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香港で活躍する企業トップの方に伺う、

貴方にとっての
“癒しタイム”とは？

教えて！総経理！

香港で“まだここにない出会い”を提供！
外資系企業への業務を拡大！

RGF HR Agent 香港

高山典久総経理

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
Managing Directer

服部孝吉さん

4 SMILE
ディレクター

嶋田真理子さん

パンダトラベル  代表取締役社長

川崎雅志さん
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ふと立ち止まって
「癒しの時間」を提案

●Shine Body and 
　Soul Healing Centre 心耀堂

●I.P.S. BEAUTY SPA LTD

●Ciel Japanese Hair Salon

●Health Touch Foot Spa & Nail

●WEDGWOOD
●TOYO OPTICAL GLASS LIMITED
●Lucky 7正宗風水花文字

他

●Le Spa by Jan

●Windsor Spa 18
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自然・水の音に
“癒”される

掃除で、部屋も
心もキレイに！

私の一番の癒し
スポット「桂林」
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香港

　制服姿の女子高生が機関銃をぶっ放し、放心状態のなかつぶやくあ
の名ゼリフ「カ・イ・カ・ン・・・」。赤川次郎の原作で1981年に始めて公開
され一世を風靡した映画「セーラー服と機関銃」がこの度、角川映画40
周年の記念映画としてリメイクされた。35年ぶりの映画化となる本作で、
薬師丸ひろ子や長澤まさみなど、名立たる女優たちが演じてきた主人公

「星泉」に大抜擢されたのは、「1000年に1人の逸材」「天使すぎるアイド
ル」として注目を集める橋本環奈。映画初主演となる彼女のため、撮影
の２カ月前という映画としては異例の早さでスタートしたリハーサルで
は、監督がマンツーマンで演技指導を行い、また撮影が始まってからも、
長谷川博己、安藤政信などの豪華共演陣が、初めての大役で大きなプ
レッシャーをかかえるヒロインを演技面でサポート。彼女もそれに応え
るかのように1ヵ月にわたる撮影を経て大きな成長をみせた。今回は、泉

がかつて組長であった弱小ヤクザ「目高組」が解散した後の物語。恋に、
部活に、就職にと普通の女子高生の生活を送っていた泉の前に、新たな

「悪」が立ちはだかり、再び抗争にまきこまれていく。16歳のフレッシュな
女優が全力で挑んだ本作品。往年の名作を知っている人も知らない人
も、必見だ。

肉汁溢れる「熟成肉」バーガーの先駆け
ブッチャーズクラブバーガー、太古城店オープン！
　肉好きにはたまらない「熟成肉」を使用したハンバーガーで香港の
ハンバーガーシーンを牽引、2016年ミシュランガイドのストリートフード
カテゴリーにも掲載されている「THE BUTCHERS CLUB BURGER」が、い
よいよ香港島のイーストエリア、太古に登場し、早くも地元の人や近隣に
勤めるオフィスワーカー達の注目を集めている。
　他の店舗が比較的コンパクトなつくりになっているなか、同店は約
130㎡の空間に70席のテーブル席と、グループで訪れても「席がない！」
という心配がなく、週末に家族連れで訪れたい時にも利用できる広さが
魅力。
　さらに同店はオープンを朝の８時とし、メープルベーコンと目玉焼き、
チェダーチーズを特製バンズで挟んだ「Bacon n’Egger」（HKD45）や、フ
ライドチキンと目玉焼きとチェダーチーズを挟み、ソースには今アメリカ
で爆発的人気のすっぱ辛いスリラチャソースを使用したバーガー

「Southern Fried」（HKD50）など、系列店では初めてブレックファースト

メニューの提供も開始。朝からがっつり行きたい人には嬉しいエネル
ギーチャージスポットとなりそうだ。
　もちろん、独自の手法で最大30日間熟成させたアンガスビーフを店
舗でミンチして作るこだわりのパテを使用したレギュラーバーガーメ
ニューや、QRコードを読み取る事でゲットできるシークレットメニュー
も健在。「今日は『肉』な気分」という時に通う店のリストに是非加えて
欲しい。

THE BUTCHERS CLUB BURGER
住所：G/F., Westland Gardens, 12 Westlands Rd., Quarry Bay
電話：(852)2388-9644
時間：月～日 8:00～23:00

数々の名女優が演じたあの伝説のヒロインが復活！
角川映画40周年記念映画「セーラー服と機関銃ー卒業ー」

セーラー服と機関銃ー卒業ー
7月1日公開
監督：前田弘二
出演：橋本環奈、長谷川博己、安藤政信　他

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

幹事さんの強い味方！
マカオツアーは全てお任せ

ベジタリアン
上海料理

MSG一切不使用の上海ベジタリアンレストラン
　上海スタイルのベジタリアンレストランで人気の高い｢功德林上海素
食｣。MSGを一切使用せず新鮮な食材と自然調味料で味付けした繊細

