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今週の注目ページ
新連載！

広州・深圳情報も増々充実！

新鮮な魚や旬の食材を日本より直送
日本人料理人が腕を振るう
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静岡発

湾 仔

seasonal seafood旬鮮旬鮮

◆Shop 8, G/F., Tonnochy Tower, 
　260 Jaffe Rd., Wan Chai
◆12:00～15:00、18:00～22:30
◆www.facebook.com/nasubihk

(852)2670-0662

香港ビジネスの基本の「キ」

ビザのこと
正しく
知って
おきたい

ビザ・会社設立の
プロフェッショナル
T&Morrisが
分かり易く解説
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最高ランク沖縄牛とザ・プレミアム・モルツ樽生〈黒〉で乾杯！

刺身・炭焼 笑宴× サントリー
ザ・プレミアム・モルツ樽生〈黒〉

出会いと国際文化交流をたのしもう！

「和民」で街コン・ワールドツアーin香港
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　春節のバケーションシーズンがやってくる。この機会を利用して、自宅
やオフィスの引越しを予定している方もいるかもしれない。日本への引
越しも、香港内の引越しも予定が決まった方は、まず香港日通へ相談を！
日通のお引越しサービスは、下見から引越し、アフターフォローまで、日
本語で丁寧に対応してくれる。また、サービスの向上、環境保護、コスト
削減に注力し、その取り組みを進化させている。サービス面では、引越し
の際、大切な家財や建物が傷つかないよう、はじめに養生（保護）を行っ
ており、環境への配慮面では、梱包資材を繰り返し使うことでゴミを減ら
し、地球環境にもやさしい引越し・配達を実現。コスト削減に向けては、
従来はモノのサイズに合わせて紙とテープを使って箱を作っていたが、
現在はサイズを変えられる箱を採用し繰り返し使用してコストダウンを
図っている。例えば、ゴルフセット専用ダンボール箱は新デザインを採

用し、環境への配慮とコスト削減とともに商品のサポートを強化。任せて
モノも人も安心の引越しサービスで、グロバールビジネスをサポートし
てくれる。

日本へも香港内もお引越しが決まったら香港日通へ
下見からフォローまでクオリティの高いサービスを提供

香港日通
NIPPON EXPRESS (H.K.) Co., Ltd. Removal Branch 
住所：Hong Kong Unified Nippon Express Cargo Terminal  2/F., 
        Office Tower, NWS Kwai Chung Logistics Centre, 
        2 Tat Mei Rd., Kwai Chung
電話：(852)2408-1111　
担当：渡邊（日本語）、澄川（日本語） 
ウェブ：www.nittsu.com.hk/removal

　｢X-men:ファーストクラス｣(2011)のマシュー・ヴォーン監督が｢キッ
ク・アス｣(2010)の原作者マーク・ミラーと再びコンビを組んだ最新作の
スパイ映画｢ザ・シークレット・サービス｣に、秘密組織の名前を追加し
て、タイトルを｢キングスマン：ザ・シークレット・サービス｣と改めて2月
12日に公開予定。
　マシュー監督は原作者のマーク・ミラーと飲んでいるときに｢俺たちが
ガキのときにワクワクしたようなスパイ映画ってもう観られないよな｣と
話していたことがきっかけで今回の作品が出来上がったというエピソー
ドも興味深い。
　ナイト率いるイギリスの某情報機関｢キングスマン｣のコリン・ファー
ス演じるベテランシークレットエージェンのハリー・ハートが不良少年を
無理やりスカウトし、スパイになるための超過酷な訓練を受けさせる。

そして｢キングスマン｣のエージェントに生まれ変わったゲイリーは叔
父のハリーと共に世界危機を目論むヴァレンティン率いる組織に立ち
向かう。

コリン・ファース主演のスパイアクション映画の最新作
｢キングスマン：ザ・シークレット・サービス｣2月12日公開

｢キングスマン：ザ・シークレット・サービス｣
2月12日公開
監督：マシュー・ヴォーン
主演：コリン・ファース、タロン・エジャートン、
        サミュエル・L・ジャクソン、マイケル・ケイン

