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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！

住宅ローン「頭金3割」の常識は非常識？ （10月29日）

意欲なく仕事嫌いな従業員9割
世界23万人調査 （10月31日）

3位～10位は・・・
弊紙9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10月26日～11月1日

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

週
報
週
報

詳しくは18ページをご覧下さい
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広州

香
港 日本人スタッフ常駐
トリートメントが人気のヘアサロン

　ホンハム(紅磡)のワンポア(黄埔)に店を構えるヘアサロン「REBEAUX
(レビュー)」。日本全国で200店舗以上のビューティーサロンを展開する
大手グループ｢RIBIAS｣が経営するヘアサロンで、同店は香港1号店とな
る。オープンから半年が経過し、日本と同じクオリティのカット、カラー、ト
リートメントを受けられることから日本人だけでなく香港人の顧客からも
人気が高い。店内の落ち着いた雰囲気や、広 と々したリラクゼーションを
楽しめるシャンプー台も評判が良く、その居心地の良さからリピーターも
続出している。スタッフは全部で4名。丁寧に対応してくれる香港人スタッ

広
東
「珠江デルタの裏庭」で湖リゾート満喫！
清遠獅子湖喜来登度假酒店

　清遠市は広東省最大の地級市。美しい山と渓谷、湖に囲まれた、「珠江
デルタの裏庭」と呼ばれるエリアだ。「英徳紅茶」として知られる紅茶の産
地でもある。美しい獅子湖を一望する「シェラトン清遠獅子湖リゾート」は、
清遠の市街からわずか10分、広州からは50kmの場所にある。面積8.4平
方kmの獅子湖周辺はリゾート地として整備されており、27ホールのゴル
フコースや、温泉水を使用したスパ、丘陵でのグラススキー、湖レジャーな
どの施設が充実している。連州地下河川では、雄大なカルストの洞窟の内
部を歩くこともできる。

 
  

  

清遠獅子湖喜来登度假酒店
住所：広東省清遠横荷街獅子湖大道1号
電話：(86)763-8888-888
ウェブ： 
www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/
index.html?propertyID=3531

フ、海外経験豊富な日本人スタイリストの中村氏も常駐しているので
スタイリングや香港ならではの髪のトラブルの相談も安心してできる。
　そんな同店の今期のおすすめメニューは香港でも珍しい｢トリート
メントカラー｣HKD690だ。カラー剤の中にトリートメント成分を配
合しているので、染めた後は更に指どおり滑らか。これからの乾燥し
やすい季節にぴったりだ。香港で髪の痛みやパサつきで悩んでいるあ
なた。是非REBEAUXのトリートメントカラーでつやつやの髪を手に
入れてみては。

HAIR SALON REBEAUX
住所：G/F., No 9, Site 3, Whampoa Garden, Hunghom
時間：月～金10:00～21:00、土日10:00～20:00　(月曜定休)
電話：(852)2303-0773

　　　

リゾートを満喫したら、ホテル内のレストランでくつろぎの食事を！ホテル
内には3軒のレストランと2軒のラウンジがある。イタリアンキッチン「ベー
ネ」ではオリジナルピザのほか、選りすぐりの高級パスタ、シーフード、グリ
ル料理が用意されている。「采悦軒」では、伝統的な広東料理の中から最高
の料理を提供。「盛宴」では試さずにはいられない料理の数々をビュッフェ
とアラカルトでお届け。きらめく獅子湖を一望する「ロビーラウンジ」も雰囲
気が最高だ！湖の遊覧と湖上バーベキューも予約できる。湖での楽しみ方
はあなた次第、家族や友人とワイルドなリゾートを満喫だ！

「妙不可言的湖光山色」
予約：(86)763-8888-888 内線6321
ボート代：RMB200（1艘1時間、最大8人乗り）
時間：8:30～21:00
ボート+バーベキューセット：RMB168（1人、+15%）
時間：18:00～21:00

HAIR SALONHAIR SALONHAIR SALON
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トピックス（香港・広東共通）

