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にサヨナラ！
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【特集】行ってみようよ！ 深圳I N T E R V I E W

在住歴10年の「深圳ツウ」

香港へ帰る終電がなくなってしまったら…

山善（深圳）貿易有限公司
営業主任 原 周平さん

OKサポートのヘレンさんに訊く

「深圳に住むなら…」

深圳遊 深圳を楽しもう！ 遊びたおそう！

ファミリー編/買い物天国編/おとな編
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香港

香港 香港

香港

　スタイルに本質を求めるすべての女性に向けて、世代や時代を超え
て広く永く愛される、上質で心地よい日本発のスタンダードを提案して
いるアパレルブランド「23区」が、9月15日にSOGO尖沙咀（チムサー
チョイ）にオープンする。
　同ブランドが掲げるコンセプトは「Japanese Women’s Standard」

　これからの時季は秋冬の新作も続々登場。仕事にもデイリーにも使
える、素材やカラー、仕様にこだわったバッグをはじめ、この秋おすす
めの薄手のカジュアルシックなニットセットアップ、どんなシーンにも
活躍できるトップスからボトムスまで、今すぐ手に取ってほしい商品が
盛りだくさん。きっとお気に入りが見つかるはず。

2016年9月15日～30日まで20%オフ
本紙27ページの広告持参でさらに100HKDオフ

80年代を代表する、偉大なるファンクバンド
「Earth, Wind & Fire」がついに香港へやってくる！
　過去に6度のグラミー賞受賞、結成以降延べ1億枚のアルバムを売り上
げ、2000年にはロックの殿堂入りを果たしたファンク界の開拓者「Earth, 
Wind & Fire」。ファンク、ソウル、ジャズにポップミュージックを組み込んだ
彼らの音楽は、1970年代から1980年代のディスコ全盛期を象徴する音楽
として知られている。1969年のデビュー以来、アメリカ国内だけでなく、日
本を含む世界各国のファンクファン達の心に火をつけてきた。その人気
は今なお衰えるところを知らず、今年2016年には世界各地でツアーを開
催！ 香港には東京、名古屋、大阪公演を終えた後の9月24日にやってくる。
数年後には50周年を迎える彼らが香港でコンサートを行うのは実は初め
て。この日を長年待ち続けた香港のファン達が熱狂の嵐を巻き起こすこと
は間違いない。演奏予定のセットリストには1978年にリリースされた
「September」や「Boogie Wonderland」を始め、「Singasong」、「Fantasy」、
「Sun Goddess」など不朽の名作が多数並ぶ。みんなで一緒に昔懐かしい

70年代ディスコ・ミュージックで盛り上がる一夜。ライブ後もなかなか興
奮が収まらないかも！？
　チケットは香港内のすべてのチケットショップで絶賛発売中。まずは
Earth, Wind & Fireのウェブサイトで場所とスケジュールを確認して、売り
切れる前にチケットを手に入れよう。

Earth, Wind & Fire Live in Hong Kong
住所：Hall 10, Asia World Expo, Cheong Wing Rd., Chek Lap Kok
期間：9月24日
時間：20:30～
電話：(852)2304-6188
ウェブ：www.hkticketing.com/events/LTEARTH0916
料金：普通席　 HKD680～1,680
　　  車いす席 HKD1,680

9月15日  「23区」がSOGO尖沙咀にオープン
ブランドコンセプトはJapanese Women’s Standard

23区
住所：LG04&05, SOGO TST, 20 Nathan Rd., TST
電話：(852)3911-1666
ウェブ：www.23ku-web.jp

　23区にとって、Japanese Women とは―
　内面から醸し出される、凛として、上品な美しさを楽しみたいと、
願う女性。
　時に奔放であり、時に控えめ。 時に強く、時に優しい。
　自分のスタイルを持ち続ける女性。
　23区にとって、Standard とは―
　世代を越えて、時代を越えて、 広く永く愛される
　シンプルで、上質、心地よい服、どこまでもシックで、美しいデザイン。

香港トピックス
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今週の香港ピックアップ

Exhibition

週末マカオなら今がおすすめ
創業53年の実績Macau Tours Limited

第21回スタンダード・チャータード
香港国際マラソン2017

一般エントリー  9月14日～28日

待望の2017年度のエントリー受付開始！！
　毎年世界中から多くの人が参加する世界最大級の国際マラソン「ス
タンダード・チャータード香港国際マラソン」。第21回目を迎える2017年