香港トピックス
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　藤子・不二雄原作で国民的アニメであるドラえもんのシリーズ初とな
るCGアニメ映画｢STAND BY MEドラえもん｣が2月19日に公開される。本
作品は日本では夏に公開され、子供だけでなくドラえもんを見て育った
オトナ達も多く映画館に訪れ感動の涙を流したという話題作。作品の中
にある、オトナだからこそ心に響くセリフにも注目したい。
　｢friends もののけ島のナキ｣の八木竜一と｢ALWAYS三丁目の夕日｣シ
リーズの山崎貴が共同でメガホンをとり、原作中から｢のび太結婚前夜｣
や｢さようなら、ドラえもん｣といった名作といわれるエピソードを基に
展開する。
　何をやらせてもさえない少年のび太の前に現れたのは、22世紀から
やってきたのび太の孫の孫のセワシと猫型ロボットドラえもん。のび太
の悲惨な未来を変えるため、お世話係として連れて来られたドラえもん

だったが、当初は乗り気ではなかった。そこでセワシは“成し遂げプログ
ラム”をセットし、のび太を幸せにしない限り22世紀に帰れないという
ミッションを与える。果たしてのび太は幸せになることができるのだろう
か？そして、晴れてドラえもんは22世紀に帰れるのだろうか？

大人も映画泣き！  感動の渦に巻き込んだ誰もが愛するドラえもん映画
｢STAND BY ME ドラえもん｣が2月19日より公開予定

STAND BY ME　ドラえもん
2月19日香港公開予定
原作：藤子・F・不二雄
監督：山崎貴、八木竜一
声の出演：ドラえもん-水田わさび、しずか-かかす ゆみ、
             ジャイアン-木村昴、スネオ-関智一

　福島県に生まれ東京芸術大学にて芸術を学んだ増田有美氏が、ここ
香港で初の個展「THE TRANSIENT DIARY」を開催する。「自然、人々、全て
のものが、常に変化し様々な役割を担いながら移ろいゆく。しかし、時に
はまったく反対の特徴を見せることがある。」という発見を作品にしたコ
レクションである。作品からは、芯の強さと卓越した静けさが伝わってく
る。2011年3月11日に起きた東日本大震災による地震と原子力発電所の
事故によって、同氏の故郷は荒廃した。その後、故郷を訪問し庭一面が
野草と花に覆われている光景を目にした同氏は、災害によって元気を
失っていたが、植物たちからエネルギーをもらったように感じ、不思議
な生命の力と自然との相互作用に心を引かれたという。
　同氏は、絵の中の世界は自由であると強く感じている。そこでは、動物
も植物も人間も工業製品も、あらゆるものが現実世界の役割を果たさ

なくてもよい。役割から解放された登場人物たちは、その絵の中でだけ
の新しい意味をまといながらそこに存在する。それがどんな意味なの
か、はっきりと提示することはないが、絵に描かれた世界の自由さを見
て感じるだろう。喜び、悲しみ、真実、嘘などさまざまな物語を連想させる
ような世界を描く作品は、見ている人の心の奥底に響くだろう。

Yumi Masuda 香港初の個展開催
絵の中でだけの自由な世界を感じよう！

「THE TRANSIENT DIARY」
場所：ART PROJECTS GALLERY  
住所：Unit S510, 5/F., Block A, PMQ 35 Aberdeen St., Central
期間：3月1日まで  
時間：火～土11:00～20:00、日12:00～18:00、月曜定休 
ウェブ：www.artprojectsasia.com
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今週の香港ピックアップ Exhibition