香港＆広東

香
港
まさに天使の歌声!!
Hayley Westerna待望の香港初公演

　ニュージーランド出身のシンガーソングライターで、アイルランド系の女性シンガー
Hayley Westerna。日本ではヘイリーの名前で活動し、透き通った声が特徴。天使
のような歌声と称される彼女は多くの人を魅了する。そんな彼女が、初の香港コン
サートを11月30日・12月1日の2日間、香港シティーホールで開催。
　現在、主にロンドンで活躍している彼女は、2003年に初のCDアルバム「Pure」
がUKクラシカルチャートで堂々の1位を獲得。総合チャートでは7位を獲得しアル
バムの総売り上げは200万枚にも達した。人気ドラマ「白い巨塔」の主題歌に「アメ

イジング・グレイス」が使用され、日本でも多くのファンを持つ。彼女はその歌声だ
けではなく。これまでに英語、フランス語、日本語、中国語など計12の言語で歌を
披露したという。
　今回は、彼女がイギリスのロイヤルファミリーの赤ちゃんに捧げた曲「Sleep on」
が収録されたニューアルバム「Hushabye」も披露。さあ、早速彼女のピュアで天
使の様な歌声を聞いて癒されよう。

Hayley Westernaの香港初コンサート
開催日：11月30日（土）・12月1日（日）
場所：Hong Kong City Hall, 5 Edinburgh Place, Central, Hong Kong
値段：大人　HKD500、HKD380、HKD220
     　学生　HKD250、HKD190、HKD110
ウェブ：www.hayleywesternra.com　www.urbtix.hk　www.cochk.com

深
圳こだわりの和食レストラン―「海鮮鍋定食」サービス中！
深圳大梅沙京基梅湾大酒店

　美しい大梅沙湾のほとりに位置する「キンケイパレスホテル深圳」。サンサン
と降り注ぐ太陽の光を浴びた白い砂浜は、まるできらきらと輝くピンク色の真
珠のようだ。オーシャンビューを楽しめる客室から豪華なスイートまで、各種
ルームを用意している。レストラン、バー、大型国際会議センター、スパ、屋内プー
ルや屋外庭園プールなどの施設も完備！
　中国の伝統的な内装で雅やかな雰囲気を醸し出す「天涛軒海鮮食府」では
クラシックな広東料理を提供する。毎日80種類もの捕り立てのシーフードを
厳選して、独創性のある調理法で調理する。オープンキッチンで調理の風景を

楽しめる「Palace Café（繽紛年代）」では、百種類以上のヨーロッパの美食、東
南アジアの伝統料理やデザートを味わえる。
　日本風の内装で落ち着いた雰囲気の「稲軒」。こちらのこだわりは良質で新
鮮な素材しか使用しないこと。職人が趣向を凝らして作った和洋折衷の料理、
香り豊かな鉄板焼き、握りたてが自慢のお寿司、刺身、いずれも大人気！天気
が涼しくなりつつあるこの時節、「稲軒」では体を温める和風の海鮮鍋を味わ
える。快適かつ優雅な空間で、丹精を込めて仕上げた料理と至れり尽くせりの
サービスが織り成す世界を味わおう！

深圳大梅沙京基海湾大酒店
住所：深圳市塩田区大梅沙塩葵路90号
電話：(86)755-8268-8888
ウェブ：www.kingkeypalacehotel.com/index.html

日本料理「稲軒」―海鮮鍋定食
価格： RMB188（一人、+サービス料15%）
期間：11月30日まで
営業時間：ランチ　11:00～14:30、ディナー　17:30～22:00 
予約：(86)755-8268-8888内線8065
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香港ピックアップ

11月15日、16日

63 Caroline Hill Rd., Causeway Bay
www.winehkasia.com
11月15日(金)　19:00～22:00　　HKD150 
11月16日(土)　11:00～16:00　　HKD250
　　　　　　   17:00～22:00　　HKD250

最大規模のワインイベント
　一般消費者を対象としたワインイベント「WINE HK」が11月15日・16日の2日間、コーズウェ

イベイ(銅鑼湾)の香港スタジアム向かいにあるインディアンレクリエイションクラブで開催さ

れる。安いものでHKD60から高価なものでHKD36,000まで、世界各国のワイン・シャンパン

がおよそ560種揃う。入場料を払うとワイングラスをもらえ、好きなだけワインをテイスティン

グすることができる。他のワインフェアでは高価なワインやシャンパンは特別料金を払わな

ければテイスティングができなかったのが、このイベントでは存分に楽しむことができる。

560種類の内15％のワインはHKD100以下の価格で購入可能。入場の際にチェックシートを

もらい、テイスティング後に気に入ったワインをチェック。退場時に提出して精算すると店頭

購入価格より20％オフで購入でき1週間以内に自宅へ配達してくれる。

今週の香港ピックアップ

 