な料理の数々が自慢の店だ。人気メ
ニューの1つである豆腐餃子は、その
口当たりのまろやかさと食感の滑らか
さが癖になる。その他、豆腐を鶏肉に
仕立てたクンパオチキンもオススメ。

マカオ：Av. DR. Mario Soares 35R/C, Macau
香港：Shop 3217, 3/F., Diamond Square, Shun Tak Ctr., 200 Connaught Rd., Central
マカオ：(853) 2871-0003　　香港：(852) 2542-2338
cs@macau-pro.asia  ニシヤマ・クツワダ・トシコ
http://macau-pro.asia

記憶をテーマにしたアート
　香港を代表する美術大学「香港藝術學院」の卒業生7名による美術展

覧会「沒了! 沒了!（No La! No La!）」が大学併設のギャラリーで6月29日ま

で開催される。個人

の過去、現在、未来

を繋ぐ「記憶」をテー

マにした作品群はあ

なたに何を語りかけ

てくれるだろうか。

美術展覧会
「沒了! 沒了!」

6月11日～29日

Macau Tours Ltd.
　香港から高速フェリーで約1時間という近さのマカオ。中国と西洋の文化が融合した

異国情緒たっぷりのこの街には、聖ポール天主堂跡（大三巴牌坊）をはじめとした30以

上の世界遺産があり、歴史的見どころが沢山存在している。また、2つのゴルフ場があり、

接待で訪れる人も多い。マカオで40年以上の実績を誇るMacau Tours Ltd.は、「お客様

にマカオを案内したいが土地勘がない」「コンペの幹事を任されたが何から手配すれば

よいのかわからない」という人にこそぴったりの旅行会社。豊富なツアーパッケージはも

ちろんのこと、予算や人数に合わせたオーダーメイドのツアーも作ることができる、幹事

にとって頼りになる強い味方だ。さらに、自社マイクロバスも数十台所有しているので、

団体ツアーもお任せだ。マカオのことで悩んだらまずは同社に相談してみよう。 

爽やかハーモニーは健在。80年代AORがよみがえる！
　オーストラリア・メルボルン出身の人気、二人組バンド｢Air Supply｣。

結成40周年たった今でも世界中から根強い人気を誇る。そんな｢Air 

Supply｣が今年で結成40周年を迎えるのを記念して、6月16日に九龍湾

のt KITEC's Star Hallでライブを行う。今回は80年代に一世風靡したヒッ

ト曲、懐かしい極のメドレーを多く披露する。

エア・サプライ
ライブ・イン・香港

6月16日

Kowloonbay International Trade & 
Exhibition Centre, 
1 Trademart Drive, Kowloon Bay
20：00
(852)2169-3311
*VIPゴールデンサークルパッケージ: HKD1,880
大人: HKD980 / HKD780 / HKD580 / HKD380
車椅子: HKD380

10/F., World Trade Centre, 280 Gloucester Rd., CWB
月～日 11：00～23：00　飲茶 11：00～16：00
(852)2890-3127

The Gallery of Hong Kong Art School, 2 Harbour Rd., Wan Chai
10:00～20:00
www.hkac.org.hk/tc/calendar.php?t=u&p=1&id=1970　
無料

Portland St.,  Man Ming Lane Sitting-out Area, Yau Ma Tei
18:30～21:30
(852)2824-5326
www.hkac.org.hk/en/calendar.php?t=u&p=1&id=1971
無料

マイノリティの世界に想いを寄せよう
　マイノリティとして生きる人々を描いた映画作品を、広く一般に知って

もらおうと企画された「All About Us Outdoor Carnival」が6月18日に開催

される。作品は第20回ifvaでファイナリストまで勝ち上がったHui Chi-sang

氏監督の「YATRI」な

ど。彼らの生き様や考

え方、愛に触れる一夜

を過ごしてみては。

野外フィルムフェスタ
All About Us

6月18日

香港ピックアップ
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Food

今週の香港ピックアップ 海外初出店！
MELLOW BROWN COFFEE by UCC

6月13日

Film Sporting
姿三四郎

6月25日

世界の黒澤監督のデビュー作を限定放映！
　日本が世界に誇る偉大な映画督黒の黒澤明の記念すべきデビュー作
で、現在でも世界中で愛されている映画｢姿三四郎｣。柔道の素晴らしさ
を知った主人公姿三四郎が、柔道を通じて
人間的に成長していく姿を繊細かつダイナ
ミックに描いた痛快娯楽作品。同作品が尖
沙咀のiSQUAREにあるUAシネマで6月25日
の一日限りで放映される。

