン100ｇでは圧倒的に白米のほ
うが低カロリー。しかし大人が食べる量としては少な
め。逆にお米は低カロリーだと思ってどんぶり茶碗で
食べてしまうとドーナツ1個分のカロリーを摂取して
しまう。
　パンを選ぶときは油で揚げたものはカロリーが高
いので、シンプルであまり味のないパンを選ぶとい
いだろう。ただ、小さいパンは2、3個と食べてしまうの
で注意が必要。ラーメンは麵だけで300 kcal以上ある

といわれる高カロリーメニュー。表は平均のカロリー
なのでトッピングを頼めばさらにアップ。夜中にどうし
てもラーメンが食べたくなったときは塩ラーメンにし
たほうがいいかも。白米・パン・ラーメンのカロリーを
比較してみたが、一概にどれが一番いいとはいいきれ
ない結果となった。健康を害さない程度に、おいしい
ものをおいしく食べるのが一番の健康法なのかもし
れない。

　さらに驚くことなかれ。久保田米業では、未成熟の米や着色し
た米、いわゆる規格外の米を一粒一粒除去し、食味に影響のでる
砕米等も徹底的にブロック。口に含んだ際の「違い」を実感でき
るのは、買い付けから出荷までのプロセスに妥協がない証だろ
う。
　只今、「年末謝恩セール」を実施しており、「新潟魚沼産こしひか
り」や「福井産こしひかり」等のブランド米も良心価格で販売中。ま
ずは一度、ご賞味あれ。　　

香港

 特集

参考：www.eiyoukeisan.com/calorie/gramphoto/
            kokurui/gohan.html

白米カロリー

パン100ｇあたりの高カロリーランキング
食パン4枚切り（約100ｇ　263 kcal）

ラーメン高カロリーランキング（1杯分）

100ｇ（子供茶碗1杯分）　    168kcal
140ｇ（中茶碗1杯分） 　    235kcal
240ｇ（どんぶり飯） 　    403kcal

つけ麵
味噌ラーメン
とんこつラーメン
しょうゆラーメン
塩ラーメン

約660kcal
約550kcal
約500kcal
約480kcal
約470kca
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揚げパン
クロワッサン
ドーナツ
デニッシュ
メロンパン
チョココロネ
クリームパン
バターロール
ベーグル
フランスパン

580kcal
450kcal
400kcal
400kcal
350kcal
310kcal
305kcal
300kcal
280kcal
280kcal
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麺の時代到来！？麺に国境なし

　紀元前7000年頃、西アジアで栽培され始めた小麦はシルクロードを通って中国へ渡り、麺
が誕生した。そして中国の黄河流域からアジアの各地へ伝わったとされる。 

　日本のめん類の歴史は、奈良時代より始まった。まず唐からそうめんの原型と考えられてい
る索餅（さくべい）が伝来した。これは小麦粉や米粉に塩水を加えて混ぜ合せ、引き延ばして
縄のようにより合わせたもので、我が国最古のめん類と記録に残されている。

　鎌倉・室町時代には現在食べられているうどんの元祖と考えられている饂飩（うんどん）が
伝えられ、この饂飩に汁や具をそえて顧客にもてなした習慣が日本人の朝夕二度の食事習慣
を三度に変えるきっかけにもなったようだ。

　江戸時代になると庶民の食べ物として急速に普及してきたのが、そば。

　元来そばの歴史は古く、奈良・平安時代にまでさかのぼる。「続日本記」にもその記録が記
されており、痩せた土地や寒冷地でも育つそばは、救荒作物として、栽培が奨励されていた。
当初一般的な食べ方だったのは、粉をお湯などで練った「そばがき」や蒸した「そば団子」で
やがて変化し、江戸中期になると二八そば、夜鷹そばなどの看板を付けた何千軒ものそば屋
が建ち並んだ。

　明治時代になると東京、横浜、神戸の大都市では、上流階級の間で西洋料理が食べられる
ようになり、この頃にマカロニ・スパゲティも渡来してきた。

　大正時代になると中華麺が登場。実際、中華麺がいつ頃、どこに渡来したのか様々な見解
があるが、明治末期から大正初期にかけて横浜から始まったのが定説といわれている。 そし
てそば屋、うどん屋の影で支那そば屋の屋台が目につくようになった。後にラーメンと呼ばれ
るようになり、今やめん類の中で最も親しまれている。ラーメンといえば即席麺の開発競争は
年々激化し、また海外ではその国ならではのご当地即席麺も見逃せない。

　香港にぞくぞくと進出する日本のラーメン屋。スーパーに行けばインスタントラーメンが山のよう
に積んであり、出前一丁の種類の豊富さに圧倒されたことはないだろうか。ラーメンだけでなく、夏に
は涼しくそうめんやそば。そして女子が好きなスパゲティなど、麺といっても様々な種類がある。