香港

クールなアクセサリーで自分を演出しよう
　大胆な色使いとファンタジーなデザインを特徴とする、香港のローカ

ルファッションブランド「AMENPAPA」。業界でも独特な存在である同ブ

ランドは、日本発のニューヨークファッションブランド「M.Y.O.B」とコラ

ボ！AMENPAPAの要素をM.Y.O.Bのパンクなデザインで仕上げたアクセ

サリーを身に付けると、心の中に封じ込めた思いも解き放つことができ

そうだ。 

日港合作
M.Y.O.B×AMENPAPA

AMENPAPA Bible Storyland各店舗まで
www.amenpapa.com

    

京旬
土鍋飯メニュー

雲居窯陶器とともに芸術的な食事を楽しもう
　釜戸で炊いたような美味しいご飯は土鍋飯と呼ばれる。チムサー

チョイ(尖沙咀)のThe ONEの高層に店を構える「京旬」では、冬を迎える

ために、ほかほかの土鍋飯メニューの提供を開始。京都の雲居窯に注

文した陶器で炊き上げるご飯は、いずれも厳選された食材で作られ

る。芸術品のような雲居窯陶器を鑑賞しながら、ご飯を味わおう。

18/F., The One, 100 Nathan Rd., TST
12:00～15:00、18:00～22:30
(852)2426-6111

    

Wホテル
広東レストランSing Ying

1/F W Hong Kong, 1 Austin Rd. West,
West Kowloon
(852)3717 2848
www.w-hongkong.com/en/sing-yin

WINE HK
560種のワインが楽しめる！

11月24日まで

香港ディズニーランド
Play, Shop & Dineキャンペーン

冬の思い出はディズニーランドで！
　何度でも行きたい夢の国、香港ディズニーランド。そんな同園ではお得な

キャンペーンを始めた！11月24日までに特別パス「Play, Shop & Dine」を購入

すると、たったHKD499（大人）で指定の期間中に2回入園できる上に、食事や

買い物をするときも割引サービスが受けられる！詳細はウェブサイトでチェッ

ク！

    

(852)183-0830
park.hongkongdisneyland.com/hkdl/
en_US/special/listing?name=
PlayShopDine2013Page
大人　                            HKD499
子供(3～11歳)　          HKD355
高年齢者(65歳以上)    HKD110

今しか味わえない秋の味覚、上海蟹を堪能！
　香港の秋の味覚、上海蟹の季節がやってきた。飲茶でも人気のＷホ

テルの広東料理レストラン｢Sing Ying(星宴)｣では上海蟹を惜しみなく

使用した料理を用意。シンプルな蒸し蟹をはじめ、エグゼクティブシェ

フBryanさんの技が光るパンチの効い

た料理などが味わえる。優雅な雰囲気

の中で味わう料理はまた格別だ。



香港

香港 香港

香港＆広州



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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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

香港＆広東

JAC 香港フード/食品 香港 25K～28K
（応相談）

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。

インテリジェンス
香港

企画・管理・経営関連/
化粧品・医薬品 応相談香港/香港島

香港法人オフィスのトップとして、部下のマネ
ジメント・市場マーケティング・財務管理など
全般を担当。コスメティック業界経験者歓迎。
1) FMCG業界での関連業務経験 2)ビジネス
レベルの英語

JAC 香港営業/
海運・鉄道・空輸・陸運

香港/新界 40K～50K
(応相談）

電子部品商社の香港拠点長候補募集、業界経
験及び営業マネジメント経験必須。中国語歓
迎。

香港 応相談 JAC 香港電子/
半導体・電子・電気機器

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。

JAC 香港経理/建設・土木 20K～25K香港 日系物流企業で倉庫内作業等の業務改善に
向けた提案とその推進他。英語ビジネス。

JAC 香港電気/電気・電子関連 15K
（応相談）香港/九龍 営業やセールス経験者は歓迎。

JAC 香港コンサル/
専門コンサルタント

50K～80K
(応相談)