Shop No.706 on Level 7, Phase 1, New Town Plaza, Shatin
(852)3586-0264

イギリス情緒漂う雰囲気で楽しむ特別ランチ
　中環(セントラル)で人気のカクテルバー＆レストランの｢ENVOY｣で

は、キュートなティファニーカラーのお弁当箱にイギリスの伝統料理の

数々を詰め込んだ特別エグゼクティブ

ランチHKD228を用意。4段のお弁当

には前菜、サラダ、4種から選べるメ

インデイッシュ、とライスが詰め込まれ

ていてる。

Envoy
ニューエグゼクティブランチ

スペシャルティコーヒーで上質なひとときを
　UCCグループが展開するカフェ「MELLOW BROWN COFFEE」が6月13日香港にオープン

する。同カフェは日本で7店舗展開しており、今回が海外初出店。「365日丁寧に作る。毎

日コーヒーが美味しい店。」がコンセプトで、カジュアルでありながらも上質なひとときが

過ごせるのが魅力だ。ローカルの茶餐廳で出てくるミルクと砂糖たっぷりのコーヒーの

イメージが強い香港において、本格的なコーヒーを味わうことができる店は貴重な存在

だ。おすすめメニューは、スペシャルティコーヒー（※）と、日本でも大人気のワッフル

パンケーキ。ほっと一息つきたくなったらぜひ訪れてみよう。

※http://www.scaj.org/参照

香港でも高齢化が深刻化
　現在、香港では65歳もしくはそれ以上の人の数は既に1億人達し人口

の高齢化が日と同様大きな問題となっている。そんな高齢化社会に対

処するためのヘルスケア、メンタルケアなど健康に関する知識や情報を

一同に学べる｢ヘルスエキスポ2016｣が6月17日～19日の3日間、コン

ベンションセンターで開催される。

ヘルス・エキスポ2016

6月17日～19日

Hall 5FG, Hong Kong Convention and 
Exhibition Centre, 
1 Expo Drive, Wan Chai
10:00～20：00 
(852)2169-3311
HKD30

UA iSQUARE, 7/F, iSQUARE, 
63 Nathan Rd., TST
17:25
www.uacinemas.com.hk/eng/movie/MovieDetail?key=5125 
HKD100

3/F., The Pottinger Hong Kong,
74 Queen's Rd. Central. Central
月～木 12：00～翌1：00
金・土   12：00～翌2：00
日　　  12：00～23：30
(852)2169-3311
HKD228

Hong Kong Cultural Centre Grand Theatre, 10 Salisbury Rd., TST
19:30
https://ticket.urbtix.hk/internet/eventDetail/29297
HKD680、HKD380、HKD280、HKD180、HKD120

モーツァルトのオペラ笑劇
　ある日哲学者のドン・アルフォンソは2人の青年にそれぞれのガールフ

レンドの貞操が他の女性と同じようにいかに脆いものかを賭ける提案を

する。自分たちの彼女を信じて賭

けに乗る2人だったが、アル

フォンソが仕掛けた策略はなん

と青年2人それぞれを変装させ、

お互いのガールフレンドを口説

き落させることだった！

オペラ
「コジ・ファン・トゥッテ」

6月15日

新
感
覚
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
！ I’m Iced

CoffeeI’m Iced

Coffee
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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

技術系（IT・通信）/
金融・保険・投資顧問 香港/香港島 インテリジェンス

香港25K～30K

日系金融機関にてITプロジェクトマネジャー
募集。社内のサーバ変更に伴う新しい基幹シ
ステムの開発からテスト・導入まで。要5年以上
のプロジェクトマネジメント経験（IT分野）とビ
ジネスレベルの英語。

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 

香港/九龍 インテリジェンス
香港

30K～80K

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）.富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。新規顧客開拓メイン・金融セミ
ナーの企画・開催。RM業務経験および英語力
必須。普通話スピーカー歓迎。

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
化学原料販売の営業業務全般。普通語コミュニ
ケーションレベル必須。英語および広東語もで
きれば尚可。華南地区への出張頻繁にあり。

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 

香港/香港島 応相談
（経験により）

Equity Departmentでのミドルオフィスの
仕事。顧客は大手日系機関投資家。要証券会社
でのミドルオフィス経験とビジネスレベルの
英語。

インテリジェンス
香港香港/香港島 25K

コーポレートアクセス・証券関連業務。（新規・
既存）営業とIR管理。要3年程の証券もしくは
銀行勤務経験、およびビジネスレベルの英語。

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 

香港/香港島 30K～35K

金融機関の調査部にてリサーチ業務。担当セ
クターの顧客訪問・ヒアリングおよびレポート
発信業務。必須要件は、１）市場リサーチ・アナ
リストまたは財務分析経験。２）流暢な英語力。
３）大卒。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム 

20K～30K香港/新界
ゲームコンテンツの主に翻訳業務（中国語→
日本語）。要翻訳タスク経験、およびビジネスレ
ベルの中国語（普通話）。広東語あれば尚可。

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 

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港18K～23K香港/香港島

保険会社にて、法人顧客の窓口を担当。顧客と
の良好な関係を保ち、営業業務の補佐を担う。
入社後は保険ライセンス取得必須。必須要件は、
1）3年以上の保険または金融業界での就労経験。
2）ビジネスレベルの英語。

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 

25K～30K
華南地域における自動車関連の査定業務（香港
を含む）。ライセンス取得の調査や現地スタッフ
の雇用・研修も含む。要ビジネスレベルの日本語
と英語、保険業界に興味がある方。