麺の歴史
2012年世界の主要消費国における
即席麺（インスタントラーメン）の消費量

麺の豆知識
　うどんは「麺」、蕎麦（そば）は「麺」に
あらず。 

　「麺」というと、私たちは蕎麦・うどん・
ラーメンなど、ひも状の食べ物のことを
思い浮かべる。しかし「麺｣は、そもそも
麦の砕けたもののことで、原料の小麦
粉のことだった。それがいつの間にか、
小麦粉を原料として作る製品の呼び名
になったそうだ。そういう意味では、そ
ば粉を原料とする蕎麦は麺ではなく、
逆に小麦を原料とするパンは麺という
ことになりそうだ。中国語では、今でも
パンのことを「麺包（ミェンパオ）」とい
うが、これもその名残りといえる。

　昭和33年に誕生した即席麺は、折からの高
度成長時代の食事形態の変化とその調理の
簡便性により、あっという間に日本人の食生活
に入り込み、日本で開発された即席麺が現在
では世界、アジアの食として根付いている。

中国／香港 440.3 1

インドネシア 141.0 2

日本 54.1 3

ベトナム 50.6 4

インド 43.6 5

アメリカ 43.4 6

韓国 35.2 7

タイ 29.6 8

フィリピン 27.2 9

ブラジル 23.2 10

2013年4月25日現在　（単位：億食）

コクが良い、風味もよい
新構成のパスタ
ENOMOD

ハンドメイドのパスタを味わえる
Trattoria Doppio Zero

　いつしか香港のトレンドになりつつあるカク
テルをメインにしたバー。その中でもセントラ
ルエリアでは人気のダイニングバーのひとつ
である｢ENOMOD｣。ユニークで遊び心のある
カクテルで楽しませてくれると話題。その中で
も注目したいのはこれだ。36ヶ月熟成パルメザ
ンチーズの濃厚なソースで絡めたタリアッテレ
パスタにプレミアム75％ダークチョコレートを
トッピングしたその名も｢チョコレートパスタ｣。
最初はあまり耳にしないし味わったことが無い
ので奇妙に感じることだろう。しかし実際に口
にしてみると、なかなかいける。チョコレートと
いってもダークチョコレートなので甘くなく、逆

住所：1/F., 1-5 Elgin St., Central
電話：(852)2555-6065
営業時間：12:00～24:00

にチョコレートのビターさが濃厚なパルメザ
ンチーズとうまく絡みあいやチーズのコクを
更に引き出している。ほのかなカカオの香り
と濃厚なチーズのハーモニーを味わってみ
て。軽くかき混ぜて軽く風味を足すくらいが
ベストだ。

　濃厚なウニの味が口の中であふれその余韻が続く限り味わっていたいと思わせてくれるパスタ。
日本人にはなじみがあるがイタリアでも人気のメニューの一つである。おいしいといえるイタリアン
が以外少ない香港で。数ある店でも｢Doppio Zero｣のうにパスタは絶品と評判。店名の｢Doppio 
Zero｣はイタリアの最良品質のは小麦粉とのこと。その小麦粉を使用して作ったハンドメイドのパ
スタにたっぷりのウニにクリーム、そしてとびこを混ぜた｢Chitarra(ウニととびこのクリームパスタ)｣
はしっかりアルデンテでいながらもパスタのモチモチ感も味わえる。ウニのクリーミーさにとび子
の食感、そして塩気が見事にマッチした一品。量もちょうどよいサイズなのがうれしい。

住所：G/F, The Pemberton, 22 Bonham Stand, Sheung Wan
電話：(852)-2851-0682
営業時間：月～土　ランチ11:00～15:00　ディナー18:00～23:00
　　　　  日　ブランチ　11:00～16:00
ウェブ：hwww.doppiozero.com.hk

毎日手打ち！コシと香りが癖になる二八蕎麦
蕎上人　蕎麦　酒蔵
　歴史が長く、天ぷらや寿司などと並んで、代表的な日本料理
と言われる「蕎麦」。現在は健康食として日本国内でも流行って
いる。一般的な蕎麦はソバの実を加工した蕎麦粉、水やつなぎ
を配合して作られるが、海苔、胡麻や抹茶などの風味付けの材
料を練り込んで作られた蕎麦などもある。その他、各地の伝統
や好みによって異なるご当地蕎麦も存在している。
　様々な風味を味わえるのは蕎麦の魅力の一つ。蕎麦つゆや
具などではなく、蕎麦そのものの味こそ美味の根源だ。噛め
ば噛むほど、蕎麦の香りは口の中に広がって美味い。蕎麦粉
の種類によって香りや湯であがりの色が異なり、蕎麦粉の割
合によって蕎麦の食感や喉越しを左右し味に影響する。その割
合によって呼ばれる名前が異なることは皆さんご存知だろう。
十割蕎麦、 二八蕎麦、外二八蕎麦や五割蕎麦などがある。