賢人の考え方は同じ？！ デザインの類似性を探る。
　ハリウッドロードに昨年5月にオープンしたばかりの「Liang Yi 博物館」では、中国とフ

ランスの家具の類似性をテーマに特別展示を開催中。同博物館のオープン1周年を記

念して、パリで140年の歴史を持つ「Kraemer Gallery」とコラボをし展示している。18世

紀の両国の家具デザインは実に類似点が多く、その不思議さをわかりやすく解説するた

め、1つ1つが個々のギャラリーにてペアで展示されている。2つの家具はまさに鏡やオ

マージュのよう。イス、ランプ、本棚、ベッドの類似点は興味深いものだろう。

　展示のテーマであることわざ「賢人は皆同じように考える」を目で見て理解することが

できる家具展示会だ。見学には予約が必要なので忘れずに予約をして出かけよう。

家具デザイン展
Liang Yi 博物館

贅沢シャンパンとスイーツのマリアージュ
　アイランドシャングリラでは、バレンタインにちなんで、エレガントな

味が人気のフランス産シャンパン「ペリエ・ジュエ」とペアで楽しめる魅

力的なアフタヌーンティーセット｢Tea of Love｣を2月限定で用意。試行

錯誤を重ね完成したスイーツの数々は繊細で品のある味で、ロゼシャン

パンのフルーティーな味わいと絶妙にマッチする。

アイランドシャングリラ
2月限定アフタヌーンティー

K + I (kplusi)
セール最大65％オフ

3月8日まで

新しい家具を手に入れるチャンス！
　旧正月が近づくこの時期は、昔から多くの人が古いものを捨て、新し
いものを手に入れる。そんな中国の習慣に合わせ、ハッピーバレー（跑
馬地）の K＋1では旧正月に向けてのセールを開催。照明、ダイニング
テーブル、椅子、カーペットなどを含む全ての家具が最大で 65％オフと
なる。家具を新調して新しい気分で未年を迎えよう！

181-199 Hollywood Rd., Sheung Wan
火～土 10:00～18:00
(852)2806-8260
www.liangyimuseum.com 
HKD200（ガイド付き）予約必須、水曜のみフルタイムの学生は無料（事前予約必要）

(852)2510-5346
www.tissot.ch

ロブスターバー＆グリル 
(852)2820-8560
ロビーラウンジ                  
(852)2877-3838
アイランドグルメ               
(852)2820-8550
www.shangri-la.com
HKD381/1人
HKD538/2人

毎日のスキンケアで肌が生まれ変わる！
　「Pure」から香港ハンドメイドスキンケア製品が販売される。さまざ
まな肌の問題を抱える人のために作られ、毎日のスキンケアで、しっと
りと生まれたてのような肌になるという。注目のアイテムは、「Copper 
Peptide シリーズ」のアイクリーム、フェイスクリーム、美容液で、特に乾
燥した冬の季節にシワを減らしたり、アンチエイジングの効果が期待で
きる。

Pure 
香港ハンドメイドスキンケア

バレンタインギフトにぴったり！
　2人の愛の時間を一緒に歩んでいくペアの腕時計が、長年多くの人々
に愛され続けるスイスの時計ブランド「Swiss Tissot」から登場。バレンタ
インをロマンチックで忘れられない日にするために、2人でつけるペア

時計のギフトはオススメ。
長年愛用することができ、
互いの愛と喜びを永遠に
記録していくだろう。

TISSOT 
ペアウォッチ

1A Broadwood Rd., Happy Valley
(852)2810-0979
www.kplusi.com

20/F., Solo Tower, Radio City, 505 Hennessy Rd., CWB
5/F., Granville Bldg., 12-16 Granville Rd., TST
(852)2951-9099
www.purestartfromnatural.com.hk/catalog/index.php
Copper Peptide アイクリーム　     HKD298/15ml
Copper Peptide フェイスクリーム  HKD398/20ml
Copper Peptide 美容液                    HKD438/20ml
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香港 香港＆広東

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

会計経理・経営管理/
エステ・美容・理容 香港/香港島 インテリジェンス

香港30K～50K財務データの管理、分析、グループ企業への報告
など。財務を含む管理業務の経験5年以上要。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 インテリジェンス
香港18K会計士事務所での秘書業務。監査に伴う資料

作成、各種リスト作成など。英語ビジネスレベル。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 18K～22K
インターネット関連サービスのカスタマーサー
ビス業務。米国での研修を予定。英語日常会話
レベル以上。

キングスウェイ技術系（IT・通信）/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 ～30K

3年以上のネットワーク設計、サーバー構築の
経験。サーバエンジニア経験者。顧客コンサル
ティングなど。コミュニケーションレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/サービス 香港/香港島 ～30K

マーケティングやPR関連の経験、日系ならびに
ローカル企業のフォロー、新規クライアント
開拓など。コミュニケーションレベルの広東語。
新規ビザサポートあり。

キングスウェイ

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

香港/香港島 ～22K

5年以上の就労経験、営業等の経験者。ビザ
関連申請手続き、顧客からの問い合わせ対応、
コンサルティング。会社設立関連のサポート。
ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
広州