インテリジェンス
香港香港/香港島

インテリジェンス
香港香港/香港島

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 

応相談
証券会社にて、コーポレートアクセス業務。日系
企業と投資家とのタイムリーかつスムーズなア
クセスを遂行。財界・政治・産業の要人とのコン
タクト経験、流暢な英語・日本語能力必須。

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/ 
その他サービス 

香港/香港島 25K～28K

アメリカに本社を置く通信会社でのカスタ
マーサービス業務。日系企業をメインに問い合
わせ対応や各部署と連携して課題解決など。
要ビジネスレベルの英語。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

25K～30K
日系食品小売業から購買マネジャー募集。メ
ニューに沿い、原価計算をしながら該当する食品
メーカーからの購買業務。要食品購買経験と
日常会話レベルの英語。

インテリジェンス
香港香港/新界

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港ベトナム

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 

USD
1.2K～1.5K
（経験により
考慮）

ベトナム

ホーチミンにて小学・中学生向け日本語教師
募集。1日１～3コマ担当。授業準備、副教材
作成など。日本語関連を専攻していた方、もしく
は日本語の検定・講座修了者。日常会話レベル
の英語力あれば尚可。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/医療関連 

USD
2K～3K

（経験により
考慮）

ハノイにて看護師募集。90％が日本人顧客の
クリニック勤務。きめ細やかに対応できる方。
要：臨床実務の経験2年以上、および日常会話
レベルの英語。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB
10K～25K

日系大手企業でITインフラ営業。新規開拓営業
及び既存顧客のフォロー業務。経験不問。積極
的で、提案能力のある方。（営業経験・IT業界の
経験ある方は尚歓迎。）要：社内交流できる程度
の普通話又は英語。

広州

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（機械・電気・電子）

香港/九龍 30K～35K
人事・管理担当。日本人マネジャーのサポート
など。中国工場への出張あり。要4年以上の人事・
総務経験（製造業界）、およびビジネスレベル
の普通話。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
その他サービス 香港/九龍 30K～50K

管理会計・経理業務。中国拠点とのやりとり、
会計関連とりまとめなど。関連業務経験必須。
CPA保持または同等の知識がある方歓迎。ビ
ジネスレベルの英語必須および普通話できれ
ば尚可。

香港/九龍 15K～25K 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）/
メーカー（機械・電気・電子）

中長期の統計を見る調査員のポジション。市場
調査、報告。リサーチ経験者もしくはマーケ
ティング経験者の方。要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

20K～25K
原価管理。原価管理経験者。購買経験者の方
でコスト管理などを対応されていた方。英語：
準ビジネス以上 必須。

インテリジェンス
香港

企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル） 

香港/新界

香港にて絶賛拡大中の日本食小売企業より、
商品開発ポジションの募集。日本の食品メー
カーと連携し、メニュー企画・開発。要食品
メーカーでの商品開発経験、ビジネスレベル
の英語。

20K～25K
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香港＆広東香港

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 

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～30K

日系大手OA機器メーカーにてAssistant 
Sales Managerを募集。市場調査、リサーチ
（中国及び東南アジア）、本社とのコミュニケー
ション。出張が可能な方歓迎。

RGF 香港営業・販売系/
その他・教育・公的機関など 香港/香港島 18K～20K

外資系教育サービス企業にて、営業コンサルタ
ントの募集。教育サービスの販売（個人、法人）、
アフターフォロー、コンサルテーション。英語ビ
ジネスレベル必須。

香港/香港島 30K～35K RGF 香港

中国及び東アジア市場の設定産業に関する現状、
今後の調査、分析、情報収集、レポート作成。主に
日系企業とのディスカッション及びプレゼンテー
ション、中国への出張。ビジネスレベルの英語力
必須。金融関連、アナリスト、留学経験者など歓迎。

RGF 香港18K～23K香港/香港島
日系保険ブローカー企業にて、コンサルタント
職の募集。資産運用に悩む顧客に対してコンサ
ルティング、ニーズをとらえた提案業務、クライ
アントの資産把握・ポートフォリオ作成。

RGF 香港20K～25K香港/香港島

大手銀行にて、Senior Officerの募集。中国
市場に関する各種制度、規制に関する情報収集、
調査、レポート作成、日系企業へのアドバイザ
リー業務、中国華南地区、日本への出張。ビジ
ネスレベルの英語必須。ポテンシャル採用。        

RGF 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 

20K～30K
外資系教育サービス企業にて、Education 
Consultantの募集。ハイエンド顧客に対し留学
斡旋、カウンセリング、アコモデーションの手配。
英語ビジネスレベル必須。

香港/香港島

香港/香港島

20K～30K外資系教育サービス企業にて、英語教師の募集。
パートタイムも考慮。英語教師の経験者優遇。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

20K香港/九龍
日系フォワーダー企業にてカスタマーサービス
人材を募集。顧客からの問い合わせ対応、各種
手続き代行各物流会社および現場への連絡。
北京語必須。

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 

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 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