度は、2月12日 (日) に開
催日が決定し待望の一
般エントリーが9月14日 
7:00にスタートする。先
着順なのでエントリー
はお早めに。

マカオ旅行のプロフェッショナル
　香港からほど近いマカオ。週末を利用して訪れる人も多いだろう。昨年はアジア最高峰とも

いわれる高級総合エンターテイメント・リゾート施設「Studio City Macau」がオープンし、今年9

月には新カジノ統合型リゾート「The Parisian Macao」がオープン予定と、進化が止まらない。

　そんなマカオに創業53年の日系老舗旅行会社があるのをご存じだろうか。マカオのホテ

ルは日曜日から木曜日は比較的割安で週末や祝日付近は高くなるが、Macau Tours Limited

なら週末の金土でも比較的割安のホテルをリサーチできる。また、ケイト・モスの専属シェ

フでもあったディエゴ氏が腕を振るう今注目のイタリアンレストラン「CAFFE B」を盛り

込んだツアーも手配可能。もちろん、フェリーチケットやゴルフの予約も取り扱っている。

　9月はマカオ国際花火大会もあり、旅行にぴったりな時期。ぜひ同社に相談してマカオ

の思い出をつくろう。

一般エントリー 10:00～19:00
www.hkmarathon.com

Hong Kong Cultural Centre Concert Hall, 
10 Salisbury Rd., TST
20:00～ 
(852)2721-2332
www.hkphil.org
HKD680、HKD1,080、HKD1,580、HKD1,980

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
http://macau-pro.asia/ja　　　　cs@macau-pro.asia　ニシヤマ・クツワダ・トシコ

毎年恒例LGBTイベント、今年のテーマは「愛は勝つ」！
　今年で3度目となった、Big Love Alliance & Pink AllianceによるLGBT

イベント「Pink Dot HK」。この無料のアウトドアカーニバルにはデニス・

ホーやジン・リーなど豪華なスペシャルゲストも多数登場。皆で一緒に

楽しみながら、LGBTに対す

る偏見のない社会を目指し

ていこう。9月25日、「愛は勝

つ」のテーマの通り、会場が

大きな愛で包み込まれる！

Pink Dot HK 2016
‘‘Love Wins’’

9月25日

2人の天才音楽家が送る一夜限りの名デュエット
　2010年に大統領自由勲章を受賞するなど、アメリカが誇る世界的チェ

リスト馬友友（ヨーヨー・マ）。これまでジャンルを問わず数々のアーティス

トとの共演を果たしてきた。今回は香港の舞台で、笙の名演奏家である吳

彤（ウー・トン）とのデュエットを実現。中国伝

統楽器とチェロが生み出す、東洋×西洋の美

しいハーモニーに注目だ！

Cello Superstar Yo-Yo Ma
to open HK Phil 2016/17 Season

9月9日～10日

エマ・ハックの回顧展、あまりの美しさにあなたの目も釘づけに
　女性の裸体を複雑な背景に溶け込ませた、ユニークな絵で有名なエ

マ・ハック。現在香港では、オーストラリア出身のこのアーティストの個展

を開催中。展示されている彼女の最新作「Chinoiserie」はアジア文化に

インスパイアされて描いたも

の。繊細かつ華やかな美しい作

品の数々に、思わず立ち尽くし

てしまうほど心奪われてしまう

かも。

Emma Hack “Chinoiserie”
at Cat Street Gallery

～9月12日

Cat Street Gallery, 
50 Tung St., Sheung Wan
(852)2291-0006
www.thecatstreetgallery.com

Nursery Park, West Kowloon Cultural District, Kowloon
13:00～20:00
ww.westkowloon.hk/en/visit/about-nursery-park
無料

CAFFE B「PPWを見たでグラスワイン1杯無料」
本紙を持参ください。

香港ピックアップ
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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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連 

香港/九龍 キングスウェイ～20K
2年以上の事務経験。受付業務、海外旅行障害
保険に関連する業務、通訳。ビジネスレベルの
英語、コミュニケーションレベルの広東語。就労
可能なビザホルダーの方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

香港/九龍 キングスウェイ

～20K
顧客窓口、カスタマーサービス業務。海外との
連絡業務、見積作成。請求データの加工、管理。
貨物の追跡（状況管理）。ビジネスレベルの英語。
経験により新規ビザサポートあり。

