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　今年の5月30日に謙信アセットコンサルティングの木津英隆氏は自身
のブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」の中で以下のように述べ
ている。
　『日経平均株価の11日続伸は27年ぶり、日経平均が2万円台に乗せた
のも15年ぶり、約2年半で株価がちょうど2倍になった計算で、まさに安
倍首相はアベノミクスしてやったりという心境なのかもしれない。しか
し、日本株ブームに乗った個人投資家の資金が集まり始めたところで、
ヘッジファンド勢が空売りを仕掛けてくる可能性が高い。』
　その後の日経平均は木津氏が予想したとおり、8月25日に日経平均の
終値は1万7806円と6営業日続落となった。売りがかさんだ理由の一つ
は中国株安だったが、個人の信用取引の含み損拡大による強制決済が
株価急落の主因となった。
　株式投資というものは、安い所で買って、高い所で売ることができれ
ば一番良いわけだが、結局のところ、人間の感情が冷静な投資判断の邪
魔をして、損失が損切り基準を超えているのに売却することができない、

まだ値上がりする可能性がある投資対象を売り急いでしまう、ということ
が頻繁に発生する。長期的な資産を形成するためには、短期的なキャピ
タルゲイン目的の投資対象を選択するのではなく、中長期的に成長する
ことが確実な投資対象を選択した方が良い。
　自分の年金は自分で作る時代、国際金融センターである香港やマン
島の金融商品を活用するメリットについて詳しく知りたい方は、「海外で
作る自分年金セミナー」に一度参加されてみてはどうだろうか？セミナー
後に事前予約制の個別相談会も開催している。

海外で作る自分年金セミナーin深セン＆香港開催のお知らせ
「日経平均に騙されるな！！」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
9月19日（土）14:00～16:00深セン粤海酒店
9月20日（日）14:00～16:00香港日本人倶楽部
※以下HPの「セミナー申込」or「個別相談申込」をクリック
HP： www.kenshin.com.hk
ブログ： 「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」で検索

不慮の事故に振り回される主人公
過去に縛られた彼の行く末とは

　とある冬の夜、雪がこんこんと降る中運転していた主人公は、その視界
の悪さゆえ道路にいる1人の子供の存在に気づけなかった。その事故は
彼の脳裏に焼き付けられ、ずっと彼は罪の意識に悩まされ続けていた。
事故により、自分をとりまく人間関係やその他全てを失ってしまったかの
ように思えた主人公は、ふと意外な形の贖罪の道を見つける。それは作家
として物を書き残すという行為だった。主人公は徐々に作家としての道で
成功し始め、彼自身も事故から前に進み始めたと感じていた頃、とある情
報を耳にする。その情報とはまたあの忌 し々い事故についてのもので、彼
は再び自分の最も触れたくない過去と向き合うことになったのだった。
　今回の作品を手がけるのはロードムービー三部作で有名なウィム・
ウェンダース。この映画は2回目となる3D映画となるのだが、フィクション

に3Dを使用するのは初めての試みらしい。既にベルリンの国際映画祭
で公開されており、その完成度から反響を呼んだとのこと。香港での一
般公開は9月3日からなので知らなかった人は急いでチェックだ。

EVERY THING WILL BE FINE
公開日： 公開中
監督： ウィム・ウェンダース
キャスト： ジェームス・フランコ、シャルロッテ・ゲンズブール、
　　　　レイチェル・マクアダムス

プロフィール： 木津英隆（きつひでたか）
謙信アセットコンサルティング(香港)代表取締
役。格付け会社勤務経験を生かした金融商品
のリスクとリターンの丁寧な説明に定評があ
る。ブログ「香港IFA木津英隆のマネーは巡る」
でも独自の視点で世界の金融情報を発信中。

香港トピックス
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香港＆広東 香港

香港

今週の香港ピックアップ

9月の土曜は友達とオシャレにエンジョイ！
　香港の都会の喧騒の中に佇むスタイリッシュなホテル「The Luxe Manor」の2階に店

を構える「Dada Bar + Lounge」。このバーが9月の毎週土曜日にシビル・トーマスらの

ミュージシャンを招き、すばらしい演奏をBGMとして提供してくれるらしい。彼女はス

ティービー・ワンダーをはじめ、様々なミュージシャンと共演したことがある有名なアー

ティスト。しかもこのバーでは毎晩、モノポリーをはじめとした、様々なボードゲームを貸

し出ししており、演奏が終わった後でもまだまだ十分に週末の夜を楽しむことができる。

気の置けない仲間と日々の疲れを発散しに出かけてみては？

様々な娯楽が楽しめる
Dada Bar + Lounge

9月の全土曜日

香港映画公開
華麗上班族(Office)