外資系会計事務所のリスクマネジメントチー
ムマネジャー募集、会計士資格、英語必須。

JAC 香港専門職関連/
証券・投資銀行

60K～100K
(応相談)

投資銀行の社内弁護士募集、英語必須。弁護
士資格取得国不問。ジュニア～中堅クラス。

生産管理/繊維・アパレル 香港/香港島

香港/香港島

香港/香港島

50K～80K
(応相談)

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 香港顧客サポート/
海運・鉄道・空輸・陸運

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。

経営/専門商社

営業/
半導体・電子・電気機器

営業/物流・倉庫

営業/旅行・観光

JAC 香港営業/
投資信託委託・投資顧問

金融/証券・投資銀行

JAC 香港営業/物流・倉庫 応相談香港
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 香港営業/食品 ～23K
(応相談）香港/新界 食品関連営業経験者。

インテリジェンス
香港事務系関連職/物流・倉庫 香港/九龍 20K～23K

総務部に所属し、日本人ダイレクターの秘書と
してのお仕事や総務業務を担当。 1)3年以上
のバックオフィス業務　2）ビジネスレベルの
英語

インテリジェンス
香港

フード/
フードビジネス（和食） 香港/香港島 25K～35K

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
香港サロン/化粧品・医薬品 13K～22K香港/香港島

日系化粧品会社のショップにて、化粧品販売お
よび美容施術を担当。入社後トレーニング有り。
1)3年以上の販売員またはカスタマーサービス
職経験　2)コミュニケーションレベルの英語

インテリジェンス
香港営業/生命保険・損害保険 18K～20K 香港/香港島

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

インテリジェンス
香港営業/専門コンサルタント 香港/香港島 18K～20K

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

インテリジェンス
香港

語学・教育関連職/教育 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

営業/専門商社 香港/新界 インテリジェンス
香港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

香港＆広東



香港＆広東

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

キングスウェイ
税理士/
専門コンサルタント シンガポール 応相談

会計事務所、金融機関などでののコーポレー
ト業務経験（日系顧客M&A組織再編、企業調
査、各種コンサルティング等）。CPA保持者尚
可。ビジネスレベルの英語。

RGF 香港営業/
ディスプレイ・空間デザイン 21K香港/九龍

日系プラスチック製造業にての営業職。化粧品
やコスメティックス商品を置くディスプレイ/
台の製造、営業ポジション。中国出張有。

RGF 香港企画・管理・経営関連/
家電・AV機器 30K～50K香港/九龍

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。

キングスウェイ営業/専門商社 深圳 ～30K
5年以上の電子部品関連営業経験者。プリン
ト基板の日系既存顧客および新規営業。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、または中国語。

キングスウェイ編集/広告・出版・印刷 香港/香港島 ～35K
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。

キングスウェイ顧客サポート/
通信販売・ネット販売 ～18K香港/九龍

日本人顧客からの商品に対する問い合わせ窓
口、出荷手配、在庫管理。顧客対応経験者、就
労可能なビザ保持者。広東語、英語のいずれ
か。

キングスウェイ物流/倉庫 ～25Ｋ香港/九龍

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。

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。

キングスウェイWEB/専門コンサルタント 香港/香港島 ～23K

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。

RGF 香港購買/専門商社 23K～25K香港/九龍
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。

キングスウェイ購買/
半導体・電子・電気機器 香港/九龍 ～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。

RGF 香港事務系関連職/
フードビジネス（総合） 香港/九龍 23K～25K

日系レストランチェーンを展開している統括会
社での秘書業務。総経理のスケジュール管理、
出張手配、商談時の通訳がメイン。英語がビジ
ネスレベル以上。

生産管理/電気機器 深圳/羅湖 インテリジェンス
深圳～RMB20K

PC周辺機器やデジタル関連機器メーカーに
て生産管理スタッフを募集。1）生産管理経験
者　2）ビジネスレベルの普通話

機械/
重電・産業用電気機器 深圳/福田 インテリジェンス

深圳～RMB20K
産業用小型ロボットに関する技術サポート、主
にアフターサービス担当募集。1)FAメーカー
の技術関連職経験　2）日常会話レベルの普
通話

インテリジェンス
広州営業/旅行・観光 広州 RMB11K～

日本人顧客対応、旅行案件企画、日系企業向
け営業、イベント関連業務など。 1)2年以上の
社会人経験（業界不問） 2)旅行業界やサービ
ス業界に強い興味のある方

インテリジェンス
広州営業/ホテル・旅館 広州 RMB12K～

5つ星ホテルの立ち上げメンバーとして、主に
日系企業向けの営業活動業務。 1)ホテル等
のサービス業界での営業経験 2)社内コミュ
ニケーションレベルの普通話あるいは英語

