
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！

住金株を41円で買った男
長期投資のメリット体現 （6月23日）

 日本、本来の攻撃に遠く
サッカー界全体の敗戦 （6月25日）

3位〜10位は・・・

弊紙11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 : http://pr.nikkei.com/overseas/
※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:HKPW2014]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 6月21日～27日

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

日経電子版で
毎週更新中！
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今日も一幸でほっこり！

詳しくは30ページをご覧ください。
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香港 香港

香港

　今回紹介するのは紳士御用達の靴店「タッセルズ（Tassels）」。セント
ラル（中環）のランドマーク地下１階にあるこの店はデザイン性と履き
心地の両方に配慮した、長く付き合える逸品を提供している。
　取り扱っているブランドは「Alden」、「BONTONI」、「CROCKETTE　& 
JONES」、「EDWARD GREEN」の高級品。この店は香港で唯一の「Alden」
正規販売店だ。そして、「Alden」の靴はコートバンと呼ばれる欧州農耕
馬のでん部の皮を使用しており、履けば履くほどフィット感が増す。しっ
かり手入れをすれば10年以上も愛用できるとあって、日本からの来店客
もいるほどだ。
　また同店では上記のブランド靴の修理サービスも行っている。持ち
込まれた靴は生産工場へ送られ、熟練の職人が修理を手掛ける。その
プロセスは、修理と言うよりも、靴を作り直すと呼ぶ方が正しいだろう。
従って2～3ヶ月の時間がかかる。詳しい料金と修理期間はお店に問い
合わせを。

　親切なスタッフがやさしくエスコートしてくれるので、足に合った、お
気に入りのデザインの一足が見つかるはずだ。

　只今最大40％引きのサマーセール実施中。この機会に贈り物や記
念の1足を検討している人は、ぜひ足を運んでみては。

一度履いたら虜になる
10年以上も愛用できる本物の紳士靴

Tassels
住所：Shop B64-65, The Landmark, Central
電話：(852)2789-9911
営業時間：月～日　10:30～20:00

映画「万能鑑定士Q モナ・リザの瞳」
8月公開予定
　松岡圭祐原作、累計400万部突破のベストセラーミステリー「万能鑑
定士Qの事件簿」シリーズが遂に映画化。｢図書館戦争｣や｢Gantz｣な
どのヒット作を送り出した佐藤信介監督が手掛けるこの映画は、邦画
初となるルーヴル美術館での撮影映像はもとより、衝撃の展開に圧倒
される。
 世界でもっとも有名な絵画「モナ・リザ」の40年ぶりとなる再来日が決
定。驚異的な鑑定眼と記憶力を持つ万能鑑定士Qの店主凛田莉子（綾
瀬はるか）は臨時学芸員に抜てきされ、彼女の密着取材を続行中の雑
誌記者・小笠原悠斗（松坂桃李）と共にパリへ向かう。ルーヴル美術館で
行われた採用テストに莉子は無事合格し、同様にテストに受かった美

沙（初音映莉子）と一緒に連日特別講義に出席するが、モナ・リザについ
ての知識が深まるにつれ、謎の頭痛に襲われ、今まで持っていた鑑定能
力が失われていく。裏に隠された真相は一体…。

万能鑑定士Q モナ・リザの瞳
8月公開予定
監督：佐藤信介
出演：綾瀬はるか、松坂桃李、初音映莉子ほか

香港トピックス
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香港

香港＆広東 香港&広東

Exhibition

今週の香港ピックアップ

日中おふくろの味をできたてお惣菜で！
　ライチーコック（荔枝角）の駅を出てすぐの場所にある「D2　Place｣に昨年11月オー
プンした「Kitchen　SAKAE」。おふくろの味をここ香港でも味わってもらいたいと日本人
オーナーが始めた惣菜店だ。日本食はもちろん、今では中華系メニューも取り揃える。惣
菜は、寿司のほか、おひたしや煮物、あんかけ肉団子など家庭的なものが並ぶ。また、
とんかつや鯖塩焼き、から揚げといった定番弁当から、いなり寿司付きの和そばやカ
レーうどんなどの麺類も。中華弁当には麻婆ナスや酢豚風鶏肉炒めなどがあり、どれも
リーズナブルだ。
　基本的にはテイクアウト専門だが購入した弁当を店先のテーブルで食べることも可
能。ランチタイムに、夕食のおかずの1品に、手軽に利用したい。