9月24日上映

職場、闘争、疑心暗鬼、この中に黒幕は一体・・・
　「華麗上班族」は金融危機に波及した眾信集團という大規模企業の職
員たちの職場闘争物語。CEO役のジョン・アイガ、会社の中核役の

チャン・イエスン、そして財政役のトン・ワ
イらの熱演に注目だ。利益のため、権利
のため、誰もが疑心暗鬼になったの会社
の中、この闘争一体誰が勝者、誰が黒幕
だろうか。

ただ買うだけでボランティアできるセール！？
　Dim Sum & Then Someが2度目のチャリティーセールを行う。色々な

ブランドからも寄付の商品が集まっており、ラインナップの質も上昇。

また、利益はボランティア団体HandsOn Hong Kongに利用される。

新しい服を安く買うだけで社

会に貢献できる、一石二鳥の

チャンスだ。

Dim Sum & Then SomeとHandsOn Hong Kong
Fashion for Good Pop-Up Charity Sale

9月12日～13日

監督：ドウ・ケイフォン
出演：ジョン・アイガ、チャン・イエスン、
　　  トン・ワイ  他

2/F., The Luxe Manor, 39 Kimberiey Rd., TST
(852)3763-8778
www.dadalounge.com.hk
ミニマムチャージ　1人当たりHK$180

Lot 5, 5 Staunton St., Soho
11:00～18:00
www.handsonhongkong.org

エキゾティックなタイ風アフタヌーンティー
　銅鑼灣（コーズウェイベイ）にあるタイ料理といえば、「Mango Tree 

Cubus」。この夏、当店で夏限定のアフタヌーンティーセットはピリ辛の

サラダから甘いマンゴーともち米のデザート、そしてお好みでカクテル

まで選べて贅沢極まりない。そんなセットがアフタヌーンティーにしては

お手頃なHKD298+サービスチャージ

10%で楽しめる。英国風アフタヌーン

ティーと一味違うこのセット、ぜひお

試しあれ。

Mango Tree Cubus
夏のアフタヌーンティーセット

開催中

5/F., Cubus, 1 Hoi Ping Rd., CWB
15:00 ～17:30 （アフタヌーンティー）
www.mangotree.com.hk
HKD298＋10％（二人用）

Shop 4, L/F., Bank of East Asia Bldg., 
10 Des Voeux Rd., Central
(852)3902-3200

Marylingの初めてのAutumn-winter Collectionを開催決定！
　有名なファッションブランド、Marylingが初めてのAutumn-winter 

Collectionを開くことが決定した。Marylingと言えばイタリアンなデザ

インが特徴的だが、今回はフランスのアー

ティスト、「色彩の魔術師」と謳われたフォー

ビズムの巨匠アンリ・マティスを強く意識した

ものなので逃さないようにチェックしよう。

Maryling
Autumn-winter Collection

香港ピックアップ
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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

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 RGF 香港20K～50K

有名日系SI企業でのIT営業。ビジネス機会・顧客
要望をみつけ、ITソリューションを販売。IT、
コンピューター、電気、エンジニアリング領域の
大卒またはBBA。ITとSI統合営業経験3年要。
英語要。

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

16K～23K

主に日本人向けにウェルスマネジメント等を行
う企業でのアシスタントスタッフ。電話・メール
対応・ファイル整理・資料準備・会議手配など。
2年以上の仕事経験。アシスタント・秘書経験
優遇。ビジネス英語要。

RGF 香港

営業・販売系/
その他サービス

香港/香港島

40K～80K

大手監査法人での会計監査業務。日系企業の
香港/中国法人を中心とした決算の補助等。
日本公認会計士資格要。英語ビジネス（目安
TOEIC850以上）。会計事務所と事業会社で
の勤務経験者。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 28K～32K

日系投資企業での秘書。翻訳・CEOへの会議
通訳、スケジューリング・出張手配等、CEOへの
秘書・総務及び家族サポート全般。大卒。日本語
が母国語、流暢な英語・北京語要。出張をいと
わない方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 20K～25K

大手外資系プライベートバンクでの総務。３か月
の短期契約、正社員登用の可能性あり。経費・
伝票処理、資料作成、出張手配など。金融での
バックオフィス経験要。外資系企業での経験
歓迎。要英語ビジネス。ビザ要。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 25K～35K