　東莞市長安鎮に店を構える「蕎上人」で提供される
蕎麦は二八蕎麦。二八蕎麦は蕎麦粉8：小麦粉2の割合
で打った蕎麦。蕎麦粉に小麦粉を混ぜているため、つ
ながりやすくなる。蕎麦粉の持ち味を最大限に保ちな
がら、粘りやコシが強くなるため、歯ごたえ、コシや香り
のバランスに優れて、食感がいい。
　店には手打ち蕎麦用のカウンター
がありタイミングがあえば蕎麦打
ちの風景をご覧いただける。こ
れからのシーズンは温かい蕎麦
で蕎麦の風味や喉越しを楽しん
でいただきたい。

住所：東莞市長安鎮賢徳街18号
　　  （長安国際酒店裏手）
電話：(86)769-8584-9566
時間：11：30～14：00
           17：00～23：00

香港 香港

広州

 特集
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もはや主食！！パン好き必見！
　香港に来て、街中のパン屋の多さに驚いたことはないだろうか。ローカルパン屋では惣菜パンから甘い
パンまで様々な種類のパンに出会うことができる。日本人だけでなく香港人にも愛されているパン。忙しい
現代人には、歩きながら食べることができる便利な食事ともなっている。まず、パンの歴史に迫ってみよう。

パンの豆知識
　「食パン」は「食べるパン」が由来。
 昔、木炭でデッサンするときに、パンを丸めたものを
消しゴムのように使っていた。そのパンと区別するた
めに「食べるパン」「食パン」と呼ばれるようになった。
　また、明治時代に外国人向けの「主食用のパン」と
して食べられていたという説もある。

全国平均 45162

京都市 625301

神戸市 623242

大津市 554393

奈良市 550094

広島市 539275

参考:www.japan-rank.com/article/192903241.html）

　紀元前、古代エジプトで世界初の発酵パンが誕生した。それまでは、無発酵の生地を使った硬い平焼き
のパンが作られており、パンの発酵は“偶然”発見されたものといわれている。その後、各国間の貿易交流
が盛んになり、小麦の産地がヨーロッパ全土に拡大していくにつれ、パンの製法も広まっていった。

　日本で小麦の栽培が始まったのは弥生時代。その後、小麦粉を練った生地で作る「蒸餅」「焼餅」という
食べ方が中国から伝わった。また、生地を発酵させた西洋風パンは鉄砲伝来とともに伝わってきた。しか
し1587年のバテレン追放令によるキリシタン弾圧や鎖国令の施行によって、パンは日本からしばらく姿を
消すことになる。

　パンが再び注目を集めるようになったのは、1840年に始まったアヘン戦争が　きっかけだ。携帯食に
便利だという理由から、製パン設備を作った大量生産を指導。これは日本人による日本人の為の本格的
なパン作りの歴史的第一歩だった。

パンの歴史

　左記の表は平成20～22年平均の1世帯当たりの年
間購入数量を集計したものだ。1位は京都市民、なんと
上位は近畿圏が占めている。皆さんの予想とどうだっ
たか？

日本の都道府県別パンの消費量ランキング

素材にこだわった！パン好きにはたまらない！
山崎ベーカリー/サンエトワール

ココロとカラダに優しい　おいしくてヘルシーなパン屋さん
Perma Shop 朴門麵包工房

　「山パン」で知られる「山崎製パン」。こだわりの素材で焼
きたての高品質なパン・和洋菓子で日本だけでなく、海外
の人々にも愛されている。そんな山パンの一押し製品をフ
ォーカス！

　素材の甘みとバターの風味を生か
したデニッシュ食パン。口いっぱいに
広がるバターの濃厚な香り、シンプル
ながらも感じるコクのある美味しさに
つい食べ過ぎてしまうほど。
　そのまま食べてふんわり、もっちり
感を楽しむのもいいが、トーストした
デニッシュに溶け出したバターの香
り、その美味しさは格別だ。

　毎日朝早くから香ばしい焼きたてパン
の匂いが漂うパーマショップ（Perma 
Shop）は、口コミで人気のフランス風のパン
屋だ。笑顔で迎えてくれるのはフランス人
の店主。多くの人に健康的な生活を送っても
らいたい、という願いから、有機栽培（オー
ガニック）食品や自然食品にこだわった
パン屋を開いている。伝統的なフランスパン
やフランス菓子をモチーフとして、おいし
くてヘルシーなパンを焼き上げる。そのこ
だわりは、店の看板商品、クロワッサンを
見ても明らかだ。新鮮なレーズンを使用し
た天然酵母、天然の海水塩、有機ライムギ