日本＆中華惣菜店
Kitchen SAKAE

ブラックダイヤモンドシリーズに新商品が登場
　ブラックダイヤモンドシリーズの新商品「マグネティズム・マッド・マス

ク」が登場。死海の泥のミネラルがギュッと詰まったこのマスクには、栄

養分がすぐに肌に浸透し、シワを減少させる効果がある。また肌の汚れ

も取り除き、アーモンドオイル、シトラスオイル、蜜蝋が皮膚に潤いを与

える。肌を爽快に保ちたい夏にピッタリだ。

Deep Sea Cosmetics
死海のミネラルがいっぱい

Wing On Plaza, 62 Mody Rd., TST East
(852) 2723-4878
www.deepseacosmetics.hk
HKD2020/60ml

Shop 307, 3/F., D2 Place, 9 Cheung Yee St., Lai Chi Kok 
11:00～20:00
(852)2370-1102

発売中
　香水グループ「Clarins」の1つのブランド「Thierry　Mugler」。ゴー
ジャスな瓶のデザインと優雅な香りで、2005年に発売してからすぐに

多くの人を魅了した。今回、ALIENと命名さ
れた香水はホワイトアンバーとカシミール
をベースとして、金柑や花で仕上げた新しい
香りだ。ボトルのデザインは宝石と水晶の形
からインスピレーションを得た。

Thierry Muglerシリーズ
ALIEN

22 Degrees North
山中遊子作品展

7月31日まで 

22 Degrees North, 88 Nam Cheong St., Sham Shui Po
11:00～20:00
www.facebook.com/Yamanaka.Yuko
無料

自然との対話
　香港の創作コミュニティー「山中遊子（やまなかゆうこ）」が22 

Degrees Northで展覧会を開催中。台湾や日本で様々な山に登り自然と

触れ合った経験を活かし「自

然の芸術」と題したイメージ

作品を製作した。彼らによると

「自然の中では自身の意思伝

達の過程をよりよく理解でき

る」という。あなたもこの展覧

会を通して自然を感じてみて。1/F., Hotel Novotel Hong Kong Nathan Road Kowloon, 
348 Nathan Rd., Jordan
18:30～21:30
(852)3965-8788、(852)3965-8782
www.thesquare.com.hk
成人　HKD348、子供　HKD218

Sogo：1/F., Sogo Department Store, 555 Hennessy Rd., CWB
Lane Crawford：2/F., Lane Crawford, 3 Canton Rd., TST
HKD610/60 ml

The SQUARE
期間限定ビュッフェ

9月30日まで

アメリカと日本の味で舌鼓を打とう
　NOVOTEL ホテルが’期間限定ビュッフェをスタートした！海鮮が豊富な
香港でも人気を博すボストンのロブスターとますます人気が上がってく

る日本産の鰤を一気に楽しめるビュッフェを提
供するグルメ饗宴だ。3名以上ではさらに赤ワ
インを無料サービスしてくれる。
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広東 香港

ラブストーリーとミュージカル
映画「Godness」

GREAT LOOKS FOR EVERYONE!
　今年の頭に“Great looks for Everyone”をテーマにリーボックから
発売されて、香港でも大人気となったGL6000に待望の新モデルが登
場。注目はレディ―スモデルでソールや靴紐の色をカラフルにしデザ
インを一新してカラフルで女子心をくすぐるお洒落なデザインに。これ

でスポーティーなスタイルも一
目置かれて一気にお洒落に。

ラン二ングシューズ
リーボック GL6000

韓国コスメの力
　肌本来が持つ美しさを引き出す、韓国発ナチュラルコスメブランド
「Innisfree」。済州の原料で作られた「火山ソンイ毛穴マスク」は肌の奥
の老廃物を除去し、ミネラル成分を肌の奥まで与えることで多くの女子
に愛されている。これ1つだけで顔色を健康的にケアし、キメも整えるこ
とができる。

Innisfree
火山ソンイ毛穴マスク

The Boathouse
夏限定シーフードの祭典！

9月15日まで

海を見ながら優雅にシーフードはいかが？
　スタンレー（赤柱）の海岸沿いにあるレストラン「The　Boathouse」で

は期間限定のシーフードコースを提供中。前菜は魚介たっぷりの冷製

シーフードプレート。メインは牛肉のロッシーニ、タラのフィレ、大エビと

チョリソーのプレートから選べる。これに

スープ、デザート、ドリンクが付いて2人

用セットHKD888。平日ディナー限定なの

でご注意を。

上映中
　若い主婦エルズペスは、いつもクジラ保護活動で不在の旦那・ジェー
ムスとなかなか会えない。彼女は 1人で 3歳の双子を育て、旦那とは常
にウェブカメラで会話する。音楽も愛するエルズペスは自分が作った歌