企業向けコーチング・プログラムを提供する
企業での営業。エグゼクティブコーチング（基礎
トレーニング有）。アジア（香港～華南、orアジア
全域）の新規開拓営業。プロジェクトマネジ
メント等。自立的に動ける方。

RGF 香港

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

100HKD/hr香港/九龍
日系会計事務所での人事事務、総務全般。資料
作成やデータ入力、来客・電話対応等。業界未
経験可。ビジネスレベルの広東語要。英語は読
み書きできれば可。パートタイムでの採用。

RGF 香港

生産管理・品質管理/
小売・流通 18K～22K

香港/九龍

大手総合物流企業での倉庫管理者。倉庫作業
の現場管理。現場スタッフ作業の確認、日本側
からの改善案の実施、在庫管理等。英語ビジネ
ス要。広東語、北京語尚可。未経験可。住宅手当
別途7K有。

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 16K～22K香港/九龍

日系ジュエリー販売での日本人営業担当者サ
ポート。外出・日帰り出張有。ビジネス英語要。
広東語、北京語歓迎。日系企業勤務経験、ビジ
ネスマナー要（BtoB営業経験尚可）。元気が
あり、人と話すのが好きな方。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

22Ｋ
（応相談）香港/香港島

証券会社でのカスタマーサービス。プレゼン資料
の作成やレポート翻訳、来港する日本人顧客
へのカスタマーサービス等。金融業界経験者
優遇。コミュニケーションスキルが高く、日本の
ビジネスマナーがある方。

RGF 香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
メーカー（機械・電気・電子）

10Ｋ～30Ｋ

香港/香港島

海運会社での乗務員。輸送手配や日本や各国
からの日本人顧客への対応等。日本語が母国語
で英語が堪能な方。関連業務での経験者優遇。
コミュニケーションスキルの高い方。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

15Ｋ～20Ｋ

香港/香港島

日系大手銀行での秘書。出張手配や会議準備、
来客対応等。秘書や受付業務経験要。日本語
が母国語で英語が堪能な方。パソコン業務に
問題なく、柔軟に物事に対応できるチームプ
レーヤーな方。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 香港/香港島 25Ｋ～35Ｋ

日系PR会社でのセールスアカウントマネ
ジャー。日系クライアントを中心とした営業。
日本語ネイティブでビジネスレベルの英語要。
関連業界での勤務経験があり、誠実でコミュニ
ケーション能力の高い方。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界

19K～20K
コスメ通販サイトのカスタマーサポート。顧客
管理、問い合わせ対応、製品の発送業務等。1年
以上のカスタマーサポート経験があり、ビジネ
スレベルの英語要。中国語ができれば尚良し。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

30K～50K

欧州繊維・不織布製造業でのマーケティング・
事業開発マネジャー。顧客ニーズを認識し、
製品開発。競合を分析し、業界トレンド・変化へ
の対応。大卒。マーケティング又は繊維・不織布
業界経験要。英語・日本語要。

香港/九龍

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/香港島 50K～60K

日系金融企業でのアドミニアシスタント。マネ
ジメントオフィスへの広範囲なアドミニ業務。
社内外の会議、研修アレンジ等。多国籍組織
or銀行or金融企業で10年以上のアドミニ
経験。流暢な英語・日本語要。

RGF 香港技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 香港/九龍 30K～50K

大手日系建設会社での建設工事入札業務担当。
建設工事の一般入札・指名競争入札。30～
40代。大卒以上、土木系歓迎。入札業務経験
必須。土木関連の施工管理経験歓迎。英語準
ビジネスレベル以上。ビザサポート有。

香港/九龍 20Ｋ～40Ｋ RGF 香港営業・販売系/商社

日系技術商社での営業マネジャー。既存顧客
フォローや新規開拓、チームのマネジメント等。
ビジネスレベルの北京語、日常会話レベルの
英語要。5～10年の関連業界での経験必須。
中国大陸への出張が可能な方。

RGF 香港
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）

香港/九龍 18K～21K

日系電子部品企業での生産管理。生産管理業務
におけるグループ会社との交渉、納期調整。
データ入力・分析。部下の育成・管理等。製造
業勤務経験者優遇（生産管理経験は不問だが
あると尚可）。日本語ネイティブ。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍

インターネットアプリ企業でのセールスエグゼ
クティブ。市場調査や新規開拓、契約交渉等。
日本語が母国語で英語、北京語、広東語のい
ずれか一つの言語が堪能な方。商談能力、管理
能力が高く、責任感の強い方。