キングスウェイ

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 

香港/九龍

～21K

購買業務。卸先はグループ会社の海外拠点の
ため、既存顧客対応の営業。オフィスでの納期
調整業務、仕入先との連絡業務。出張対応可能
な方。ビジンスレベルの英語。新規ビザサポート
あり。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 ～22K
保険契約者との連絡窓口。問合せ対応。保険
更改の手続きや保険会社との連絡など。日本
の正看護師、准看護師の資格者歓迎。経験に
より就労ビザサポートあり。

キングスウェイサービス系/外食・フード 香港/香港島 ～20K

2年程度の店舗管理経験。フロアスタッフへの
指導及び管理。キッチンとフロア間の調整、季節
のプロモーションなどの企画・検討。コミュニ
ケーションレベルの英語（広東語尚可）。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）/
専門商社・総合商社 

～30K香港/九龍
マーケティング戦略の立案。外部調査会社から
の情報を取りまとめ、分析。英語ビジネスレベル
以上（北京語尚可）。経験によりビザサポート
あり。

キングスウェイ香港/香港島 ～25K

日系企業に対する各種保険の営業およびコン
サルティング業務。セミナー開催、既存顧客の
フォローアップ。コミュニケーションレベルの
英語。丁寧な対応ができる方。経験によりビザ
サポートあり。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 キングスウェイ～25K香港/香港島

海上保険、その他一般の損害保険の既存の法人
顧客窓口、見込み法人顧客への提案営業ほか。
海上物流経験、海上貨物保険、査定の経験が
ある方尚可。ビジネスレベルの英語。新規ビザ
サポートあり。

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
マスコミ・広告・デザイン 

～25K

中国、香港、台湾の金融市場ニュースを原文か
ら日本語に起こし、記事にまとめる。就労可能
なビザホルダーの方優先。ビジネスレベルの
中国語もしくは広東語。英語がビジネスレベル
だと尚可。

キングスウェイ香港/香港島

キングスウェイ香港/香港島

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

～23K
夜間シフト勤務可能な方。電話・メールによる
カスタマーポート業務。書類整理、会議通訳
など。ビジネスレベルの英語。就労可能なビザ
ホルダーの方。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス 

香港/九龍 ～15K
旅行に関する手配業務。来店、電話、メール対応。
ビジネスレベルの英語尚可。就労可能なビザ
ホルダーの方。

営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～30K

新規開拓営業経験者。EMS業務管理（基板
実装）など、即戦力となる方。ビジネスレベルの
英語。新規ビザサポート可。住宅手当あり。

キングスウェイ香港/九龍

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～30K香港/九龍

日系/ローカル既存顧客の対応、工場との調整、
受発注対応。納期管理サポート、社内関連部署
との調整、本社連絡業務。コミュニケーション
レベルの英語、もしくは中国語。新規ビザサ
ポートあり。

キングスウェイ香港/九龍会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～40K

会計部門のマネージメント。各会計レポートの
作成最終確認、本社の経理部署との連携。
会計士資格者、その他簿記系資格の方歓迎。
経験により新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～25K

5年程度の営業経験、食品経験者歓迎。既存
顧客のフォローアップ、新規顧客開拓。商品プロ
モーション企画、在庫管理。ビジネスレベルの
英語。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～22K

業界経験不問、営業経験必須。ネットショップ、
病院やその他卸売り企業への営業。メールや
電話での内勤営業が中心。語学不問。新規ビザ
サポートあり。

アジア拠点 応相談 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 

日系企業の現地進出、会計・税務支援。日系既存
顧客と窓口業務、新規顧客開拓、会計士との
調整など。希望により香港以外（東南アジア
各国）の配属も考慮。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
物流・倉庫 応相談

フルセットの会計、財務、監査の実務。会計部
のマネージメント業務。1人で会計管理が出来
る方。Auditの知識、5年以上のマネージメント
経験が望まれる。新規ビザサポートあり。

香港/九龍

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社 応相談

営業経験3年以上。海外子会社をサポートする
にあたり、1～2ヶ月の長期出張を繰り返すスタ
イルの営業。長期出張対応可能な方。ビジネス
レベルの英語。

日本

キングスウェイ企画・宣伝・広報/
コンサルタント 香港/九龍

化粧品、薬品分野の香港進出の支援、コンサル
ティング。オンライン、デジタルアーケティング。
3年以上のウェブマーケティング経験。ビジネ
レベルの英語。新規ビザサポートあり。

～30K
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香港＆広東香港

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 

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 RMB～25K

商品開発。クリエイティブな発想力や想像力が
ああり、商品化できる方。メカ系だけではなく、
電気の仕組みもわかる方。普通語日常会話レ
ベル。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
専門商社・総合商社 