インテリジェンス
広州

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連

RMB
20K～25K広州

店舗設計及び設計管理を担当。空間設計の
経験必須（CAD使用して図面が描ける方、ある
いは学校で学んだだけでも可能）語学不問。

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）

RMB
20K～40K深圳

工場長候補。ハーネスの生産技術。要工場管理
経験。車載ハーネスの経験は尚可。要北京語
ビジネスレベル。

クリエイティブ系/
小売・流通・通信販売 RMB12K～広州

大手日系通信販売会社でのスタイリスト職。
バイヤーが仕入れてきた衣類商材の写真撮影
にあたり、スタイリング担当。語学不問だが、
北京語スピーカーは歓迎。

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/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 15K
アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル以上。

キングスウェイ

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

～20K香港/九龍
3年程度の営業補佐または営業経験者歓迎。
パワーポイントを使用したプレゼン資料作成、
顧客対応全般。ビジネスベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫 ～22K香港/九龍

物流業界もしくは商社、メーカ等の経験者尚可。
日系顧客窓口業務、見積書作成、顧客訪問。
中国出張あり。コミュニケーションレベルの英語、
広東語。新規ビザポート可。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～40Ｋ香港/九龍

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、EU，アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 応相談

3年以上の経理、財務経験。決算までの業務
経験者尚可。CPA（候補者含め）歓迎。ビジネ
スレベルの英語。

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） 深圳 RMB

10K～12K

3年以上のネットワーク設計、サーバー構築の
経験。サーバーエンジニア経験者。顧客コンサ
ルティングなど。コミュニケーションレベルの
英語。

インテリジェンス
深圳営業・販売系/物流・倉庫 RMB

16K～30K

営業。要３年以上の物流（フォワーダー）業に
おける営業経験。営業センスが有り、やる気を
持って業務に取り組める方。ビジネスレベルの
英語力必須。

深圳

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/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 15K～20K
教育機関での保護者対応および事務全般。総務
や簡単な会計業務（記帳程度）など。コミュニ
ケーションレベルの広東語および英語。

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 20K～25K

大手日系保険企業にて、主に香港内の日系顧客
担当。書類作成、問合せ対応等の内勤業務も多く、
出張はほぼ無し。要ビジネスレベルの英語。

香港/香港島 20K 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/
金融・保険・投資顧問

日系金融機関にて、国際会議やイベント時の各種
アレンジメント業務。1年契約の後、パフォー
マンスによっては契約延長も検討可。金融業界
の経験不問。要ビジネスレベルの英語。

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/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍

大手日系メーカーにて、日本人トップマネジ
メントの会議のサポート、書類・スケジュール
管理、翻訳等マルチタスク担当。英語ビジネス
レベル必須。

25K～35K
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香港 深圳

深圳

広東

香港



香港＆広東香港＆広東

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

香港/香港島 RGF 香港18K～22K

日系会計事務所にて秘書を募集。見積もりの
作成、データ管理、セミナーのアレンジ、新入社員
の入社前後のフォローと研修の調整、広告の
管理等。幅広い仕事を柔軟にこなせる方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 RGF 香港20K～22K

投資コンサルファームにて日本人スタッフの募集。
日本人顧客のスケジュールアレンジ、契約後の
フォロー、金融関連のレポート翻訳、営業の
サポート業務。IFAまたは金融業界経験者優遇。

RGF 香港サービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 16K～22K

トリマーペット看護士を募集。トリマー経験の
ある方、簡単な英語または中国語のできる方。
日本在住の方は、就労ビザサポート有。保険、
往復航空券、住宅、光熱費、全額支給。

香港WORKS
専門職（コンサルタント・
金融・不動産・流通・
税理士など）/商社

香港/香港島 28K～30K

会社設立関連業務:管理、手続き、サポート、
コンサルティング等。ビザ関連業務:既存の顧客
へのビザ取得業務、顧客対応。新規顧客への
コンサルティング。ビジネス英文書類作成、
チェック等。

香港WORKS

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
金融・保険

香港/香港島 18K～23K
プロジェクトマネジャー兼コーディネーター。
既存の顧客と社内ローカルスタッフとの間の
コーディネート業務。ビジネスセンスを持ち、
プロジェクトマネジャーとして勤務。

香港WORKS
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

香港/香港島 18K～25K
サービストレーナー。レストランにて香港ス
タッフへの日式サービス指導。レストランにて
香港人スタッフの見本として接客業務。英語
又は中国語コミュニケーションレベル。