18Ｋ～25Ｋ

06 Pocket Page Weekly 11 September 2015 No. 504
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港＆広東

深圳香港＆広東

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

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
物流・倉庫 香港/九龍 18K～20K

経理事務全般。他拠点への送金手配、決算対応
（書類の確認、会計士との連絡業務など）、本社
および他拠点との連絡業務。経理の基礎知識
を持つ方(経験は不問)。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 20K～40K

大手日系保険ブローカーにて営業職。日系法人
顧客の問合せ対応、訪問し新規営業と既存
顧客との結びつきを強化。要ビジネスレベルの
英語。

香港/香港島 25K～35K インテリジェンス
香港

大手日系商社より募集！ 総合商社の金属を
扱う部門にて、主に既存顧客のフォローアッ
プ営業を担当。要ビジネスレベルの英語及び、
3年以上の法人営業経験。

インテリジェンス
香港25K～40K香港/香港島

日系人材関連コンサルティングファームにて、
マーケット開拓業務。要5年以上の営業経験
と実績およびビジネスレベルの英語あるいは
北京語。

インテリジェンス
香港25K～30K香港/香港島

日系IT関連企業より営業を募集！ 日系営業
チームにて、日系顧客の新規及びフォローアップ
営業業務。IT経験は不問だが、IT関連の基礎
知識必須。要ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 20K～30K

飲食チェーンのショップマネジメント業務。事業
戦略の考案から実施、現場スタッフへの指示
出し、新店舗の立上げ、本社とのやりとり等。英語
または広東語日常会話レベル以上。

香港/香港島

香港/香港島

18K～20K
玩具や雑貨の生産管理および在庫管理、フォー
キャスト作成など。購買や生産管理の経験者。
Excelの操作が得意な方歓迎。

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/
金融・保険・投資顧問

18K～22K香港/香港島
サービスツールの作成・管理・更新などのコー
ディネーション業務。ExcelおよびPower 
Pointの操作が得意な方。英語日常会話レベル
以上。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

営業・販売系/
その他サービス

20K香港/香港島
雑貨・小物を扱う日系ブランドで、営業マーケ
ティング職。香港マーケットでの認知度を上げ
るため自立的に企画・提案・運用まで多能。要
就労可能なビザ及び、関連経験3年以上。

企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

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）

インテリジェンス
香港

サービス系/外食・フード 20K～25K香港/九龍
飲食チェーンのメニュー開発業務。原価計算、
マニュアル化、調理指導など。関連経験を持
つ方。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 香港/新界 20K

飲食チェーンのウェブサイトや広告のデザイン。
関連する経験があり、創造的で斬新なアイデア
を持つ方。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） ～RMB25K深圳

営業。OA機器や通信機器の業界にて営業の
経験5年以上。モーター知識のある方、尚可。
英語：ビジネスレベル、北京語コミュニケー
ションレベル。

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/
物流・倉庫

15K～20K香港/九龍
物流のカスタマーサービス業務全般。物流ま
たは貿易実務の経験を持ち方。英語日常会話
レベル以上。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 香港/新界

香港/九龍

15K～25K
飲食チェーンで販売するペイストリーのメ
ニュー開発。パティシエの経験を持つ方。英語
コミュニケーションレベル。

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
（素材・化学・エネルギー）

～RMB20K深圳
自動化設備機械設計技術者。Solid Works、 
Pro-Eが使えて、実際の設計の仕事も現場で
戦力となってできる、また平面図もしっかり描け
る方。北京語：初級会話（最低限の専門用語）。

インテリジェンス
香港

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・投資顧問

30K～50K香港/香港島
アナリスト業務。マーケット調査など。要１～3年
の業界経験。投資銀行、顧問、Ｍ＆Ａにおける
経験を持つ方歓迎。要英語・日本語・北京語
ネイティブレベル。

23K～25K

RMB30K

インテリジェンス
香港

技術系（建築・土木）/
建設・建築・内装・住宅関連 応相談香港/九龍

業界経験者を募集！ 大手建築コンサルティン
グ会社にて、顧客との窓口担当。要3年以上の
業界経験と、コミュニケーションレベルの英語
あるいは広東語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/物流・倉庫

香港/九龍

安定した就業環境！日本人マネジャーのアシス
タント及び営業担当。要貿易知識および、コミュ
ニケーションレベルの英語あるいは北京話。

営業・販売系/物流・倉庫 20K～35K

業界未経験でもチャレンジ可能！大手物流
企業での営業職。主に日系顧客に対する物流
サービスの提案営業。要法人営業経験およ
びコミュニケーションレベルの英語あるいは
北京語。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
建設・建築・内装・住宅関連