香港/香港島 20K～28K
事業企画担当（予算分析など）。エクセル（マクロ）
を使用した書類作成、コーディネート業務等。
会計関連経験2年以上。英語コミュニケーショ
ンレベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 30K～50K香港/九龍

保険・資産運用企業にて日本人顧客を対象と
したRM業務（商品：投資信託・債券など）。金融
全体の商品知識や経験を広く持っている方。
SFC Paper1取得者希望。

インテリジェンス
香港11K～20K香港/香港島

広告営業の増員。既存アカウントフォローなら
びに新規開拓業務（日系・ローカル企業）。英語
コミュニケーションレベル。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島 25K～28K インテリジェンス
香港

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。
英語ビジネスレベル。シフト勤務可能な方
（週休2日制）。

インテリジェンス
香港20K～23K香港/香港島

アウトソーシング企業にて、ゲームユーザー
向けのカスタマーサポート業務、その他事務。
英語日常会話レベル以上、シフト勤務可能な方、
ビザホルダー。

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

15K～30K
プライベートバンクでのアシスタント募集。顧客
問い合わせ対応（個人・法人）、書類作成など。
要証券会社での勤務経験、SFC Paper。英語
ビジネスレベル。就労可能なビザホルダー。

香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

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 応相談
証券会社バック業務。約定・コンプライアンス・
当局報告の流れが分かる方。受渡決済関連で、
日本のカストディアンとの対応ができる方。
要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/
金融・保険・投資顧問 

20K香港/九龍
医療CSポジション募集。主に法人からの医療
問題に関する問い合わせ対応。日本または香港
にて看護師資格を持つ方。英語コミュニケー
ションレベル。

その他（公務員・
通訳翻訳・教師・
医師など）/医療関連 

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
物流・倉庫 20K香港/九龍

既存の顧客への新規の提案業務がメイン。
物流業界経験者優遇、または製造業界の営業
経験者も検討可。中国出張あり。英語・普通語
コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
その他・教育・公的機関など ベトナム USD3K

税理士事務所にて日系顧客向け税務・会計ア
ドバイス及びチーム管理。勤務地はベトナム
（ホーチミン）またはヤンゴン（ミャンマー）。

インテリジェンス
広州

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 

RMB18K～
(相談可）広州

日系大手企業で保育園/園長職。【必須】1）日本
の保育士資格保有者、2）日本の保育園か幼稚園
の管理経験がある方。【語学力】不問（通訳を付
けることも可能）。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 25K～30K香港/香港島

大手金融企業よりシニアセールスマネジャー。
7年以上の金融業界勤務経験（営業、リース、
事業企画等）とビジネスレベルの普通語。

JPY250K～
450K

経営・店舗管理・
現場責任者/
その他サービス 

海外成長戦略推進担当として、新規事業などを
サポート。日本ベースで、担当によりベトナム・
ミャンマー・中華圏へ出張。要英語と担当エリア
の言語。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード 

香港/新界 20K～25K

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、英語ビジネスレ
ベル。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 30K

基板実装（EMS）の営業業務全般及び管理。
最低5年以上の基板実装EMS営業経験必須。
英語コミュニケーションレベル。新規でアグ
レッシブに営業活動ができる方。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 25K～35K香港/九龍

セールスエンジニア職。東南アジア、オセアニア、
インド及び中東地区等の既存代理店営業、新規
代理店開拓・技術支援等。メーカー（電気関係
尚可）での5年以上の技術もしくは営業経験者。

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
資産運用企業にてカスタマーサービス職。顧客
及び代理店からの問い合わせ対応。英語また
は普通語がビジネスレベル。CS経験もしくは
保険資格を持つ方尚可。

インテリジェンス
香港香港営業・コンサルタント/

小売・流通・通信販売 20K～35K
オンラインの時計ショップにて新規開拓営業。
日系マーケットに対するコール営業がメイン。
営業経験者、英語コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港深圳営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子） 40K～50K
工業化学・機械系企業より営業マネジャー。
新規開拓営業（日本・東南アジア向けに拡大）。
日系の製造業界にてエンジニア経験のある方。
英語・普通語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港日本