RGF 香港

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/商社 20K香港/九龍

日系技術商社が企画部門でデータ管理ができ
る人材を募集。Excelでデータ分析をした経験
があり、数字に強い方。英語ビジネスレベル。
データ分析、売上分析、市場分析。売上分析等
の各種レポート作成。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（機械・電気・電子） 25K～30K香港/九龍

電子部品商社での営業職。営業経験2年以上
ある方。電子部品業界での営業経験者歓迎。
出張可能な方。英語ビジネスレベル。中国語で
きる方尚可。

営業・販売系/
その他サービス 15K～25K香港/九龍

セールスサポート職。既存の顧客との関係の
維持。クライアントへの出荷納入アレンジ。スケ
ジュール調整や支払滞納や納品遅れなどの
対応。中国への出張あり（月１回程度）。要英語
OR中国語。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍 18K～25K

化粧品メーカー/商社で間接部門（総務、人事、
財務）の管理業務。売上データ、財務データの
作成・管理。採用管理。英語、中国語、広東語の
どれかがビジネスレベル。間接部門の管理経験
がある方。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
外食・フード

20K～25K
ダブルペイあり
交通費支給

香港/新界

役員秘書（営業同行業務含む）。秘書業務。
営業と同行し取引先の方への対応。通訳業務。
年齢・性別不問。英語・広東語・中国語ビジネ
スレベル必須。

香港WORKS

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
外食・フード

15K～30K
ダブルペイあり
交通費支給

香港/新界
会計マネジャー(またはシニアオフィサー)。会計
ソフトへの入力。損益計算書の作成。その他の
会計業務。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
外食・フード

20K～25K
ダブルペイあり
交通費支給

香港/新界 人事マネジャー（またはオフィサー）。Payroll
の管理や医療保険。その他人事に関する業務。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
小売・流通 香港/新界 20K～30K

ダブルペイあり

店舗開発マネジャー。新規出店に関わる立地
開拓・地主交渉～売上予測。出店までの全てを
担う。直営店舗出店戦略を実現する。不動産営業
経験。業態は問わず店舗・オフィス開発経験。
香港の地理に詳しい方。広東語。

RGF 香港企画・広報・経営管理系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/新界 20K～30K

電気電子部品商社の経理部門の責任者として
毎月の資金繰り計画作成、連結決算のとりま
とめ、日本本社への報告業務。商社、製造業で
の経理部門での勤務経験者歓迎。英語か中国語
ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 20K～25K

包装資材事業を行う日系企業にて営業の募集。
既存顧客のフォロー及び新規顧客開拓。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。要広東語スキル。

香港/新界

RGF 香港技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 香港/香港島 16K～22K

“HK Side”にある日本食レストランにて、寿司
職人を募集。カウンターでのお寿司の提供、顧客
との関係性構築。寿司・刺身・鮨調理経験者、
香港在住の方。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 23K～25K

日系大手広告会社が営業担当を募集。既存
顧客への営業活動とフォローアップ。広告業界
にて営業経験者優遇。英語ビジネスレベル、
広東語出来る方尚可。

香港/香港島 18K～20K RGF 香港
その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など

日系進学塾で塾講師の募集。６歳～１５歳の
学生への数学、英語の授業の提供（日本語で）。
進路相談、コンサルテーション。大卒以上。
教師未経験でもやる気のある方考慮。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/九龍

コールセンターにて顧客の問い合わせ対応、
顧客の注文受付、発送、返品業務。取引先：高級
アパレルブランド（鞄、靴、財布等。各ブランドに
1名の担当者）。英語ビジネスレベル。勤務は
シフト制。