デニッシュブレッド
HKD18.5/pc

サクリスタン　HKD10.0/pc
抹茶味も好評発売中！
　たっぷり使ったバターの豊かな香りと、杖のような形が特徴のヨーロッ
パの伝統菓子。
　特出すべき点は、なんといってもじっくりと焼き込まれたパイ生地、し
っとりとした自家製クリーム、適度な甘さのチョコチップが三位一体とな
ったサクサクの食感。ボリューム満点、気がつけば一本食べ切ってしまう
美味しさ。
　どこを食べてもふわっとバターが香る同商品は、午後のティータイムに
、贅沢な気分を楽しめる。

サンエトワール　太古AEON店
住所：G/F., Shop No.C-G-011, Kornhill Plaza(South),
　       2 Kornhill Rd., Quarry Bay
電話：(852)2967-1787
サンエトワール　黄埔AEON店
住所：Unit 7, B1/F., Site 5,
           Whampoa Garden, Hung Hom
電話：(852)2330-1870
山崎ベーカリー　オリンピック店
住所：MTR Shop OLY 7, Unpaid Concourse,
           Olympic Station
電話：(852)2625-9339
山崎ベーカリー　ホンハム店
住所：Shop 1A1, G/F., Whampoa Estate,
           2-34E, Tak Man St., Hung Hom
電話：(852)2330-6893

　江戸が東京に変わり、西洋文化が急速に浸透していった明治時代。パン文化も本格
的に根付き始めた。大正3年に始まった第一次世界大戦では、敵国であるドイツ人の
捕虜が日本各地に収容されたことで、ドイツ式パンの製法や焼き窯が伝えられたそう
だ。また同盟国アメリカの影響で、砂糖やバターを使ったリッチなパンも普及。大戦勝
利後の好景気で、製パンの機械化やイースト培養の工業化も始まり、パン食は日本人
の間でさらに広まった。 

　終戦直後は食糧難に悩まされた日本だが、アメリカからの物資援助で大量の小麦
が届けられるようになり、パン作りも復活。戦後復興の途中にあった日本では、欧米文
化が豊かさの象徴だったため、ライフスタイルの洋風化が進み、パン食も人々の暮ら
しのなかに浸透していった。現在では、日本の製パン技術とパンの種類は世界一と言
われている。

　このように、パンは長い歴史の中で成長し、私たちの身近な食べ物となった。いつで
も食べたいときにすぐ食べられるパン。生活の洋風化が追い風となって、なくてはなら
ない存在となった。

住所：広州市越秀区
           建設五馬路36号
電話：(86)20-8380-7050

の薄力粉と精選の小麦粉をブレンド、どれ
も吟味された素材だ。仕込みにも妥協は
ない！生地は7時間かけて発酵させ、低温
でじっくり寝かす。一見素朴な外見だが、
芳醇な香りは思わず生唾を呑みほど、毎
日店頭に並ぶやいなやすぐ完売するとい
うのもうなずける。ほかにもブリオッシュ、
アップルパイ、自家製ヨーグルトなども見
逃せない。旬の食材を使って店主がアレン
ジする昼食セットも好評だ！味はもちろん！
ココロとカラダにやさしいヘルシーなパン
屋さん、みなさんものぞいてみてはいか
が？

香港

広州

　     (数量：g)

 特集



ビジネス（香港・広東共通）

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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香港＆広東

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/電気・電子関連　勤務地：ベトナム
【品質管理】日系EMS（電子機器製造請負業）。品質管理の案件。

US$3.5K～4K（応相談）＋住居

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/不動産 広州 RMB

10K～15K

日系企業向け不動産営業職。新規開拓は少な
く、反響営業や既存顧客へのフォローが中心。 
1)2年以上の社会人経験（業界不問） 2)日常
会話レベル以上の普通話

キングスウェイ翻訳/証券・投資銀行 ～23K香港/香港島

2年以上の金融業界経験。翻訳、通訳経験者
優遇。各種金融リポート、記事等の翻訳サポー
ト業務（英・日）金融用語等に明るく、日本語の
語彙の豊かな方。ビジネスレベルの英語 。

キングスウェイWEB/専門コンサルタント ～23K香港/香港島

Web知識、経験のある方。Webサイト、メディ
ア広告企画、入力業務、トラブルシューティング。
コーディネーション業務。コミュニケーションレ
ベル以上の英語。

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 15K～20K

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　

深圳 応相談 インテリジェンス
香港

電子/
半導体・電子・電気機器

深圳地域にて、電子部品やベアリング部品な
ど様々な商材の営業業務。ローカルサプライヤ
ー開拓や日系顧客のフォローアップなど。 1)3
年以上の営業経験（業界不問）2)ビジネスレ
ベルの普通話または英語　

インテリジェンス
深圳経理/建設・土木 ～RMB20K深圳/羅湖

PC周辺機器製品やデジタル関連機器メーカー
にて生産管理業務。 1）生産管理経験者　2）ビ
ジネスレベルの普通話

インテリジェンス
香港電気/電気・電子関連 25K～35K香港/香港島

日本食レストラン3店舗にてフロア業務ならび
に15名ほどのスタッフマネジメント業務。 
1)10年以上の日本食レストランでの勤務経
験（ホテル可）　2)コミュニケーションレベル
の英語