香港/九龍

空間設計の経験必須。英語ビジネスレベル。
※建築関係者、厨房関連者、家具関連者、営業
関連者、海外拠点（東南アジア）の立ち上げ
経験者歓迎！

インテリジェンス
広州

ビジネス（香港・広東共通）
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広東

広州香港

香港

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

米ドル利上げ１ー米政策金利過去の経緯

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。

　2015年8月、日本の日経平均株価もアメリカのダウもヨー
ロッパやアジアの平均株価もすべての株式指数は大幅に値
を下げた。報道などでは経済の不調による中国株式の暴落
が引き金となって世界の株式市場に悪影響を及ぼしたという
論調が目立つが、それと同時に無視できない大きな原因に
「米ドルの利上げ」があるだろう。早ければ今月9月にも実行
されると観測されているからだ。
 アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は
2008年末以降、政策金利であるFFレートを0.25%という最低
水準に据え置いてきた。誘導目標年0％～0.25％と米国史上
初のゼロ金利政策である。このゼロ金利政策が6年以上にわ
たって続いている。ある意味、今が米ドル史上極めて特殊な
状況にあるという見方もできるかもしれない。
 アメリカに限らず各国の中央銀行は基本的にスムーズな景
気循環を達成する使命を帯びており、経済の行方を見ながら
金利を上げたり下げたりする。簡単に言えば、景気が悪いと
きは金利を下げ、景気が良すぎて加熱気味のときは金利を上
げる。金利を下げると銀行に預金する妙味が薄れる一方、お
金を借りやすくなるので人々は銀行からお金を引き出した
り、融資を受けたりして別のところで使うことになる。これが消
費に回れば企業業績が良くなり、所得が上がり、失業率が下
がるので景気を良くする効果がある。そのお金が投資に回れ
ば株式市場が活気を帯びる。
　ところが、こういう状況が続けば物価が上がり（インフレ）、

株価も「上がるから買う」という雰囲気が蔓延し、実態経済と
はかけはなれた水準まで上昇してしまうことがある。特に
インフレは貧困層の生活に深刻な影響を与え、行き過ぎた株
価の上昇はそれがあるべき水準に急激に戻るとき多くの損
失が発生して社会不安につながる。だからそうなる前に金利
を引き上げて緩やかに景気を冷やしてゆくのだ。
　アメリカの政策金利は2000年代の初めに5%から6%ぐら
いあった。当時はITバブルで好景気だったのである。その後IT
バブルは崩壊し、2001年の同時多発テロ、2002年のエン
ロン・ワールドコムの粉飾決算スキャンダルと破綻で景気は
急速に悪化、FRBは政策金利を1%まで下げた。
　ところが、低金利を背景に今度は2004年頃から住宅需要が
高まり、不動産市場が活性化。不動産担保ローンを証券化した
MBS（住宅担保証券)やそれを基に作られたCDO（債務担保証
券)が大量に発行された。当時低金利の日本円が金融緩和に
踏み切っていたこともあり、円キャリートレードで米国に流れ
た資金などでそれらの証券の需要は最大化、さらなるMBSを
作るために米国の金融機関は返済能力の低い人たちに金利
の高いサブプライムローン融資をおこなうことになった。
　マイホームを持つことを諦めていた人たちに住宅所有の
千載一遇のチャンスが訪れた形になりサブプライムローンは
またたく間に普及。サブプライムローンの金利は高く、所得の
低い層にとって返済は苦しかったが、不動産の上昇局面では
担保価値の上がった住宅を担保に新たな融資を受けて返済

を先延ばしすることが可能であり、また住宅を転売することに
よりローンを完済したうえに売却益を得ることもできた。
　ところが、不動産市場をはじめとして景気に過熱感が出て
いると判断したFRBは政策金利を徐々に引き上げていった。
2004年末には2.25%、2005年末には4.25%、2006年末には
5.25%という最近10年間の最高値に達した。金利の上昇とと
もに融資を受けて不動産を購入する流れは衰え、ローンの支
払いに窮したサブプライム層が住宅を手放す流れが加速し
たため中古市場がだぶつき、住宅価格は頭打ちから下落す
るようになった。担保価値下落とともに売り遅れたサブプラ
イムローン利用者が相次いで破綻、さらに下落した不動産担
保価値の下落は金利の低いプライムローンを利用している
層の懐を圧迫して破綻するものが出るようになった。サブプ
ライムローンの相次ぐ焦付きにより、それをもとに作られた
証券が暴落。いちはやくサブプライムローンの証券化に着手
し、その取引の多くを担っていたリーマンブラザースが総額
約6000億ドル（約64兆円）という史上最大の負債を抱えて倒
産、深刻な世界金融危機につながった。
　FRBはサブプライム問題が顕在化した2007年中頃より再
び急速に政策金利を下げ始めたが世界金融危機を防ぐこと
ができなかった。リーマンショック、世界同時株安が起こった
翌月の2008年10月に1%、そして12月に0.25%に下げて現在
に至っている。