RGF 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 

22K～25K香港/香港島
外資系金融ブローカーにてBus iness 
Development Executiveを募集中。顧客
対応、アフターセールスのサポート。セミナー
準備の手伝い。英語必須。

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 

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

20K香港/九龍

日系旅行会社にてトラベルコンサルタントを
募集。顧客からの旅行、航空券に関する問い
合わせに、主に電話やメールを通じて対応、
サポート。旅行申込みの受付、および各社内
手続き、日本オフィスとの連絡等。

RGF 香港 RGF 香港企画・広報・経営管理系/
金融・保険 上海 80K～100K

大手投資会社にて、投資業務を担える人材を
募集。不動産、金融案件を軸に幅広い業務を
担当予定。案件ベースでM＆A業務にも参画。
日本語＆北京語ビジネスレベル以上、金融機関
での投融資経験を持つ方。※上海勤務。

RGF 香港営業・販売系/商社 27K香港/新界
香港大手食品商社にて、営業マネージャーを
募集。イベント開催、マーケット開拓、商談。食品
業界経験者優遇。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険 

22K～24K香港/香港島
日系金融ブローカーにて、経理事務サポート
全般（経理経験不問）、その他アドミ業務（電話・
来客対応、資料管理、データ入力など）。

20K～25K
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

香港系モバイルアプリケーション企業にて通訳
を募集。通訳内容は中国語から日本語へ。通訳
経験者、北京語、広東語を読める方歓迎。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
商社 

香港/九龍 15K～18K日系商社にてアシスタントを募集。北京語必須。
顧客対応、本社とのやりとり、アシスタント業務。

RGF 香港

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
メーカー（機械・電気・電子） 

香港/九龍 30K～40K

事業会社内での業務監査人材を募集。全社の
業務が経営方針や法規、社内規程、手続き等に
準拠し、効果的且つ効率的に行れているか否か
に関する監査業務全般。年間監査計画の作成、
実施段取り、監査後のレポート作成。

RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通 

20K香港/九龍
物流会社にてCS Representativeの募集。
営業アシスタント業務、顧客からの予約や問い
合わせ対応。見積書の発行。

RGF 香港営業・販売系/商社 20K～25K香港/九龍

自動車市場における、プラスチック樹脂販売
営業。自動車部品メーカーに対するプラスチック
樹脂営業販売。プラスチック業界に経験があれ
ばベター。プラスチックに関わらず自動車業界に
経験ある方を優遇。中国語必須。

RGF 香港香港/九龍

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
商社 

50K～70K

与信リスク低減に向けた施策立案と実行推進。取引
先の与信状況の把握と更新業務。新規客先との取引
開始に際し、財務分析を中心とする信用調査の実施
と与信枠設定作業。与信管理、取引先の財務分析な
ど調書を通した、営業部門へのサポート業務。

RGF 香港香港/九龍営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 23K

外資系E-Commerce企業にてMarketing 
& Business Development Associate
を募集。E-Commerceマーケティング、SNS
を使用した広告、新規開拓を含む。経験不問、
英語必須。

RGF 香港香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港香港

●RGF HR Agent 香港とは
　「香港はアジアで最も成熟した都市のひとつで
あり、世界三大金融都市の一つであることからエグ
ゼクティブ人材 *2の層が厚く、また中国市場・欧米
市場の両方が混在している点がグローバル人材を
集めることを可能にしています。」と同氏は語る。同
社は金融・IT・製造・小売それぞれの業界専門の
コンサルタントに加え、日本マーケット専門のコン
サルタントや、Legal & Compliance専門のヘッド
ハンターの活躍によって、RGF内で金融系やエグゼ
クティブ人材のクロスボーダー採用をリードし、毎
年300名以上の転職を成功させている。
　　　　　　 *2企業の幹部候補やマネージャー候補にあたる人物

●近年の動向
　香港における人材業界での日系企業のマーケッ
トはすでに成熟期を迎えており、今後の採用市場
は縮小していく見込みだ。そのため、同社は業務の
拡大と多様性を図り2013年から積極的に外資系企
業へのサービスを開始している。
　さらに2015年には米系・欧州系だけでなく中国
系・香港系企業へ取引の拡大を行い、同社が追求
した「日系企業ならではのきめ細かいサービス内
容」は、クライアントからの高評価を得ている。ま
た、香港の財閥系企業やベンチャー企業への幹部
人材の提供に成功し、その結果、アジア全土の人材
会社が集まる「アジアリクルートメントアワード
2015」において、成長性とサービス内容が評価さ
れ日系企業で唯一の金賞を受賞した。