をウェブに投稿して広告モデルの
誘いも来たぐらい人気爆発となる
が、ジェームスとの間に危機が訪
れる･･･

監督：マーク・ランプレル
出演：ローラ・ミシェル・ケリー、ローナン・キーティング

Reebok、Marathon Sports各店舗まで
www.facebook.com/Reebok  

(852)3758-2537、(852)3758-2988
www.facebook.com/HKInnisfree
HKD120/100ml

88 Stanley Main St., Stanley
11：30～22：30（月～金）
11：00～22：30（土）
10：00～22：30（日・祝）
(852)2813-4467

Bauhaus（バウハウス）
春夏 2014 コレクション

新パンクロックスタイルで粋に夏を過ごそう
　香港の人気アパレルブランド「バウハウス」から2014春夏コレク
ション「Evil Twin」が登場。ビンテージとストリートスタイルをミックスし

たデザインで70年代、80年代のパンク
ロックミュージックからアイディアを得て
いる。アニマル柄や格子状パターンなど
が使用され今までのブランドイメージに
あらたな一面を加えている。

チムサーチョイ店：8 Granville Rd., TST
(852)2369-7890

ニベア
ハイドラIQ

毎日のスキンケアはニベアで決まり！！
　厳しい暑さが続く香港の夏。冷房に頼りがちだが、お肌にとっては水
分を奪う天敵だ。夏の乾燥肌が気になる方には、この度ニベアから発
売された「ニベア・ハイドラIQ」がおすすめ。同ブランドが独自に開発し
特許を取得した最新の保湿テクノロジーで、素早く水分を肌の奥深くま
で浸透させ長時間保持させることができる。

Mannings、Sasa、Watsons各店舗まで
www.NIVEA.com.hk
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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

香港＆広東

香港

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

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/新界 20K～30K

経理実務。伝票起票、月次決算、会計事務所及
び本社の窓口業務。北京語コミュニケーション
レベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 20K～25K

アシスタントマネジャー。日系マーケットの
開拓、既存顧客のフォローアップ。日本への
出張有。英語コミュニケーションレベル必須。

サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 インテリジェンス

香港20K～30K

日本で多店舗展開をすすめるエステティック
サロンの店舗マネジメント業務。現地スタッフ
の育成。コミュニケーションレベルの英語また
は広東語。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 インテリジェンス
香港18K～20Kオンラインゲームに関するお問い合わせ対応。

ウェブ関連の知識をお持ちの方歓迎。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K～20K

日系企業向けに医療関連サービスを提供する企
業にて、フォローアップ及び新規開拓営業業務。
英語コミュニケーションレベル以上必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 19K～21K

（応相談）

大手日系保険会社にて損害保険のフォロー
アップ営業。法人営業経験3年以上に加え、
英語ビジネスレベル必須。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/香港島 20K～30K

日系物流企業にて、主に既存顧客のフォロー
アップと、日本人ディレクターのアシスタント
業務。物流業界あるいは貿易実務経験3年以上
に加え、コミュニケーションレベルの英語。

香港/香港島 25K～30K インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

日系企業向け、IT関連商材の営業業務。既存
顧客及び新規顧客の対応。英語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

複合機のプロモーション、マーケティング業務。
営業経験お持ちの方。英語または広東語ビジ
ネスレベル以上。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/九龍 23K

日系大手インフラ関連企業にて、トップマネジ
メントに対する秘書業務に加え、経理・契約に
関する書類作成、日英翻訳など多岐に渡る業務
を担当。英語ビジネスレベル必須。

キングスウェイ

キングスウェイ

営業・販売系/金融・保険 ～22Ｋ香港/香港島
2年以上の営業事務経験。日系顧客窓口業務。
金融商品購入に伴う事務処理。書類翻訳。ビジ
ネスレべルの英語。

キングスウェイ専門職/コンサルタント ～25K香港/香港島

3年以上の営業事務、カスタマーサービス等の
経験者。会計経理の知識尚可。日系既存顧客と
の連絡業務、新規潜在顧客への提案、会計士
との調整など。ビジネスレベルの英語。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム ～25Ｋ香港/香港島

オフィス機器関連、営業、営業サポート等の
経験あれば尚可。日系既存顧客担当窓口業務
全般、コンサルティング含めた新規提案営業。
ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
広州

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

広州 RMB12K
～19K

新規顧客開拓と既存顧客フォロー、中国人ス
タッフ管理、営業予算作成・売上管理。マネジ
メント経験必須/営業経験（業界不問）、北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/メーカー
（機械・電気・電子）

～RMB30K深圳

資材調達。日系企業メーカーで生産管理、調達
経理経験5年以上。できれば弱電関係の家電、
オーディオ、PC関連企業の経験者。北京語
日常会話レベル以上。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