インテリジェンス
香港顧客サポート/金融 17K～19.5K

日本人・日系法人のお客様への窓口となり、お
客様へのプレゼンテーション・フォローアップ業
務。 1) 4年制大学卒業者 2) 2～3年の就業経
験（業界不問） 3）ビジネスレベル以上の英語 
4）入社後IIQEライセンス取得にトライできる方

インテリジェンス
香港

営業/
生命保険・損害保険 18K～20K

損害保険を扱う日系保険会社の日系営業部に
所属し、日系企業顧客への営業業務を担当。 
1) 4年制大学卒業者　2) 2～3年の就業経験
（業界不問）　3）ビジネスレベル以上の英語　
4）入社後IIQEライセンス取得にトライできる方

生産管理/繊維・アパレル 香港/新界

香港/香港島

香港/香港島

20K～

既存のお客様のフォローアップをメインに担
当、一定期間後には新規開拓も。 1)日系企業
での就業経験  2)3年以上5年未満の就業経
験。ビジネスレベル以上の英語もしくは普通話

インテリジェンス
香港

顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運 18K～20K香港/香港島

フットボールチームの日系スポンサー企業に
キャンペーンやイベントの提案や調整業務。 
1)日系企業での就業経験（PR・マーケティン
グ業務経験者歓迎）　2)4年制大学卒業者　
3）ビジネスレベルの英語

語学・教育関連職/教育

営業/
半導体・電子・電気機器

生産管理/電気機器

フード/
フードビジネス（和食）

インテリジェンス
香港営業/専門商社

営業/専門コンサルタント

インテリジェンス
深圳企画/金融 ～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
広州営業/物流・倉庫 RMB15K～広州

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（業界経験は
不問）　2)営業に興味のある方

キングスウェイ物流/倉庫 香港/九龍 ～25Ｋ
3年以上の物流に携わっていた経験、物流会
社の経験者優遇。提案営業、新規営業、見積も
り作成、関連会社への連絡・調整業務等。ビジ
ネスレベルの英語もしくは中国語尚可。

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連 フィリピン

US$
3.5K～4K
（応相談）
＋住居

【総合アッセンブリ技術者】専門商社。日系企
業向け提案営業。

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連

US$
2.4K～3K
（応相談）

フィリピン
【経理】経理全般、及びスタッフ4名のマネジ
メント（数字の取りまとめが主業務）。

キングスウェイ事務系関連職/繊維 ～27K香港/九龍

5年以上の役員秘書経験。日本人役員の秘書
業務全般、出張手配、会議アレンジ、会議資料
作成、経費処理など。ビジネスレベルの英語及
び広東語。

HR-Link
ベトナム

物流/
輸送用機器（自動車含む） フィリピン

US$
2K～

（応相談）
【庶務・秘書】・資料作成や各種手配業務・書類
の翻訳や会議通訳・社長のスケジュール管理 。 

HR-Link
ベトナム営業/電気・電子関連

US$
3.5K～4K
（応相談）
＋住居

フィリピン
【金型技術者】在フィリピンの日系メーカー。金
型設計に関する基本知識を有した成型技術者
募集。

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＆広東香港&広東

香港

香 港
HONG KONG
香 港
HONG KONG

「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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RGF 広州営業職/損害保険 広州 RMB15K
前後

日系企業向けの営業 ・日系企業を対象とした、
マーケティング、新規開拓、既存顧客へのフォ
ロー、深耕営業。 ※日本人女性2名の先輩もい
る。※広東省他都市出張も多く、一つの市を担
当。

RGF 広州営業職/機械商社 RMB
15K～20K広州

機械関連営業部（取扱製品：産業用ロボット及
び周辺機器）所属。各分野の製品に興味を持
つ。入社後に、各分野の知識を身につけ、市場
に対する洞察力。 最初は勉強しながら顧客の
要望のヒアリング、受発注業務、トラブル対応
業務をやり、将来的には新規開拓。   

テンプスタッフ
広州営業/精密機器 RMB22K上海

最先端デジタル機器の提案営業。体力があり
意欲の高い方。四大卒以上、中国語日常会話
レベル。

RGF 深圳営業マネジャー/商社 深圳 RMB
10K～20K

電子部品、電子材料等の営業。中国語ビジネス
レベル必須。営業経験5年以上で、液晶関連、
LED関連、電池関連の業界経験者歓迎。

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。

RGF 香港生産管理/繊維 20K～25K香港/九龍
アパレル専門商社にての生産管理職。工場と
の折衝、価格管理、納期管理、中国、東南アジ
アへの出張。経験者優遇。

RGF 香港金融/その他 20K～30K香港
オンライン証券企業にてのカスタマーリレー
ションの募集。金融業界経験者歓迎、未経験で
も考慮。

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 香港企画・管理・経営関連/
家電・AV機器 香港/九龍 30K～50K