●今後の展開
　同氏は金賞受賞という結果を受けて「大変嬉し
いですが主催者による評価なので、本当の評価を

教えて！総経理！
香
港
で〝
ま
だ
こ
こ
に
な
い
出
会
い
〞を
提
供
！

外
資
系
企
業
へ
の
業
務
を
拡
大
！

*1）アジア全土の人材会社が集い、人材業界をリードする企業のシニアHRダイレク
タ―が「同業界における最も優秀な企業内HRチームとHRエージェント」を選定す
る、アジア唯一の大会。主催者はアジア最大の読者数を誇る人材紹介業向け情報メ
ディア「ヒューマンリソース」社（Human Resources。本社：シンガポール)

　RGF（リクルート・グローバル・ファミリー）は、日本最大
の総合人材サービス企業：リクルートグループの海外展
開ブランドであり、アジアでの人材紹介事業を行っている。
　そのなかでもRGF HR Agent 香港は「アジアリクルート
メントアワード2015*1」において日系企業で唯一金賞を受
賞するなどその躍進が著しい。
　同社の現在の動向と今後のビジョンを総経理の高山典
久氏に伺った。

RGF HR Agent 香港

決めるのはお客様です。」と「あくまで評価は顧客
に依る」という姿勢を貫く。また、新卒採用が当たり
前の日本では人材紹介業はここ10年でようやく定
着してきたが、米系・欧州系の人材紹介会社は30
年以上の歴史を持ち、圧倒的な認知度とブランド
力を持っているため、外資系企業からの人気が高
く、マーケットの開拓は一筋縄ではいかないよう
だ。しかし、価格そしてサービス面でチャンスは十
分にあると捉え、「今後も日本ならではのサービス
クオリティーを上げ、RGFのブランド力の向上を追
求し続けるのが私の使命です。」と同氏は語った。
　また、日本人も含めスタッフ全員が外資系のクラ
イアントを担当するなど、開拓へ向けて果敢に挑む
様子が伺える。
　リクルートグループはグループ全体で「2020年
を目途に人材領域においてグローバルNo,1」とい
う目標を掲げた。その挑戦として新たなる市場に挑
戦した同社の今後の展開から目が離せない。

RGF HR Agent 香港
住所：Unit 2206, 22/F., Wu Chung House, 
　　  213 Queen's Rd., East, Wan Chai
電話：(852)2537-2557
ウェブ：www.rgf-hragent.asia/en/hongkong
　　     www.recruit-rgf.com

【高山典久 総経理プロフィール】
1982年生まれ。日本で大手製造業・
商社を対象とした中途人材採用
コンサルティングに従事した後、 
2011年よりリクルート・ホールディン
グスの海外人材斡旋事業である
RGFに参画。 2014年よりRGF香港法
人の総経理を務める。日系企業への
人事戦略・組織構築の提案だけで
なく、金融・IT分野を中心に外資系
企業へのビジネス拡大に挑む。

向かって左から高山 総経理
Corporate Commercial Team Head  Ms. Vanessa WONG　
Japan Market Team Head  Ms. Sharon LUK

08 Pocket Page Weekly 10 June 2016 No. 543
B

ビジネス（香港・広東共通）



香港香港

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

教育費のリスクと学資保険（1）

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20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。