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

東京オリンピック後の日本と投資家としての準備

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。

　地球の裏側で開催されたリオデジャネイロオリピックが終
わった。ロンドン大会をはるかに上回るメダルを獲得した日本
選手団の活躍に沸いた大会だった。

　高校時代の3年間を体操競技部で過ごした身としてはミュン
ヘンオリンピック以来44年ぶりに団体と個人総合のダブル金
メダルに輝いた男子体操チームのパフォーマンスに言葉にな
らない感慨を覚えた。学生時代も会社員時代も会社を経営し
ている現在も4年に一度のオリンピックが開催されている時期
はどことなく気分が高揚するものだ。

　次回2020年のオリンピックは東京でおこなわれる。56年ぶ
りに我々の祖国で開催されるオリンピックになる。

　前回、日本においてはじめてのオリンピックがおこなわれた
1964年（昭和39年）のこと。1954年から1973年のオイルショッ
クまで続いた高度経済成長期のちょうど中間地点に当たる。そ
の頃の大卒男子の初任給はざっくり2万円程度、日本人の平均
年齢は30歳ぐらい。日本の人口は約9,000万人だった。

　2016年現在大卒男女の初任給は約20万円、平均年齢は45
歳である。2008年にピークの1億2,800万人を記録した人口は
若干減少して現在は約1億2,700万人。

　この50年の間に所得水準が上昇し、そして人口が大きく増
えたことがわかる。

　この間日本は敗戦という国家存亡の危機から復興し、GDP
で世界第2位の経済大国まで上り詰めた（現在は米国、中国に
次いで第3位）前回の東京オリンピックの6年後に大阪万国博
覧会が控えていた日本はまさにすべてが上り調子だった。これ
からの4年間、特に東京における国家的大イベントを前におお
いに盛り上がってゆくはずだ。

　巨大な投資を背景に株式市場は活況になるかもしれない
し、首都近辺の不動産はすでに大きく上昇し始めている。し
かし先に上げたデータは日本人の平均年齢の上昇とその背
後にある少子高齢化の進行を如実に表している。さらに日本
は数年前より出生数を死亡者数が上回る人口減少状態に
入っている。

　そしてオリンピックを終えたあとは今のところこれといった
経済を刺激するような大きなイベントは計画されていない。
逆にその5年後には第一次ベビーブームの時期に生まれた団
塊の世代約1,000万人が75歳以上の後期高齢者になる「2025
年問題」が訪れる。これまでにないほど多数の人が医療や介
護を必要とするようになり社会保障費負担が一気に増える。

　認知症のケアや老老介護などに伴う様々な問題も掛け算で
増えてゆくだろう。それを支える現役世代は少子化により大き
く減っているにもかかわらず。

　人力がかかる割に非生産的な仕事の激増により、外国人労
働者や移民の受け入れを真剣に検討しなければならないだ
ろう。残念ながら今回の東京オリンピックは前回とは逆に下り
坂の途中に行われることになることは確かだ。

　だが我々は投資家として、これからの世界を生きる者として
東京オリンピック以後の日本の姿も明確に想像して行動しな
ければならない。景気が良くなりそうな日本市場には注目しな
がら、一方では2020年以降は他国の市場でも臨機応変に立ち
回れるような準備をしておくべきだろう。

　海外における投資のインフラ整備とそれにともなう知識、テ
クニック習得のために残された時間もたった4年しか残されて
いないことも肝に命じておきたい。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広州

香港 深圳

香港深圳

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

住
ま
い
探
し
の
お
手
伝
い

今
週
の
お
ス
ス
メ
物
件
セ
レ
ク
ト

（所在地） 天河区

（間取り） 3LDK 120㎡

（環　境） 地下鉄3号線石牌橋駅まで徒歩6分

（備　考） 短期契約できる物件、1泊から長期まで契約期間自由

（月　額） 18,000元（日額 600元）

天 河 新 作

（所在地） 天河区

（間取り） 3LDK 128㎡

（環　境） 地下鉄3号線と5号線の珠江新城駅　歩6分

（備　考） 大型スーパー、周辺に日本料理あり

（月　額） 12,000元

W マ ン ション 　

君 玥 公 館

（所在地） 天河区

（間取り） 1LDK 36㎡

（環　境） 地下鉄5号線の巤徳駅　歩10分

（備　考） セキュリティが完備

 おしゃれな内装

（月　額） 10,000元

ラクラシ不動産ラクラシ不動産ラクラシ不動産 広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州市天河路371号
隆德大厦西塔1610室
(86) 20-8753-4146

広州

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
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 
ライフパートナー TEL （86）20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB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
エイブルネットワーク深圳 TEL （86）755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