大手電気機器の香港法人にてのジェネラルマ
ネジャー職。香港法人のマネジメント、物流、会
計、人事、総務管理。

テンプスタッフ
広州

技術系専門職/
重電・産業用電気機器 RMB20K深圳

製品のトラブル対応、製品の修理、修理体制の
計画/構築/運営。FAメーカーでの技術経験者
尚可、中国語日常会話レベル。

RGF 深圳営業/物流・倉庫 深圳 RMB
10K～15K

日系物流企業にて、日系会社向けの新規開拓
営業担当者を募集します。中国語は簡単な日
常会話レベル以上、英語はメールの読み書き
レベルが必要。社会人経験2年以上は必須。

テンプスタッフ
広州設計/家電・AV機器 南京 応相談

TFT-LCDパネル及びモジュールプロジェクト
設計・開発。アモルファス液晶、モジュールの設
計・開発の経験者、中国語ビジネスレベル。

営業/
半導体・電気・電子関連

ベトナム HR-Link
ベトナム

US$
3.5K～4K
（応相談）
＋住居

【品質管理】日系EMS（電子機器製造請負業）。
品質管理の案件。

語学・教育関連職/教育 香港 香港WORKS
16K～20K 
x 13ヶ月
＋ボーナス

学習センター責任者。子供に日本語、英語、数
学の指導。親に対して子供の進捗状況の報告。
学校の日常雑務あり。数学又は語学の学士が
あれば尚可、教育関連の仕事経験あれば尚可、
PC基本知識

香港WORKS購買/電気・電子関連 香港 25K～35K

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
優遇。購買経験者優遇。

香港WORKS顧客サポート/
証券・投資銀行 香港/香港島 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）。

華南WORKS経営/
専門店（自動車関連） 広東/東莞

RMB
25K～35K
（手取り）

OA,自動車向けのハーネスの加工、工場形態
は来料加工場。工場の管理全般。製造、品質の
体系の再構築。自動車関連のハーネス業界の
製造、品質の経験者。会社全体のPDCAをしっ
かりと回せ、改善意識が強い方。

深圳
RMB

25K～35K
（税込）

華南WORKS施工/
専門店（電気機器関連）

工事現場の施工管理、空調(もしくは電気)設備
設計、顧客との打合せ、見積作成など。基本的
に珠江エリア(深セン、広州、東莞、珠海、佛山な
ど)現場業務の経験が5年以上。語学不問。

RGF 香港営業/物流・倉庫 香港/九龍 22K

大手物流企業での営業職。新規顧客開拓およ
び既存顧客のフォロー、運送対象物のチェック、
見積もりと提案、各種税関業務、フォワーダーと
の連携。経験のない方でも考慮。

RGF 香港営業/
ディスプレイ・空間デザイン 香港/九龍 20K

化粧品や家電を置くディスプレイの販売、営業。
既存顧客のフォロー80%、新規開拓20%。華
南地区の工場へ出張し、試作、量産のチェック。
営業経験者優遇だが、未経験も考慮。



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
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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/食品 香港/新界 ～23K
(応相談）

食品関連営業経験者。

JAC 香港フード/食品 25K～28K
（応相談）香港 海外での飲食店勤務経験者。

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 香港営業/物流・倉庫 香港
或いは広州 応相談

日系物流企業での営業。AirまたはOceanで
の営業経験者。英語または北京語ビジネスレ
ベル。

JAC 香港事務系関連職/
シンクタンク・
マーケティング・調査

香港/香港島 35K～
(応相談)

外資系法律事務所のパラリーガル募集、金
融系法律事務所。英語必須、中国語歓迎。

JAC 香港営業/
投資信託委託・投資顧問

50K～80K
(応相談)香港/香港島

外資系投資顧問会社の日系富裕層向けカスタ
マーサービス＆営業、候補者次第で具体的業
務内容を決定予定。

JAC 香港金融/証券・投資銀行 30K～40K
(応相談）香港/新界

外資系投資会社のプロジェクトファイナンス
担当者、金融経験、法人向け財務分析スキル
必須。英語必須。

JAC 香港営業/旅行・観光 15K（応相談）香港/九龍 営業やセールス経験者は歓迎。

JAC 香港専門職関連/外資系銀行 香港/香港島 50K～60K
(応相談)