応相談深圳 営業。電子部品の営業経験がある人。北京語
ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

技術系（電気・電子・
機械・自動車)/メーカー
（機械・電気・電子）

RMB12K～東莞 営業。未経験でも覚える意欲がある方歓迎。
北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他・教育・
公的機関など

広州 RMB22K
+住宅手当

教務事務全般、保護者対応、学校のイベント
運営、HPへの連絡事項更新。大卒、経理会計
業務または総務業務経験者、北京語不問。

キングスウェイクリエイティブ系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25Ｋ

Webサイトのデザイン開発実績のある方。
デザインの更新、保守。関連会社の業販ページ
拡充など。新規ビザサポートあり。コミュニ
ケーションレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～20K

3年以上の物流経験者。客先ニーズのヒアリン
グ、ロジスティックサポートの提案。オペレー
ションの構築、アジア関連支店との連絡、調整。
ビジネスレベルの英語、中国語。

香港/九龍
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香港＆広東香港＆広東

上海

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 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

香港WORKS会計経理・経営管理/
マスコミ・広告・デザイン 香港/新界 25K～50K

既存クライアント営業(merchant relation-
ship manager)。既存クライアントの課題把握、
提案書の作成、単価交渉、既存顧客へ全国的
な新業務、サービスの提案。

RGF 香港営業・販売系/外食・フード 25K～30K香港/香港島
日系食品商社にての営業職。レストランから
依頼される食材の発注、運送業者とのやりと
りがメイン。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

20K～30K

香港/香港島

日系顧客へ向けて簡単な翻訳・通訳業務、セク
レタリーチームのサポート、アシスト業務がメ
イン。

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 24K～28K

大手広告代理店にてPRマネジャーを募集。
クライアントのPR戦略の設計、提案、制作アイ
ディアの構想。広告業界出身の方歓迎。

香港WORKS営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 18K×23ヵ月

営業活動、生命保険、損害保険、投資ファンド
等に関するお客様（日本人）への商品説明。
金融もしくは保険業界での経験があれば尚可
（必須ではない）。

香港/香港島

応相談（日本、
米国、英国、香港
会計士などの
有資格者優遇）

香港WORKS

コーディネーター：既存のお客様と社内ロー
カルスタッフとの間のコーディネート業務。
ポジティブな方。日本のビジネスセンスをお
持ちの方。論理立てる説明が得意な方。

香港WORKS22K～25K
（応相談）香港/香港島

顧客開発担当マネジャー。香港投資ファンドや
保険商品を展開するB　to　Bの開拓(日本)。
金融セミナー開催、既存取引先のサポート、
翻訳・通訳業務。

香港WORKS年収800
～2000万円香港/香港島

国際取引や国際投資に係る業務、契約法、
不動産取引法、会社法、M&A他。弁護士資格。
経験3年程度の若手弁護士かキャリア10年
以上のスペシャリスト。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

～42Ｋ

8年以上の物流経験。ロジスティックオペレー
ションの見直し。現状分析、プロジェクト管理、
予算管理。3～4名からなるスタッフのチーム
マネジメント。ビジネスレベルの英語、中国語。

香港/九龍

香港/九龍

～45K

服飾生地、ニット、および完成品の生産管理、
もしくは営業経験者。マネジメント経験尚可。
営業プレゼン、生産管理全般。アセアン諸国へ
の出張。ビジネスレベルの英語。

香港WORKSサービス系/外食・フード 18K～33K香港/香港島
懐石料理レストランで働けるマネジャー。お任せ
コースのみ。和服を着てのサービス。配膳及
び料理の説明。着付け・茶道等も習える。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

25K～35K香港/九龍 企画スケジューリング、トラックとレポート作成。
技術サポート。

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

専門職/
専門商社・総合商社

キングスウェイ
生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（食品・日用品・アパレル）

香港WORKS

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

16K～20K
+ボーナス香港/九龍

金融セミナー開催の段取り、翻訳・通訳。
既存客及び取引先とのコーディネート及び
サポート。事務処理、マネジャーのサポート
全般。

香港WORKS

RGF 香港

専門職/金融・保険

香港/香港島

18K～20K

香港系金融サービス企業様にてコンサルタント
を募集。顧客のニーズを確認し、顧客の要望に
適した金融商品の提案、顧客へ投資後のこま
めなフォロー、香港の金融商品の案内、各種
金融情報の収集。