　「学資保険」という商品がある。

　主には子供が成長するに従って大きな負担となる教育資

金を作る目的で利用される。

　通常は親が保険契約者（Policy Owner）となり、子供を被

保険者（Life Insured）にして親が受取人（Beneficiary）とな

る形の生命保険契約であるが、中学、高校や大学入学など

子供の就学生活の節目節目に「祝い金」と言われる一時金

が支給されるのが特徴である。

　私立の学校に入学したり、遠隔地の学校で親元を離れて

学校に通うような場合、予定外の支出が増えることが考えら

れる。そして大抵の場合、それは子供が小さいときにはそれ

が合計でどの程度かかるのか予測が難しい。

　小学校から大学まですべて国公立に通った場合は約

1,000万円、すべて私立に通った場合は約2,500万円程度か

かると言われている。理系の大学に通えば学費は文系の

20%増し。私立医科歯科系になると大学在学中の学費だけ

で2,000万円以上かかる。また昨今ではアイビーリーグなど

アメリカの大学に留学させればやはり4年間で2,000万円ぐ

らいので学費がかかってしまう。子供の教育費はある意味リ

スクであり、こうした保険に入っておくとそういったリスクを

ヘッジできるわけだ。

　それを予測して、自分で計画的に貯蓄するには結構強固

な意思の力を必要とする。ひらたく言えば挫折しやすい。し

かし保険契約という形で自動引き落としにしたり、支払い時

期に保険会社から催促が来たりする状態を作っておくと割

と容易に継続することができる。そうした貯蓄の強制性を利

用するために学資保険を利用している人も少なくはないだ

ろう。

　一方で学資保険は生命保険の一種でもあり、子供が成長

する前に亡くなった場合は死亡保険金が支払われることに

なる。そうした予期できない不幸な出来事と年々高騰の一

途を辿る教育費負担の両方を一気にヘッジできる商品、そ

れが「学資保険」なのだ。

　さてこの学資保険。仕組みとしては満期になればまとまっ

た満期保険金の受け取れる養老保険のようなものと考えて

よいだろう。祝い金は満期保険金の一部を前倒しでもらって

いるようなものだ。

　学資保険は複数の保険会社で販売しているが、その優位

性を比較する基準のひとつに返戻率というものがある。

　返戻率の計算式は、

「学資保険の返戻率=（満期保険金+祝い金）÷支払い保険

料の合計X100」

　要は支払った保険料（積立金）の総額に対する受け取れ

る教育資金の割合ということである。

　日本で販売されている学資保険の返戻率は高くても

110%ぐらいである。

　中には100%を切る、つまり受け取れる教育資金が支払

い保険料を下まわる商品もある。

　その分、被保険者である子供が病気になった場合の医療

給付金が高く設定されている等、他の部分の保障が手厚い

場合があるので一概に返戻率の高さが学資保険の優位性

を説明するものではないようである。

ビジネス（香港・広東共通）
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（所在地） 福田区石厦北一街
（間取り） 1LDK/55～60㎡、２LDK/90㎡～120㎡、
 3LDK/175㎡
（室　内） 4つ星ホテル内、内装がきれい
（環　境） 近くに福田区CBD中心、会展中心隣接、皇崗口岸、

COCOPACK、JUSCOがある。
 ジム、ヨガ室とレストラン、メゾネット式の部屋。
（月　額） 15,000元～30,000元

葵花公寓（Sunflower Hotel）

（所在地） 羅湖区宝安南路
（間取り） ２LDK（75㎡）
（室　内） 家具・電化製品一式付き
（環　境） 地下鉄1＆2号線（大劇院駅E口、

徒歩10分くらい）。
 万象城、レストラン。ジム付き
（備　考） 1LDK～3LDKの物件あり
（月　額） 18,000元

威廉国际公馆

深圳

ジュノー不動産ジュノー不動産ジュノー不動産 深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

深圳市羅湖区深南東路4003号
世界金融中心B座1410室

(0755)8219-5546

（所在地） 南山区南海大道1068号

（間取り） ２LDK（83㎡）

（室　内） 家具・電化製品一式付き

（環　境） 「蛇口病院」バス停、スーパー、公園近接

（備　考） １LDK～３LDKの物件あり

（月　額） 9,000元　管理費：3.2元/㎡

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
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
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) 755-8219-5546
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

幸福里（Park Lane Manor）

ライフ（香港・広東共通）
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◆孟意堂、ヨーロッパの街並みを歩く！◆ 
　思えば筆者の幼い頃は今のようにアスファルトの道路はまだ
少なく、転んでも擦り傷程度で済むような土の道路とか砂利道
とかがまだ残っている時代でした。舗装された道とは違い、ガタ
ガタの道でした。
　今となっては懐かしい昭和の頃の風景です。
　そのせいか、街並みはとても柔らかく、いろんな出来事やい
ろんな人たちを受け入れてくれるような、そんな街並みでした。
　香港は、舗装されたアスファルトの道路が多く、大都会らしく
近代的であっさりとした雰囲気を醸し出しています。
　そして、筆者が久しぶりに訪れたドイツは美しい石畳の道路。
もちろん、表面だけが石畳のタイルのような作りではなく、長い
歴史を刻んだ本物の石畳です。そのせいか、この石畳の見える
風景には香港や近代都市には感じられない重厚感があります。

◆風水で見る「らん頭」とは◆
　さて、風水には、私たちが肉眼で見える風景や事柄を判断す
る「らん頭」と、目には見えないものの重要な気のエネルギー
「理気」があります。いくら素晴らしいものであっても、それを使

うことのできないようならん頭であれば意味がありません。人間
の身体に喩えれば、いくららん頭という体格が良くても、理気と
いう人に宿る精神力や技術力が伴っていないと何も実現できな
い、つまりらん頭と理気が一体となってはじめて人間の素晴らし
い力が発揮されるのです。
　よって、その町や家屋に使われる素材も風水の良し悪しを決
める大きな要素となります。香港同様、湿気の多い日本では通
気性が重要視され、住まいの構造だけではなく、木造家屋に畳
が使われていました。
　その一方、ヨーロッパで道路や建物の一部として使用されて
いる石は、コスト面や長持ちという点だけではなく、石の中でも
雨などの水を表面から吸収する石を使っているようです。
　五行では石は土、雨は水にあたります。一般的に土は水を剋
すると言い、良くない意味として把握する場合が多いですが、土
や石には水の流れを制御する、つまりうまくコントロールする働
きも追っています。そして、ドイツの南部・ミュンヘンにある石の
ように水を吸収する働きもあり、また、石は力強い水の流れをう
まくコントロールし、意外と地下水の多いこの町にはなくてはな
らない素材のようです。