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳香港

香港

ADVERTISING HOTLINE
広告のお問い合わせは

HK香港　(852)2376-0633
GD広東　(86)020-3877-6402
EMAIL: zets_ppw@pocketpage.com.hk

　エルテックスは、今回で3回目の独自調査「通信販売事業関与者の実態調
査2015」を実施した。今回は、第一弾として、「ECサイトのスマートフォン対
応」「通販事業全般の課題（昨年同様の質問）」「困り事・悩み事（昨年同様の
質問）」の調査結果を発表。

■ECを運営する通販事業者では、半数以上の56.2％がスマートフォンに対
応。しかし、そのうちの約8割、全体回答者の44.6％がスマートフォン対応は
したものの、何らかの課題を抱えていると回答。
　課題の内容は、「ユーザビリティー」「スマホのシステム、プログラム」「人的
対応」の3方向に分類。
　約半数の回答（62件、48.8％）が「ユーザビリティー」に関するもので、「わ
かりやすいレイアウトになっていない」「ただスマートフォン対応にしただ
け」といった具体的な課題があがった。 2番目は、スマホのシステム、プログ
ラムに関する課題が多く、人的な対応と絡む部分も多々見られた。

■通信販売事業全般における課題
　2013年の調査開始から続けている質問に、通信販売事業全般における課
題はほぼ同様の結果に。
　トップ３は、「売り上げの拡大（84.3%、前年比+0.6%）」「新規の顧客の獲得
（75.3%、前年比▲2.0%）」「既存のお客様へのサービス向上（64.0%、前年比
▲3.3%）」で3年連続同じ順番だった。
　売り上げの拡大が通販事業拡大の一番の課題との意識が高い傾向は、続
いている。調査の初回より、数値の変動がないことから、通信販売事業にお
ける課題は、市場、生活環境やテクノロジーの変化などとはあまり相関関係
がないのかもしれない。

■通信販売に関する、悩み事や困り事
　昨年同様のトップ３「新規客の集客（55.7%、前
年比＋2 .0%）」「通信販売事業の戦略や展開
（43.0%、前年比＋2.3%）」「既存顧客の満足度向上（40.7%、
前年比＋0.4％）」となり、「販売する商品の開発」は2013年比で＋8.8％と右肩
上がりで伸びており、3番目の「既存顧客の満足度向上」を抜く勢いだ。昨今、
大手メーカーからベンチャー企業まで、健康食品や化粧品などをECや通信販
売で売ろうという動きが活発化し、売れる商材の開発が急務となっている。

　「一方、携帯電話、スマートフォンの活用方法」のスコアは2013年比で▲
7.0％と年々スコアを下げており、 1）の調査結果を考慮した場合、「スマホの
導入は世の中のトレンドなので、活用方法での悩み」は少なくなっており、
「導入後のユーザビリティー」などもう少し踏み込んだ部分の課題が浮き彫
りになってきた。

【調査概要】
調査エリア： 全国
調査対象者： 楽天リサーチ保有の調査パネル（ビジネスパネル）
　　　　　   年商規模3000万円～100億円までの通販事業に携わる1～3の職種の、
　　　　　  会社役員、社員、派遣社員、個人事業主
　　　　　  1．マーケティング・広告・宣伝
　　　　　  2．業務（受注、決済、配送、その他の業務）
　　　　　  3．情報システム
調査方法：ネット方式による、アンケート調査
調査期間：2015年6月20日～22日
回収数：300（ 調査対象者 １マーケ：100  2 業務 :100  3 情シス :100 ）
調査主体：株式会社エルテックス　
調査実施機関：楽天リサーチ株式会社

「通信販売業関与者の実態調査2015」Part1

通信業者の悩みは何？
「ユーザビリティー関連」が約半数を占めた
通信業者の悩みは何？
「ユーザビリティー関連」が約半数を占めた
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中国全土 香港