15K～18K
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香港

　イオンでは、文化と料理を紹介す
るために、日本の地方物産展を定期

的に行っている。

去る1月30日から2月4日まで、くまも
ん美食フェアを開催。日本でも爆発

的に人気のご当

地キャラ「くまモン」を呼び寄せ1日
店長とし客をもてなした。

　同美食フェアでは、くまモンが特
別に熊本産の有名なフルーツ「晩白

柚（ばんぺいゆ）」

を紹介。2月19日まで1,800個限定で
販売している。晩白柚は、甘い香りで

酸っぱさと甘さ

の絶妙なバランスで、ジューシーで
サクサクの食感が楽しめる。

旧正月に柑橘系の食べ物を食べる
ことは幸運を意味する。その

ためイオンでは旧正月前に販売し
、顧客に幸運を届ける。その

ほかイチゴ、トマト、さつまいもな
ど熊本の農産物が並び、今

の時期ならではの日本の味覚が満
喫できる。

期間：2月19日まで

住所：イオンスーパーマーケッ
ト

ウェブ： www.aeonstores.com
.hk

料金：1個HKD128（1800個限定
販売）

晩白柚を購入し幸運を
ゲット！

晩白柚を購入し幸運を
ゲット！

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

急激な為替変動に対する備えとしての通貨分散

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。

　スイス国立銀行は自国通貨であるスイスフラン（CHF）の高

騰を抑えるために設定していた対ユーロ為替レートの上限

である「EUR1=CHF1.2」を撤廃すると発表した。

　スイス国立銀行の見解では、昨年からユーロとスイスフ

ランが米ドルに対し大幅に下落し、国内産業への脅威も後退

したため、上限を設定する大義は薄れたためとしているが本

当の理由はそうではないだろう。

　2011年にギリシャを初めとしてEU加盟国で相次いで財政

危機、財政に対する懸念が広がり、ヨーロッパでは資産保全

のためユーロ売りスイスフラン買いの取引が進み、スイスフ

ランは急激に上昇した。

　高級時計などの精密機械、電子製品、乳製品や武器などの

輸出、あるいは外国からの観光客の受け入れが経済の大き

な部分を支えているスイス、自国通貨の上昇は景気に深刻な

悪影響を与えかねない重大事である。

　人口が800万人弱という小国ながら一人当たりのGDPが世

界第4位という裕福なスイスはヨーロッパの真ん中にありな

がらどこの陣営にも組しない永世中立国。

　ヨーロッパ人の資産の分散先として好まれるのは地政学

的及び政治的立ち位置から当然のことだといえる。

　だから2011年には先行き不透明なユーロからスイスフ

ランに両替する機運が盛り上がり、それに対する対抗策とし

てスイス国立銀行は「EUR1=CHF1.2」の上限を設定し、そこに

達するまではスイスフラン売り、ユーロ買いの為替介入を中

央銀行としての立場から行なってきたというわけだ。

　しかしEU諸国は長期の景気低迷から回復する兆しはな

くスイス国立銀行がユーロを買い続ける状況が続いたこと

により、スイスの外貨準備高はGDPの70%以上に達してし

まった。

　そしてここにきて欧州中央銀行（ECB）が景気回復のための

金融政策として量的緩和を打ち出す路線が決定的となった。

　量的緩和政策、いわゆる金融緩和。今、日本でも黒田バ

ズーカと呼ばれる量的緩和政策を行なっているので想像が

しやすいだろう。

　通貨の発行量を増やしてインフレを起こす政策である。量

的緩和を行うと為替レートも下がる可能性が高まる。これも

昨今の日本円の為替レートを想像するとわかりやすい。

　要はGDPの70%を占めるに至った外貨準備が大きく毀損

され、「EUR1=CHF1.2」を堅持するならばその傷はどんどん広

がってしまうことになることになる。

　おそらくはそれが原因でスイス国立銀行はまさにあっさり

と「EUR1=CHF1.2」の上限を撤廃した。

　そしてその発表後、短時間のうちににスイスフランは対

ユーロでEUR1=CHF0.8まで急激に上昇をしたのである。

　レバレッジをかけてスイスフランのFX取引をしていた人の

中には数百万～数千万円単位で儲けた人もいれば、逆に損

失を被った人もいる。

　それを否定するつもりは毛頭ないが、私はやはりこうした

場合に「どれかがどれかが下がればどれかが上がる」という

通貨の分散保有の方を勧めたい。

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
ての個人面談を実施します。

2015 年 2月28日（土）香港　10:00-18:00
※実施時間は 1時間。開始時間は別途打ち合わせの
うえ決定いたします。

参加ご希望の方はメール：info@borderlessworks.com まで。

「個人年金・生命保険個人面談会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

深圳 香港

●ケース１
　華南地区で活動する日系企業の多くは香港に現地法人
を置いています。これらの企業の中にはメインの業務は中
国にあり香港では実務がほぼ発生しない為、登記住所を
会計事務所やビジネスセンターに置き、現地スタッフは置
かずオフィスも構えていないところも少なからずあります。
一方で、中国のビジネス環境は一時と比べると良くなりま
したが、生活の面ではまだまだ香港のほうが便利というこ
ともあり、「住居と家族は香港に」という方も多数いらっ
しゃいます。その為香港のビザの取得を希望される方も多
いのですが、これがそう簡単ではありません。
　就業ビザ申請の審査ではスポンサーとなる企業が香港
で実態のある業務を行っているか？を問われます。その
際、オフィスを構えず常駐する現地スタッフが居ないにも
拘らず香港法人が円滑に機能しているという状態では、そ
こに敢えて日本人（外国人スタッフ）を配置する必要性に
疑問をもたれてしまいます。この疑問を取り除く為、移民局
に対しては日本人スタッフの必要性を今後の事業計画も
含め納得の行く理由を説明する必要があります。