外資系投資会社の社内契約書実務担当、日
本法律知識必須、英語か中国語必須。弁護
士資格不要。

JAC 香港フード/
フードビジネス（和食） 26K香港

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。

JAC 香港営業/
半導体・電子・電気機器

香港
或いは深圳 応相談

機械部品商社での営業。中国出張可能な方。
機械部品、OA機器部品営業経験者。

設計/
重電・産業用電気機器 深圳 テンプスタッフ

広州RMB25K
工業用洗浄機設備の設計。日系工業用洗浄機
設計経験、語学不問（中国語または英語でき
る方尚可）。

営業/メーカー 東莞 テンプスタッフ
広州応相談

中国・アジア圏を中心とした新規開拓営業。営
業経験（車載部品業界経験あれば尚可）、中国
語・英語できる方尚可。

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

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。

テンプスタッフ
香港営業/物流・倉庫 香港/九龍 20K～30K

倉庫管理、ローカルスタッフへ（約10名）の指
導、管理

香港/香港島 18K テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
広告・出版・印刷

営業アシスタント業務全般。顧客同行訪問お
よび出張対応要。英語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
香港事務系関連職/金融 香港/香港島 15K

総務および簡単な経理業務。経験不問。英語
または北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 香港/九龍 18K

営業アシスタント業務全般。日本本社との調整
業務など。英語日常会話レベル。

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。



　　「毒リンゴを食らわば皿まで、だ」と役員たちに言い放ったというNTTドコモの加藤薫社長。1
位の「アップルの密約 ドコモに与えた最恵国待遇」を筆頭にヤフー、楽天、ソフトバンクなど情報機
器やネット関連の記事が多く読まれました。台風関連のニュースや解説記事も多くランクイン。伊
豆大島などに大きな被害をもたらした26号に続き、週末は27、28号と2つの台風の影響が心配で
す。19日～25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）

アップルの密約　ドコモに与えた最恵国待遇 （21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）

ヤフー、「無料革命」の正体　敵は楽天にあらず （21日）

（3）マイホーム　買った瞬間、価値ゼロへまっしぐら （19日）

（4）「保険なんて必要ない」　CMにみるお金の心理学 （23日）

（5）名前が勝手にタイ人風に…LCCトラブルの現実 （23日）

（6）2つの台風が迷走「藤原の効果」　2012年も起きていた （24日）

（7）ミラーレスが「プレミアム」に　進撃するカメラ業界 （19日）

（8）変化に身構えるヤンキース　イチローも渦中に （21日）

（9）テレビがコンビニで売られる日　価格崩落は止まらない （22日）

（10）三木谷楽天が仕掛けるネット総力戦 （22日）

香港＆広東 香港

読まれた記事ランキング
10月19日～10月25日



ビジネス（香港・広東共通）
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新卒採用担当者による「2014年新卒採用川柳」を発表！
　HR総合調査研究所では、新卒採用担当者を対象に、2014年新卒採用活動を通じて感じたことを川柳に込めて詠ってもらった。

　今年は昨年よりも各企業の選考スケジュール、内定出しのタイミングが早まり、４月上旬には多くの企業が内定を出し始めた。複数内定をもらう学生も多く、内定辞退をテーマとしたものが多く
見受けられた。その他、グローバル人材採用に関連したものや、最近の時事ネタに絡んだものが増える一方で、昨年多かったFacebookなどをテーマとしたものは影を潜める結果となった。

　入選作品は以下の通り：

就職活動中の学生だけでなく、採用担当者にも色 と々苦労があるようだ。
最後に、ぽけっとページの採用担当者にも話を聞いた。

内定で　泣いて喜び　握手して
　　　　　　　翌日辞退で　手を振られ

【旅行・ホテル/T.Sさん】

【最優秀賞】

面接も　肉食女子の　独壇場
　　　　　　　気合を入れろ　草食男子

【医薬品/T.Nさん】

【優秀賞】

悲しいな　圧迫面接　言わないで
　　　おじさんもともと　この顔なのよ

【情報処理・ソフトウェア/A.Aさん】

　「内定です」と伝えた時は泣いて喜ぶが、翌日に意思確認を行
うと「やっぱり…」と辞退するという変わり身の早さに閉口。

　とあるサイトで発見した圧迫面接の文字。自分でも分かってい
るんです、強面だってことは。でもおじさんだって努力しているん
です。なのにトホホ…この句を通じて面接官を身近に感じてもら
えたら嬉しい。

　内々定を通知して相思相愛と思うほどの反応をもらったと思い
きや、数日後には何事もなかったようにあっさりと辞退する学生
の心理状態に悩まされる。

　説明会の開始前の静かな状態で炭酸飲料を開けてしまったA
君。会場の雰囲気は和みましたが彼は終始、気まずそうな顔をし
ていました。他のどんな子よりも印象に残っている。

感動で　震えましたと　言った君
　　　　　　　　数日後には　辞退連絡

【家電/H.Yさん】

【佳作】【佳作】【佳作】

　採用面接では総じて女子の方が積極的。好印象で評価が高い傾向があったが、ここ数年、
よりその傾向が強まった気がする。女子はハキハキ型、男子はモジモジ型が多くなっている。
もしかしたら世にいう草食系男子、肉食系女子の影響がここにも出ているかもと思った。