RGF 香港金融/金融・保険 香港/香港島 20K～25K

日系金融ブローカーでのカスタマーサービス職。
在日本顧客に対し、商品の説明、口座開設サ
ポート、セミナーの開催アシスト、お問合せ
対応。入社後IIQE1,3,5の取得が必要。

RGF 香港金融/金融・保険 15K～25K香港/香港島 大手欧州系投資銀行にてマネジメントトレー
ニーを募集。若手歓迎。1年契約。

RGF 香港香港/香港島

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

香港/香港島 23K～28K

大手外資系コーポレートサービス企業にて、
日系企業担当窓口を募集。営業お問い合わ
せに対し、案件のヒアリング、フィードバック。
内部のプロフェッショナル、会計士、監査との
コミュニケーション。

RGF 香港金融/金融・保険 20K～35K香港/香港島

大手日系銀行のコンプライアンス部門にて
Deputy Managerを募集。リスクマネジメント、
信用分析、コンサルティング、企業の経営統合
などのサポート。

専門職/金融・保険 香港/香港島 RGF 香港20K～25K
大手邦銀にて信用企画部における総務アシス
タント募集、新しく立ち上げるチームで2～3名
の規模の予定。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K香港/九龍

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。新規ビザサ
ポートあり。ビジネスレベルの英語。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東香港

香港

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

JAC 香港技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 30K前後3年以上のIT系開発経験がある方。

JAC 香港会計経理・経営管理/
コンサルタント 香港/香港島 35Kまで会計事務所にて会計業務。公認会計士資格を

お持ちの方。英語ビジネスレベル。

生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 RGF 香港30K

大手日系自動車部品企業様にて品質保証
マネジャーを募集しております。PCB業界、
電子部品業界の品保経験者。或いは商社の
品質保証部隊として仕入先指導の経験者。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 香港/九龍 RGF 香港25K

外資系エネルギー・石油原料企業様が日本人
営業を募集。日本市場の開拓、後に北米市場の
開拓も含まれる。営業経験者、新規開拓経験者
歓迎。

RGF 香港営業・販売系/小売・流通 香港/九龍 23K～30K

香港系物流企業にて営業人員を募集。新規
開拓、既存フォローどちらもあり。中国大陸、
深圳・広州・東莞などへの日帰り出張あり。物流
営業経験者必須。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 25K
大手ジュエリー企業にて事務所管理職にての
募集。事務所運営全般（総務・経理業務）、小売
業務管理、営業業務、貿易業務。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/新界 20K～40K

大手オンライン企業にてE-commerceプロ
ジェクトの立ち上げ人材を募集。日本/韓国
マーケットの開拓、仕入れ先との折衝、仕入れ
先・顧客との関係構築。オンラインショップ立
ち上げ経験者歓迎。

香港/新界 15K～17K RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

日系食品関連企業での営業アシスタントの
募集。商品の受発注、日本、米国からのコンテ
ナー輸入及び在庫管理、会計レポート、作成
総務全般、試食調理支援（年数回）。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 ～45K

大手投資銀行での債券営業部門アシスタント、
及びミドルバックオフィス募集。経験者のみ募集、
日本語、英語必須。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 30K～40K

大手金融機関のクレジットアナリスト、及び
大中華圏情報リサーチ。北京語必須、金融機関・
プロフェッショナルファームの就業経験、営業、
コンサルティング、リサーチ関連経験歓迎。

JAC 香港

JAC 香港

技術系/メーカー
（化粧品・医薬品） 25K程度まで香港

自社サーバー及びWEBサーバーの管理、運営、
メンテナンス。自社プログラムの開発とメンテ
ナンス。自社PC、周辺機器の管理と設定。当該
業務経験者。

JAC 香港専門職/コンサルタント 応相談北京・上海 監査法人での就業経験者（内部統制・税務・
FAS・M＆A・コンサルティング等）。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

20K程度まで香港 日系物流企業でのカスタマーサポート職。顧客
からの問い合わせ対応。出荷コーディネート。

JAC 香港生産管理・品質管理・
購買/専門商社・総合商社 香港/九龍 25Kまでアパレル関連企業にて生産管理職。当該業務

経験者、英語もしくは中国語ビジネスレベル。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

25Kまで香港/香港島
金融関連企業にてカスタマーサービス職を
中心としてバックオフィス業務。何らかしらの
金融関連業務に従事していた方。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

20Kまで香港/香港島
会計事務所にてコーディネーター職。中国語
もしくは英語がビジネスレベル。基礎的な会計
知識があれば。

JAC 香港営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 応相談香港/香港島 半導体企業の営業職。BtoB営業経験者・英語

ビジネスレベル必須。

JAC 香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 25Kまで物流企業での営業職。業界経験は不要。主に
は既存顧客の深耕。