キングスウェイ顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問 香港/香港島 ～10K

（パートタイム)

1年以上の事務経験。金融商品購入に伴う事
務処理。入力作業、その他カスマーサービス関
連のサポート業務。週5日、半日程度のパート
タイム。コミュニケーションレベル以上の英語。

香港/香港島 ～19K キングスウェイ顧客サポート/
投資信託委託・投資顧問

3年以上の事務経験。日系顧客窓口業務。金融
商品購入に伴う事務処理。入力作業、コミュニ
ケーションレベル以上の英語。

キングスウェイ営業/生命保険・損害保険 香港/香港島 ～22K

法人営業経験3年以上。保険及び金融関連で
の経験者優遇。日系顧客向けにコンサルティン
グ業務全般。既存契約の更改、変更の手続きと
付随するアドバイス。新規開拓営業など。ビジ
ネスレベルの英語。

キングスウェイ翻訳/証券・投資銀行 香港/香港島 ～23K
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 。

香港

香港
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ビジネス（香港・広東共通）

香港＆広東

テンプスタッフ
香港

営業/
生命保険・損害保険 香港/香港島 18K～20K

日系企業向け営業業務全般。英語ビジネスレ
ベル。

テンプスタッフ
香港

事務系関連職/
繊維・アパレル 18K香港/九龍

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。

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

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
広州

企画・管理・経営関連/
電気・電子関連 深圳 応相談

決算業務、販売及び財務分析。会計の資格を
持っている方、日系企業の経営管理経験者、北
京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州営業/電気・電子関連 RMB30K深圳

中国の取引先（日系含む）への営業活動、中国・
台湾の仕入先への交渉業務。電子部品業界
（アッセンブリー）の営業経験、北京語ビジネス
レベル。

テンプスタッフ
広州購買/電気・電子関連 RMB30K深圳

其々部品仕入先の価格や納期、条件等の交渉、
発注や部品集め等の実務運営。電子部品業界
の購買の経験、北京語ビジネスレベル。

テンプスタッフ
広州営業/電気・電子関連 RMB20K深圳

仕様書の確認、見積書の作成と提出、窓口業
務。就労経験3年以上、部下の管理経験、北京
語日常会話レベル。

テンプスタッフ
広州

企画・管理・経営関連/
物流・倉庫 広州 RMB15K

日系企業の対応窓口業務、中国人営業スタッ
フへの指導。営業経験2年以上、北京語日常会
話レベル。

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 20K香港/九龍

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

事務系関連職/
広告・出版・印刷 香港/香港島 18K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。

金融/銀行 香港 RGF 香港30K～35K

外資系大手銀行のプライベートバンキング部
門にてのアシスタントポジション。上司であるリ
レーションマネジャーのアシスタント業務、金
融商品の受発注。Paper 1必須。

金融/その他 香港 RGF 香港20K～30K
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 香港 20K～25K

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。

RGF 深圳新規開拓営業/通信関連 深圳 RMB
10K～20K

大手日系企業。ITインフラ営業。中国語出来る
方、中国での営業経験者歓迎。未経験者には業
界知識をゼロから勉強。

深圳 RMB
20K～45K RGF 深圳施工監理(空調設備等の電)/

建設・土木

顧客企業への対応、現場の管理など、幅広い
業務。広東省とその周辺の現場が多くなる。特
に空調設備に詳しい方、電気関係に詳しい方。
中国語不問。

RGF 広州生産管理/製造業 広州
RMB20K
＋住宅補助有
（～RMB6K）

広州の製造メーカーにて生産管理職。中国工
場にて生産管理経験5年以上＋通関関連の知
見がある方の応募。年齢30歳代後半～50代
後半まで。

RGF 広州総経理秘書/
マーケティング会社 広州 RMB

10K前後

総経理秘書全般業務。現在の既存大手自動車
メーカーだけでなく、今後は他の中国進出済
み日系自動車メーカーへの営業活動。中国で
のマーケティングという貴重な経験。30歳前
後女性、北京語堪能な方歓迎。