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

ライフ（香港・広東共通）
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香港

◆香港風水界の巨星・劉啓治先生◆ 
　また一人、香港風水界のスー
パースターが天国へと旅立ってい
きました。
　その人の名は劉啓治先生。漢五
派71代目の継承者で、孟意堂の師
匠の師匠にあたります。
　劉先生は亡くなる前日まで普段
と変わらず仕事をされていたそう
です。そして、普段と同じように眠

るようにして天国に召されていったそうです。
　陰宅風水（ご先祖様の住むお墓等）のマスターとしてマレーシ
アをはじめ海外でも活躍したのと同時に香港の様々な企業の
風水顧問を務めた方ですが、とても気さくな方で難しい風水を
分かりやすく説明してくれる方でした。それまでは親から子へし
か伝えなかった風水の様々な「理（ことわり）」を、修行を積んだ
人に惜しげもなく伝授する懐の深さを持っていました。

◆風水の基本であり奥義であるポイントを指摘◆　　　 
　1994年に日本で放映されたテレビ番組「よみがえる平安京・
荒俣宏が探る1200年の謎」https://youtu.be/odNa4LlPvvA　
で劉先生は日本の風水ブームを築いた荒俣宏氏と出会い、なぜ
京都が1200年もの間、日本の都として君臨していけたのかを解
き明かしています。孟意堂が漢五派門下生になったばかりの頃、
劉先生がその時の様子を話してくださったことがついこの間の
ことのようです。
　何の前情報もなく、生まれて初めて行った京都の街で、劉先
生は京都の背中にある北の玄武（げんぶ）と、南側の平らなエリ
アにある朱雀（すざく）、街を守るようにして存在する東の青龍
（せいりゅう）と西の白虎（びゃっこ）という小高い丘をヒントにエ
ネルギースポットを探っていきます。玄武と朱雀を結ぶ直線と、

青龍と白虎の重要ポイントを結ぶ直線の交わるところが龍穴
（りゅうけつ）と呼ばれるエネルギースポットで、劉先生はその場
所を見事に見出しています。劉先生が指摘した龍穴のエリアと
平安京の政治の中心である太極殿跡地が一致したのです。
　この番組でもっとも面白かった
のが、京都の街の龍穴が街のど
真ん中に存在するのではなく、西
に外れたところにあることを劉先
生がさらりと指摘している点です。
もちろん番組の中でその理由に
ついては触れられていませんが、
門外不出の漢五派の奥義をテレ
ビ番組でさらりと触れていたのに
は驚きました。

◆孟意堂的流れを変える風水をマスターする奥義◆ 
　その人がいるだけでその場がぱあっと明るくなり、いなくなる
と火が消えたように静かになる場合があります。 それは、人がも
たらす目には見えないエネルギーの所以でしょう。人の力は理
屈では理解できないことが沢山あります。
　逆にその人がいるだけで緊迫した雰囲気になったり、嫌な雰
囲気になる場合が現実の世界にはたくさんあります。
　どうせ同じ職場で働くのなら楽しく働きたいですし、明るい学
生生活、心が和む家庭生活を築きたいものです。しかし、現実は
なかなか難しく、ネガティブな発言をされてしまうと反発したく
なるのが人情ですし、人の弱みにつけ込んだ態度を取られると
怒りが出てしまうのも人間です。

　流れを変える。

　これはなかなか難しいことですが、現状を冷静に受け止め、

一度空気を入れなおしたり、流れを変えてより良くしようと努力
することは大事です。
　その昔、劉先生がその場所を歩くと、前とは違った空気へと変
わっていくという、不思議な光景を目の当たりにしました。
　それまでギクシャクしていた空気が動き始めて何かが変わっ
ていったのです。このことは、学ぼうと思っても学べることではあ
りませんが、普段の私たちの生活にも必要なことだと思いまし
た。風水グッズを極力使わずエネルギーを変える、これが漢五派
の奥義です。人には知られなくてもすごい仕事を粛々と行って
いる人こそ粋でホンモノの風水師なのだと、その時に初めて悟
りました。できることならああいう人になりたい、カッコイイな
あ、と思いました。劉先生のような良いお手本に出会えたことは
とてもラッキーなことであり、孟意堂の宝物でもあります。

風水の奥義を行く！ 第55 回  再見！ 劉啓治先生、の巻
中国で生まれ五千年以上の歴史ある風水。ここでは香港の伝統的な風水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

ライフ（香港・広東共通）
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