ぽけっとページ主婦パート/
ぽけっとページ 香港/九龍 応相談

在宅での翻訳や打ち込み作業、出社しての編集取材さサ
ポート業務など、勤務時間と勤務種類は応相談可。ブロ
グを書くのは趣味な方や、フェイスブックで写真を撮っ
たりする方には、編集サポート業務がオススメ。小さな
お子様がいらっしゃる方には、在宅勤務がオススメです。

ぽけっとページ営業/ぽけっとページ 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。

香港/九龍
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香港＆広東

香港&広東

ベトナム

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

自分年金の王道、長期積立ファンドの仕組み（2）　

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

Borderless Management & Investment Ltd.
Office 2, 6/F, Kaiser Centre, 
18 Centre Street, 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18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）

　国に頼らず、制度の影響を受けず、独自で確保する自分年
金としての長期積立ファンド。スタンダードライフ、フレンズプ
ロビデント、アジアス等、様々な保険会社が提供している。
　単純に複数のファンドを組み合わせた運用によって収益
を得る以外にも、積立ファンド会社がある一定の条件に従っ
て契約者に支給する「ボーナス」と呼ばれる収益がある。
　このボーナス、会社によって支給の仕方が様々でなかなか
比較しにくいものではあるが根気よく検討してみると、
　「総資産額が大きければ大きいほどA社のものが有利」
　「契約期間が短めのものだったらB社の方が有利」
と、いったように噛めば噛むほど味が出るスルメのような要
素でもあるのだ。
　ボーナスには大きく分けて2つの種類がある。それは初期
口座に対してのみ支給されるものと資産全体に対して支給さ
れるものだ。初期口座の積立期間は積立を開始してから18～
24ヶ月間なので、前者は積立のごく初期の方に支給され、後
者はある程度時間が過ぎてから支給されるもの、と考えても
良いかもしれない。
　初期口座に対して支給されるボーナスは例えば、積立金額
がUS$500～1,000/月の場合はその積立額の5%のボーナス
が初期積立期間が終了するまで毎月支給されるとか、契約年
数が積立金額がUS$500～US$750/月のときは「0.2%X契約

年数」の金額を初期積立期間が終了するまで毎月支給する、
などと規定されている。
　資産全体に対して支給されるボーナスは例えば、総資産額
がUS$50,000～US$100,000にある場合は毎月その額の
0.01%が支給されるとか、満期のときに、「積み立てた年数
X0.25%X総資産額」が一時金として支給される、といったもの
もある。
　投資をする対象であるファンドのタイプにもプロバイダー
各社の間に違いがある。「ダイレクトファンド」と「ミラーファン
ド」と呼ばれるものだ。ダイレクトファンドというのは文字通り
そのまま市販されている、あるいは機関投資家向けに販売さ
れているファンドに投資するもの。
　ダイレクトファンドは実際に現場で売り買いするので、ス
イッチングに数日の時間がかかるという性質がある。一方で売
買にかかる手数料は明確である。それら費用はファンドユニッ
トから控除される。
　ミラーファンドというのは市販されているファンドのコピー
を自社内に作ってしまうというもの。スイッチングは社内で完
結するので、ほぼ一日で完了する。その手数料はファンドの評
価額の中に内包されているので、どれくらいの費用がかかって
いるのかがわかりにくいという側面がある。また、オリジナルの
ファンドをコピーしているので、どうしても銘柄の入れ替え等

が遅れがちになる。そのため、ミラーファンドはダイレクト
ファンド以上のパフォーマンスは期待できないとされている。
　2012年8月にフレンズプロビデントが日本居住者への供給
を打ち切り、日本に住んでいる人がアクセスできる長期積立
ファンドは残念ながら徐々に減ってはきている。
　しかし、日本人でも海外居住者であれば上記に挙げたすべ
て、あるいはそれ以外に会社の商品にも門戸が開かれている。
　公的年金の危機が訪れている今、日本人海外居住者はまだ
そのロスをカバーするための有利な商品への契約の道が開
かれている。その貴重な機会についてもう一度考えてみよう。

2014 年 7 月19日（土）香港　14:30~16:30 定員 5 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
メール：info@borderlessworks.com  まで。