◆孟意堂的石と言う素材をマスターする奥義◆ 
　お住まいや町作りにはその土地に合った実に様々な素材が
使われています。その中で唯一「石」だけが記憶力を持っていま
す。石はもちろん決してものを言ったり昔起きた出来事を伝える
ようなことはありません。しかし、その人に過去起きたことやそ
の町で過去に起こったことをしっかりと記憶しているようです。
　ミュンヘンの街のように、商売で賑わい、普段から隣近所の人
たちがたわいもない会話をしていることも、過去にオリンピック
で町中が活気付いたことも、第二次世界大戦の時代に起きた出
来事も、遠い昔にこの町に王様がいた時のことも・・・。これが、
石がパワーストーンと呼ばれる所以ではないかと思います。

　そして、石が良い記憶
ばかり持っていれば良い
のですが、問題は負の
オーラのたっぷりある記
憶をいかにリセットでき
るか、です。記憶すること
は簡単なことではありま
せんが、記憶をリセットす
ることはそれ以上に簡単
な事ではありません。長
い年月をかけた記憶であ
ればあるほど、です。
　このことはそこに生きる私たち人間にも全く同じことが言える
と思います。これは、人の運命を押す際に実際にはとても重要で
とても大変な作業だと思っています。

風水の奥義を行く！ 第52回  記憶することと記憶をリセットすること、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＞
　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。易経を含めた玄学に長年携わり、漢五派第七十三代嫡系・
孟意堂として住宅、事務所、店舗等の風水、開業や引越し、結婚等の
日取りの選定、四柱推命で人生の様々な問題やニーズに対応してい
る。著書に「金運を引き寄せる孟意堂風水（廣済堂出版）」がある。

孟意堂
<問い合わせ先>
住所：Rm. 2201, Tower 2, Times Square, 
  　　1 Matheson St., CWB
電話：(852)9841-6366　
ファックス：(852)2961-4800
電子メール：kumiko6ring@gmail.com
ホームページ：http://mannidou.com
フェイスブック: mannidou
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香港ディズニーランド
「スター・ウォーズ：トゥモローランド・テイクオーバー」
期間：6月11日～
ウェブ：www.hongkongdisneyland.com/ja

夢と魔法の王国「香港ディズニーランド」

　2015年9月に開演10周年を迎えた香港ディズ
ニーランドに、10年の節目を祝うスペシャルなイ
ベントが登場! 人気SF映画「スター・ウォーズ・シ
リーズ」をテーマに展開される、限定イベント、グッ
ズやフードなどのアイテムはファンならば絶対に見
逃せないものばかり。正義の戦士ジェダイとなって
悪の組織ファースト・オーダーの支配からトゥモ
ローランドを守り抜こう！
　イベントはフォースの力を借りてライトセーバー
スキルを磨き、人気ヴィラン（悪役）のダース・ベイ
ダーやカイロ・レンと戦うゲスト参加型のショー（6月
23日よりスタート）や、チューバッカやストームト
ルーパーなどスター・ウォーズキャラクター達に出
会えるグリーティングイベントなど盛りだくさんの
コンテンツ。オススメはスター・ウォーズスペシャル
バージョンとしてニューオープンした、宇宙を縦横

無尽に飛び回るアトラクション「スペース・マウン
テン」! 反乱軍のXウィングと帝国軍のタイ・ファイ
ターの空中戦に潜入したゲストたち。果たして無事
生還できるのか!?　
　さらに幼きジェダイ達を虜にする限定グッズも見
逃せない。人気スマホゲーム「ツムツム」のスター・
ウォーズキャラクターグッズや、オリジナルライト
セーバーなど230種類以上のスペシャルグッズが店
頭にならび、ファンならずとも思わず気分が高揚し
てしまうこと間違いなし。フードやドリンクにもス
ター・ウォーズをテーマにしたメニューが並ぶので
ぜひトライしてみよう！
　家族連れで思いっきり遊んだあとは隣接する直
営ホテルでゆっくり休みたい。イベント期間中、香
港ディズニーランド直営の「香港ディズニーランド・
ホテル」、「ディズニー・ハリウッド・ホテル」ではス
ター・ウォーズ仕様にデコレーションされた部屋の
限定宿泊パッケージが登場する。スター・ウォーズ
のドアステッカーやスリッパ、ベッドランナーなどが
施された部屋が用意され、パークを出たあともス
ター・ウォーズの世界観に浸れるだろう。
　香港ディズニーランドは2016年後半に映画「アイ
アンマン」のアトラクションが、2017年には3つめの
直営ホテル「ディズニー・エクスプローラーズ・ロッ
ジ」がオープン予定。今後ますますパワーアップし
ていく香港ディズニーランドから目が離せない！

スター・ウォーズをテーマにした
限定イベント登場！

©Disney ©Disney/LucasfilmLtd. © & ™ LucasfilmLtd. 

ジェダイとしてのスキルを磨いてダース・ベイダーを倒そう！
©Disney ©Disney/LucasfilmLtd. © & ™ LucasfilmLtd. 

230種を超える限定グッズ

©Disney ©Disney/LucasfilmLtd. © & ™ LucasfilmLtd. 

スペシャルバージョンの「スペース・マウンテン」では
帝国軍と反乱軍の空中バトルに潜入！

ライフ（香港・広東共通）
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