ベトナム

■今年度の就活スケジュール変更における学生への影響について
　6割を超えるキャリアセンターが、スケジュール変更で「負荷が増えた」と回
答。「自己分析」「業界・職種・企業研究」の項目で、「不十分になった」とする割
合も約3割～4割

　前年調査で実施した16年卒のスケジュール変更における影響予測と今年
の実状を比較し、全ての項目で「影響ない」の割合が高かった。ただ、大学4年
生の授業出席率が「下がった（18.3%)」、自己分析への影響が「不十分になっ
た(29.4%)」、業界・職種・企業研究への影響が「不十分になった(39.5%)」など
の学生にマイナスの影響があると考える回答の割合は高い。内定率につい
ては、前年予測では「下がりそう（42.5％）」が「上がりそう（1.0％）」を大きく上
回ったが、今回調査では「下がりそう（19.6％）」「上がりそう（14.9％）」と差が
少ない結果に。キャリアセンターの負荷については、「増えた」が62.7％と前
年の予測(67.4％)通りに負荷増が伺える。

■67.3％の大学が、正課科目でのキャリア教育を1年生前期から実施。
　低学年からのキャリア教育が浸透
　正課科目としてのキャリア教育の実施時期・回数については、前年に引き
続き、早く・多くなる傾向のようだ。特に「大学1年前期」から開始している学
校が、全体の7割近く（67.3％）に、特に私立大学では69.9％となった。低学年
次からのキャリア教育が浸透し、多くの学校が取り組みを行っていることが
判明。（正課科目＝正規の授業。一般的に単位認定の対象となっている授
業）。インターンシップ参加学生数は、40.1%が前年より「増えた」。受け入れ
企業数についても、32.1％が「増えた」と回答。インターンシップが目立って
盛況になっている様子が計り知れる。

■2016年卒向けの他大学との協力活動について
　全体の24.0%が他大学と合同で会社説明会や就職対策講座を実施してお
り、協力内容としては、前年同様「合同企業説明会」「模擬GD」が多いが、3番

目の「模擬面接」が前年比5.4pt増と、大き
く増加している。スケジュールの変更を受
けてか、3割弱が例年より開催時期を遅くし
たと回答した。

■グローバル人材について
　外国人留学生向けの就職支援を実施し
ている学校は、全体の53.8%と半数を超え
た。具体的な実施プログラムは、「外国人留
学生限定の日本の就職活動に関するガイ
ダンス」が66.7%で最多となり、「エントリー
シート添削（61.8%）」「模擬面接（53.3%）」
と続いた。

【調査概要】
調査内容：大学等のキャリア・就職支援の実態に関する調査　
※2010年からアンケートを実施
調査方法：Web上のアンケートフォームより入力、またはアンケート用紙を全国の就職支援担当部署に

弊社学校担当が配布の上、FAXまたは直接回収
調査期間：2015年5月18日（月）～6月12日（金）
調査対象：全国の大学就職支援担当部署・窓口
調査回答数：463校496キャンパス（国公立：104キャンパス、私立：392キャンパス）
　　　　　  ＊同じ大学でも就職窓口がキャンパス毎に存在し、独自の支援を行っているケースがある

ため、各1回答として集計。 

人材情報サイト運営をはじめ、各種の就職・転職情報サービスを行う株式会社 マイナビは、2010年（2011年卒）より、毎年大学
等のキャリアセンターを対象に学校のキャリア・就職支援の実態を調査。今回行った2015年度＜16年卒＞キャリア・就職支援
への取り組み調査結果を発表。

「2015年度（16年卒）
キャリア・就職支援への取り組み調査」 調査結果を発表

マイナビ
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深圳香港＆広州

深圳

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

偉華中心

（所在地） MTR湾仔（ワンチャイ）駅

（間取り） 1K　585sq ft.

（室　内） 家具付き, 天井高い、高層階

（環　境） 駅まで５分

（月　額） HKD26,000　管理費、税金込み

Laguna Verde

香港

（所在地） MTR紅磡（ホンハム）駅

（間取り） 3LDK　1157sq ft.

（室　内） 家電あり

（環　境） イオンまで１０分、プールジム付

（月　額） HKD32,000　管理費、税金込み

（所在地） MTR沙田（シャーティン）駅

（間取り） １DK　404sq ft..