「中国・香港で働く人のための個人年金・生命保険勉強会」
開催のお知らせ

〈パート・アルバイト募集〉
ご希望の方はinfo@borderlessworks.comまでご連絡ください。

ビジネス（香港・広東共通）
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　和歌山県の大手酒造会社の中野BCは、香港で梅酒杜氏による梅酒の漬
け込みセミナーを6月21日（土）に開催した。同社が海外で梅酒の漬け込み
セミナーを行うのは初めて。「梅酒が香港女性の間で人気となりつつある
中、商品だけでなく、梅酒を家庭で漬け込む『文化』そのものを輸出し、茶の
間での定着を図りたい」と語る。
　日本では、近年の梅酒ブームで、梅酒の出荷数量は2011年までの約10年
間で2倍に急成長したが、2011年を境に頭打ちに。ここ2年間は減少傾向に
ある。国内市場が陰りを見せる中、梅酒約35種類を製造・販売する同社に
とっては、海外への販路拡大が急務となっている。
　同社の梅酒の生産量は、ウメ、梅酒の本場和歌山県でも最大規模。“質”に
もこだわり、農家から仕入れた、粒が大きい和歌山のウメのブランド品種
「南高梅」のみを用いて、梅酒造りの職人である「梅酒杜氏」が丹精込めて梅
酒を仕込んでいる。
　同社では香港がここ数年来、日本の農林水産物の重要な輸出国であるこ
とに注目し、ウメを使った梅酒も身近に感じてもらえるのではないかと考え
て、2012年2月頃から輸出を強化。香港の食品・物流関連企業とも交流を深
めるとともに、香港で開催されたアジア最大級の食品見本市などの展示会
に積極的に出展しながら、現地飲食店の視察や試飲会イベントを行ってき
た。
　今回のセミナーは、日系スーパーマーケット「シティスーパー」のタイムズ
スクエア店で開催。香港人と香港在住の日本人が約20名参加した。漬け込

むウメには収穫したばかりの「南
高梅」を、漬け込むお酒には日本
の焼酎を用いた。
　講師を務めたのは、仕込んだ梅

酒が梅酒コンテストで日本一に輝いた経歴を持
つ同社の梅酒杜氏、山本佳昭氏。おいしく作るコ
ツをはじめ、梅酒を使ったカクテルのレシピ、効
能など、梅酒の魅力も伝えた。
　同社は「こうしたイベントは消費者だけでなく

量販店へのアピールにもなる」と話す。シティスーパーでは現在、同社商品3
種の店頭販売と6種の業務用卸しの取り扱いがある。今回のイベントが縁と
なり、さらに3種の試飲販売をする販促イベントを行うことも決まった。
　JETROと国税庁が2013年10月にまとめた「日本酒輸出ハンドブック～香
港編～」によると、香港女性に人気のある日本のお酒は「梅酒」なのだそう。
香港の情報サイトでの関心も大きく、同社は梅酒機運の高まりにも期待して
いる。
　同社では約20カ国に向け梅酒を出荷しており、香港を中心にオーストラリ
アやシンガポール、アメリカなどへの輸出を強化している。「日本食および日
本酒の輸出が進むなか、日本のリキュールである梅酒も遅れをとることな
く、世界でより多くの方に飲んでほしい」と意気込みを語る。

2000年

40,000,000
38,000,000
36,000,000
34,000,000
32,000,000
30,000,000
28,000,000
26,000,000
24,000,000
22,000,000
20,000,000
18,000,000

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2000年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

※出所：日本洋酒酒造組合
※非発泡性のみ
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梅酒の出荷数量の推移

中野BCでは、本格派から変り種まで約35種類の梅酒を販売 。
この7年間で約25種類の「カクテル梅酒」の新商品を開発し、
梅酒の売り上げが7年前の25倍にまで成長しているという。

中野BC株式会社
ウェブ：www.nakano-group.co.jp
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読まれた記事ランキング
6月21日～27日 

　サッカーＷ杯ブラジル大会で１次リーグ敗退に終わった日本代表。早朝のコロンビア戦を見
守った列島はため息に包まれました。そんなサポーターの思いを代弁するように、サッカージャー
ナリストの大住良之氏は「日本サッカー界全体の敗戦」と断じています。一方、ランキング１位の「住
金株を41円で買った男」のほか、「ボーナス、たまる夫婦とたまらない夫婦」など投資やお金の増
やし方に関する記事がよく読まれ、「１億円さんに聞く」が先週に引き続き関心を集めました。6月
21日から27日に読まれた記事を紹介します。

住金株を41円で買った男　長期投資のメリット体現 （6月23日）

日本、本来の攻撃に遠く　サッカー界全体の敗戦 （6月25日）

（3）日産自動車、株主の不満は10億円より1000円 （6月25日）

（4）売られても強く生きる　元三洋電機社員サバイバル（下） （6月25日）

（5）成果主義に落とし穴　ドラッカーが認める評価法は （6月22日）

（6）中国、日本国債減らしの怪（真相深層） （6月21日）

（7）スマホゲームにどっぷり　ID乗っ取りアイテム横取り （6月24日）

（8）ボーナス、たまる夫婦とたまらない夫婦の差 （6月25日）

（9）サントリー社長に新浪ローソン会長 （6月24日）

（10）「１億円さん」に聞く　私はこうしてお金を殖やした（2） （6月25日）
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ゼロからスタート 第43回広東語♪