香港＆広東

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。



　来年春の消費税率引き上げを控え、住宅購入を考えている方も多いと思います。住宅ローンを
組む際、3割の頭金が必要といいますが、果たして本当でしょうか。専門家は意外な「新常識」を提
唱しています。仕事への意欲はないし、仕事が好きじゃない――。有力調査会社ギャラップ社によ
る全世界調査で、9割近くがこんな思いを抱いている実態が明らかになりました。勤勉なイメージ
が強い日本人も例外ではないようです。10月26日～11月1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）

住宅ローン「頭金3割」の常識は非常識？ （10月29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）

意欲なく仕事嫌いな従業員9割　世界23万人調査 （10月31日）

（3）三菱重工にプライドの重荷 （2013/10/28 7:00）

（4）アップルも悩む、タブレット革命3つの「想定外」 （10月28日）

（5）「あなたにしかできない仕事」はない （10月29日）

（6）iPadミニ発売遅延　自慢の液晶に泣くアップル （11月1日）

（7）「コマツ・ショック」はなぜ起きなかったか （10月29日）

（8）覆るか肥満の定説　原因はカロリー？ 炭水化物？ （10月26日）

（9）IEやメール機能、大幅強化で使いやすく （10月26日）

（10）強化と人気回復…中日、新監督・GMに託す （10月29日）

香港＆広東

中国全土

読まれた記事ランキング
10月26日～11月1日



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 FXと通貨分散は水と油

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）

　よく受ける質問に、「FXについてどう思いますか?」という
ものがある。

　「海外分散投資を目指す方にはお勧めしない」と答える
ことにしている。

　一定の通貨が別の通貨に対して上がるか下がるか、とい
うことに対して自分の「読み」を入れて売りと買いで利益を
得る。そのことに対して、私は否定する立場にはない。

　ただFXは私が提唱する海外投資の第二のステップ、「通
貨の分散」と非常に相性が悪いのだ。FXで利益が出ている
かどうか、というのはひとつの通貨を基軸にしなければな
かなかわかりにくい。

　なので、単一の通貨、すべての取引の結果を日本円に換
算すると非常にクリア。いろいろな通貨に対して持ったポジ
ションを解消して、日本円に戻す。そうすれば、ポジションを
持つ前の日本円の総額に対して、解消後の総額が増えてい
れば利益が出てるし、減っていれば損失が出ている、と判
断できるからだ。

　ところが、日本円や米ドルや人民元、ユーロ、オーストラ
リアドル･･･様々な通貨を並行して保有することにより、特
定の通貨が上がっても下がっても資産が大きく減ることを

防ぐ、いわゆる、「通貨の分散」をおこなっていると、ある特定
の通貨で換算した利益が並行して保有している通貨の下落と
相殺されて、結局のところ資産全体に対して利益や損失がど
のくらい出ているのかわからなくなってしまう。

　例えば、1ドル＝100円のときに通貨分散でそれぞれ100万
円と10,000ドルの資産を持っているとする。資産総額は日本
円換算で200万円。米ドル換算で20,000ドル。そこで、50万円
を投じてドル買いのポジションを持つ。保有資産は、50万円と
5,000ドル、それに元々持っていた10,000ドルだ。1ドル=110
円になったときに、ポジションを解消して55万円を手にする。

　結果は105万円と10,000ドル。

　日本円換算では225万円。

　ところが、米ドル換算では19,545ドルになる。

　これで例えば、海外分散投資としてもし米ドル建ての積
立投資や不動産をローンで購入していた場合はその支
払い原資が減ることになる。

　そのうえ、他に複数の通貨を同時保有していると、米ド
ルは日本円に対して上がっているけど、人民元に対しては
下がっていたり、オーストラリアドルはスイスフランに対
して上がっているけど米ドルに対して下がっていたり…と
複雑に絡みあって一見、訳が分からなくなる。

　ところがこの、どれかが上がればどれかが相対的に下
がってという状況は全体の価値をそれほど変えないもの
なのだ。

　そう考えると、通貨の分散を図り海外分散投資を進め
てゆくことと、FXで特定の通貨を殖やすことはどうにも相
容れないのである。

◆「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30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 

●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！
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