（室　内） 家具家電付き

（環　境） 日系スーバーあり、駅まで５分

（月　額） HKD１４,000　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

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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
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
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
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

J - Residence

ライフ（香港・広東共通）
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◆朱鵲橋先生の生きざま◆ 
　2015年7月7日。
　1万人以上の学生に四柱推命学の教鞭をふるった朱鵲橋
（ちゅ・ちょっきゅう）先生がその94年の人生の幕を静かに閉じま
した。風水師はいわゆる畳の上では死ねないと言われています
が、彼は多くの人々に惜しまれながら、そして愛されながら眠る
ように旅立って行きました。朱先生は風水師とか占い師という風
貌ではなく、学校の先生のような品格のある方でした。 
　筆者も朱先生の四柱推命学の門をくぐったことがあります。
　朱先生は四柱推命学の一つの理論を確立した功績を持つ方
です。そして、四柱推命学だけではなく人相学や手相学にも造詣
が深く、人相学を愛するあまり馬の相を見て競馬を賭けるよう
なお茶目なところもありました。
　朱先生の授業に登場する人物の例題は、抗日戦線中とか日本
軍に占領された時代の香港人とか、中華人民共和国が誕生した
頃の人など歴史を感じさせる題材が多かったのですが、先生は
他の香港人と同じように筆者を扱ってくれていました。
　そこには常に笑いが絶えませんでした。　 　 
　朱先生は広東省広州の豊かな家庭に生まれ育ち、中国南部
の名門・中山大学を卒業しました。しかし、その後の幾度かの戦
争のおかげで家運も変わり、就職してから定年退職するまでの
30年間は随分と苦
労されたそうで
す。若く、働き盛り
の30年間に、です。
　「中国語に先苦
後甜（若い頃に苦
労をし、後に楽な
人生を歩む、とい
う意。）という言葉

があるが、私の人生は先に楽をさせてもらって人生の途中で随
分と長～い苦労があって、その後にこうしてみんなと楽しい人生
を迎えることができた。」と彼は微笑みながらさらりとおっしゃっ
ていました。辛かったころの思い出に縛られず、瞳は常に前を向
いていました。　 
 
◆四柱推命学は生きるヒントが満載◆　　　 
　先天的にとても恵まれた運命の持ち主が、生まれてからその
命を全うするまでずっと恵まれた運を歩むことは残念ながらあ
りません。人生のどこかで節目があり、辛いことや苦しいこと、場
合によってはどん底に落ちることを体験し、そして生きていて良
かったと思えることも体験します。逆に辛く厳しい運命を先天的
に持ち合わせた人であってもその一生がずっと苦しいはずはあ
りません。人生の楽しいヤマ場は必ずあります。
　もともとどんな素養でどんな考え方を持っているのか、肉親と
の関係や社会での人間関係、どのように稼ぐ傾向があり、どのよ
うな配偶者に恵まれるのか、あるいは恵まれないのか等、先天
的な命を4つの柱で分析していくのが四柱推命学です。
　そして、その先天的なものを土台に後天的にどのような運を
歩んでいくのか、そのヤマ場なり節目なりがどの時期に来るか
を知り、その上でどのタイミングにどのような生き様をすると前
向きに人生を歩んでいけるのかを学び、実行するのが四柱推命
学の意義だと筆者は思っています。

◆孟意堂的四柱推命学の奥義◆ 　 
　「備えあれば憂いなし」というのは良いことですが、「ひどい事
故に遭うのではないだろうか。」とか「震災がすぐそこにやってく
るのではないだろうか。」と不安に思いながら生活していると、
目の前にいくら楽しいことがあっても心のどこかに不安がよぎっ
てしまいます。場合によっては目の前の出来事を素直に楽しむ

ことさえできないかもしれません。
　その反面、今がどん底であったとしても「明日が今よりも悪く
なることはない。今が底なのだから、必ずここから抜け出してみ
せる。」と前向きに考えれば、その人の命はこれまでにない輝き
を持つことでしょう。
　朱先生が晩年になって有名になりたくさんの書物を書き多く
の人々を育ててきたのは何も先生が特別な力を持っていたから
だとは思えません。特別なものがあるとすれば、突然やってきた
辛いできごとや自分の力ではどうしようもなかった悲しいでき
ごとから生きるヒントを得て、その度にひと回りもふた回りも大
きくなれる、前を向いていく知恵を持っていたことです。
　体験から学び生かすことだけではありません。人生のどん底
にどのような知恵でどのように対処するのか、ヤマ場にはどのよ
うに対処するのかという問いに対して四柱推命学があるのだ、
と筆者は思っています。

風水の奥義を行く！ 第41回　明日があるさ、明日がある、の巻
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。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

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。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2912, Tower 2, Times Square,

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

ライフ（香港・広東共通）
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