 広東語 発 音 日本語

 泳鏡 wing6 geng3 ゴーグル

 毛巾 mou4 gan1 タオル

 主池 zhü2 chi4 メインプール

 副池 fu3 chi4 サブプール

 訓練池 fan3 lin6 chi4 訓練池

 跳水台 tiu3 söü2 toi4 飛び込み台

 看台 hon3 toi4 観覧席

会話練習

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           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 10:00～22:00 ＆ 土: 9:00～19:30

山口:

Saan1 hau2

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2

山口:

Saan1 hau2

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2

山口:

Saan1 hau2

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2

山口:

Saan1 hau2

梁小姐:

Löng4 siu2 zhe2

今回は公営プール「公眾泳池(gung1 zhung3 wing6 chi4)」に関するの言葉や会話表現をご紹介

します。

夏の長い香港では水泳「游水(yau4 söü2)」が大人気。各所に公営プールがありますが、ウォータース

ライダー「滑水梯(waat6 söü2 tai1)」等の遊楽施設のあるところもあります。開場時間は午前、午

後、夜の3セッションに分かれていて、完全入替制です。ロッカールームの使用には5ドルがかかります

が、戻ってきます。改札口隣にある両替機「暢錢機(chöng3 chin2 gei2)」で小銭にくずしておきま

しょう。入場には現金またはオクトパスが使えます。

更衣室はトイレ「洗手間(sai2 sau2 gaan1)」、着替えたら持ち物をロッカーにしまいます。プールに入

る前は消毒液の入ったシャワーで体と足の汚れをよく流しましょう。メインプール内の浮き輪「水泡

(söü2 pou5)」やカメラの使用、飲食等は禁止。また法律により12才以下の子供は大人の付き添い

が必要となるのでご注意下さい。

また公営プールには「清潔日(ching1 git3 yat6)」が週1回あり、午前10時～第2回終了まで清掃

業務のため一時閉鎖します。お出かけ前に

HP(http://www.lcsd.gov.hk/beach/b5/swim-clean.php)で確認してくださいね。

聽日放假有咩做呀？

Ting1 yat6 fong3 ga3 yau5 me1 zhou6 a3 ?

明日の休み、何をしましょうか？

未諗到呀⋯有冇好提議？

Mei6 nam2 dou2 a3 … Yau5 mou5 hou2 tai4 yi5 ?

まだ考えてません。なにかいいアイディアはありますか？

呢幾日咁熱，不如去游水囉？

Ni1 gei2 yat6 gam3 yit6, bat1 yü4 höü3 yau4 söü2 lo3?

ここ数日暑いので、プールでも行きませんか？

好呀！我上星期買咗套新泳衣呀，就係呢套喇，靚唔靚呀？

Hou2 a3! Ngo5 söng6 sing1 kei4 maai5 zho2 tou3 san1 wing6 yi1 a3, 

zhau6 hai6 ni1 tou3 la3, leng3 m4 leng3 a3?

いいですね！先週新しい水着を買ったんです。これです。きれいでしょう？

好靚喎，好襯你呀。噉，聽日去邊度游好呀？去沙灘？

Hou2 leng3 wo5, hou2 chan3 nei5 a3. Gam2, ting1 yat6 höü3 bin1 dou6 yau4 hou2 a3? 

Höü3 sa1 taan1?

きれいですね。よく似合ってますよ！ では明日はどこに行きましょうか？ビーチ？

不如去公眾泳池啦？九龍公園嗰個又大、交通又方便。

Bat1 yü4 höü3 gung1 zhung3 wing6 chi4 la1? Gau2 lung4 gung1 yün2 go2 go3 yau6 daai6, 
gaau1 tung1 yau6 fong1 bin6.

それでは公営プールに行きませんか？九龍公園は大きくて、交通も便利ですよ。

好呀。噉，聽日兩點九龍公園泳池門口等啦。

Hou2 a3. Gam2, ting1 yat6 löng5 dim2 Gau2 lung4 gung1 yün2 wing6 chi4 mun4 hau2 dang2 la1.

いいですね。では明日2時に九龍公園のプールの入口で待ち合わせしましょう。

好呀，聽日見。

Hou2 a3, ting1 yat6 gin3.

はい、ではまた明日。
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