●ケース２
　弊社で取り扱うビザ申請で近年増えてきた事例はご主
人が日本人、奥様が中国籍という国際結婚のご夫妻の配
偶者ビザの申請です。日本人同士の組み合わせと比べる

と提出書類が増える為、準
備にも手間が掛かります。ま
た、日本人の場合は申請にパ
スポートの情報が必要ですが、中
国籍の方は通行証を求められる場合とパス
ポートで申請を行う場合があります。またお二人の出会い
の馴れ初めや写真など少し照れくさくなるようなアイテム
の提出も求められます。
　同じ中国国内にも拘らず、日本人より提出を求められる
書類も多かったりと、手間のかかる手続きを要します。

●ケース３
　よく聞くトラブルが、知らない間に「履歴が変わってい
た」というものです。スポンサーや依頼されたエージェント
がビザ取得のために良かれと思い改竄したかもしれま
せんが、このことを申請者本人が把握しておらずスポン
サー変更の申請の際に提出した履歴との辻褄が合わなく
なってしまったというものです。うまく事態を収拾できれば
良いですが、最悪の場合、履歴詐称や文書偽造とみなされ
大変なことになってしまいます。サインをした書類や提出
した書類の内容はしっかり把握し控えを残しておくことが
大事です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第１回

ビザ
のこと

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326
ウェブ：www.tmorris.com.hk/

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

移
民
局
へ
の
フ
ァ
ー
ス
ト
コ
ン
タ
ク
ト
が
重
要
！

　日本のパスポートの信頼度は世界でもトップクラ
スでビザ無し渡航が可能な国も多く、海外で生活
しているとその便利さを実感する機会も多いと思
います。それに慣れているせいか、日本人はビザ
やパスポート等のイミグレーション・マターに対する
意識が低いように見受けられます。観光旅行なら
良いですが、現地で就業・居住する為には面倒で
もビザの問題をクリアしなければなりません。　
　ビザの申請をスムーズに進め、早期取得するた
めには、申請の背景に則し、提出を求められるで
あろう書類を初回に不備なく準備提出することで
す。審査の為の情報が不十分とされた場合、追加
書類を求められ、更に4～6週間待つよう指示され
てしまい、無駄な時間が掛かってまいます。忙しい
毎日を送るビジネスマンには、移民局に何度も足を
運ぶような時間的猶予はないのでは？
　連載第1回目の今回は、ビザ申請に関して最近
多く見られる事例を紹介します。

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい
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Les Saisons

（所在地） ワンチャイ（湾仔）

（間取り） 3LDK　1176sq ft.

（室　内） 全家具家電あり

（環　境） ペットOK、新築

（月　額） HKD55,000　管理費、税金込み

Royal Peninsula 半島豪庭

香港

One Wanchai

（所在地） MTRホンハム（紅磡）駅

（間取り） 3LDK　926sq ft.

（室　内） 全家具家電あり イオン近く

（月　額） HKD30,000　管理費、税金込み

（所在地） サイワンホー（西湾河）

（間取り） 2DK　756sq ft.

（室　内） 全家具家電あり

（環　境） イオン近く

（備　考） 天井が高い、明るい

（月　額） HKD27,000　管理費、税金込み

STARTS香港STARTS香港STARTS香港STARTS香港
Company License No. C-023320Company License No. C-023320

香港（852） 2836-0760
広州（86） 20-3877-0041
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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., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
ハーコーツ TEL (852) 2273-8833
Unit 1107-8, 11/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Rd., TST
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 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
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
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
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410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 
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
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河路371号 隆德大厦西塔1610室
ABC不動産 TEL (86) 755-2605-8666
深圳市南山区南山大道2008号躍華園18階D

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新天地広場D座1805
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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