特徴の　ある子の名前は　覚えてる
　　　おもむろに開けた　ペプシの君だ

【情報処理・ソフトウェア/A.Aさん】

Q1.採用時に、困ったことは？
・メールの書き方を知らない人がいた。

・言われたことしかやらない。さらに、言われたことすらできない人がいた。

Q2.面白かったことは？
・スカイプでの面接時、紙芝居で自己紹介をしていた。

香港＆広東



香港香港

●Pias Intercosmex (Hong Kong) Co., Ltd.　　サービス（美容サロン）

●広東真広企業管理顧問有限公司　　コンサルティング営業

●E/S JAPAN (HONG KONG) CO.,LTD　　エステティック・美容・理容

今週の新着求人一例

毎週更新中！毎週更新中！



ビジネス（香港・広東共通）
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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（16）

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）

　あなたと家族の人生を守る資産防衛策の第一の優先課題
として、海外へ移動した資産は世界的に信用が高く、巨大な支
店ネットワークを誇り、通貨の分散保有ができる「HSBC香港」。
そして、為替の先高感があると同時に高金利でもある人民元
の定期預金ができる「中国銀行」に口座を持つことの意義を説
明しました。

　これで世界三カ所の「場所の分散」が実行されたことになり
ます。

　そしてHSBC香港と中国銀行はそれぞれ複数種類の通貨の
預金ができるマルチカレンシー口座を備えているので口座内
で様々な通貨を持つことにより、「通貨の分散」も達成すること
ができます。

　次の段階はいよいよそのお金を増やしてゆく行為、つまり資
産運用をはじめるということになりました。

　その第一歩として、独自の年金を作ってゆくために時間と投
資対象の分散でリスクを極力抑え、専門家に運用を任せること
もできる「長期積立ファンド」という投資手法があることを説明
しました。だが、自分で試行錯誤をして、各国の市場や産業、経
済状況を研究し果敢に取引をしたいという人もいるでしょう。

　広い世界には短期間で数倍になるような個別株や株式を
取引するようにすばやく売買が可能なETF（上場投資信託）な
ど、魅力的な銘柄が数多くあります。日本で証券会社に口座を
持って自分の判断で売買をするように、積極的な個別銘柄の
取引で大きなリターンを狙ってゆくことは海外でももちろん可
能です。

　HSBC香港にも投資口座と呼ばれるものがあり、その口座を持
てば、香港・米国株、ファンド（投資信託）に投資ができるので、一
応の世界分散投資は可能になります。しかしさらにマルチマー
ケット（多市場）、マルチカレンシー（他通貨）で投資可能な証券
会社を使いこなすことで、より低コストで柔軟なトレーディングが
できようになります。

　香港を拠点とする証券会社には以下13の市場に上場されてい
る株式の取引をすることができるところもあります。

　香港、アメリカ、オーストラリア、上海B株、深圳B株、インドネシ
ア、日本、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ。

　地元の香港はもちろんのこと、先進国のアメリカ、日本、成長著
しい中国株、東南アジア地域の株式を直接取引することが可能。

　馴染みの薄い各市場の株式取引で上手に運用するにはある
程度の勉強が必要ですが、これだけのバリエーションと柔軟性を
兼ね備えた証券会社は世界でもそれほど多くはありません。

　こうした証券会社を使いこなすことができれば、海外投資を
おこなううえで大きな武器となるのは間違いないでしょう。特に
「ETF（上場投資信託）」の取引が可能なアメリカ市場が含まれて
いるというのは大きなメリットです。

　近年、日本の証券会社でも取り扱いが増えていてその存在が
注目を浴びているETF（上場投資信託）とは、文字通り株式市場
に上場されていて、普通株式とまったく同じように取引ができる
ファンド（投資信託）です。

　通常の投資信託は売却するときにファンド運営会社に買
い取ってもらうかたちになるので、現金化に数日かかること
もあります。しかしこのETFは市場に買い手が現れればすぐ
に現金化できるので、頻繁に売買をする投資家にとっては流
動性の高さという点で優れています。

　アメリカ市場のETFには、地域別や産業別の株式はもちろん
のこと、平均株価に連動するインデックスや債券、不動産、通
貨、原油などさまざまな市場に特化したもの、また株価が下
がったときに利益の出るショート（空売り）タイプ等様々な銘
柄が用意されています。

　上手に使いこなすことができれば景気拡大期でも景気後
退期でも、世界経済が安定しているときでも、金融危機の最
中でも、どんな局面においてもリターンを獲得することが可
能になります。ヘッジファンドのファンドマネージャーのよう
な運用が自分のパソコン上で可能になるといったら言いす
ぎでしょうか。

　いずれにしても自分で世界の経済状況や産業のトレンド、
個々の企業の活動を学び、ニュースや情報を消化して自ら運
用する投資家にとっては大変役立つ投資ツールとなるに違
いないでしょう。

香港

香港

広東

広東
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