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香港香港

　敗戦を告げる玉音放送の半年後の1946年2月16日夕刻の渋沢敬三蔵
相によるラジオ演説で国民は「国家財政の敗戦」を知らされた。「預金の
支払制限　世帯主三百円」「新日銀券を発行」・・・。終戦直後の日本の
インフレ率は568.1％。政府は国民の財産を吸い上げ、インフレで債務
の実質価値を目減りさせて、戦時国債で借りたお金をなんとか返した。
　70年後の日本、ネット上には「発行残高1000兆円の国債は政府の債
務で国民は1000兆円の債権者」「国債のほとんどは国内で消化している
から財政破綻には至らない」といった言説があふれている。戦時国債も
ほぼ国内で消化され、国民は債権者だったが紙くず同然になってしまっ
た過去を既に忘れてしまったかのようだ。
　今の日本の財政状況は異常だ。IMFの最新の統計によると日本のGDP
に対する債務残高は249％でギリシャの178％を大きく上回っている。第
2次世界大戦中の44年の204％より高く、古今東西を見回しても46年の
英国の270％に匹敵し、大戦でもないのに史上最悪に近い。
　それでも日本には1,700兆円と言われる豊富な個人金融資産がある
ので、国家は最終手段として預金封鎖と新円切り替えを行なうことで、財

政破綻を回避することができる。さすがに現代において預金封鎖はな
いとしても、今後さらに深刻になる少子高齢化社会に備えて、国民年金、
国民健康保険といった社会保障関連費用が大幅に削減されていくこと
は避けられない。
　もはや自分の年金は自分で作る時代、将来的な年金削減リスクに備
えて、世界一自由度の高い国際金融センターである香港の金融商品を
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」に参加されてみてはどうだろうか？香港・深圳での個別相談会は
随時開催しているので、気軽に問い合わせてみると良い。

カンヌが震撼した韓国のスリラー映画
日本を代表する名優・國村隼がキーマンとして出演
　韓国のナ・ホンジン監督最新作、「哭声（コクソン）The Wailing」が11
月3日より公開される。同作は、2016年5月に行われた第69回カンヌ国
際映画祭で、アウト・オブ・コンペ部門に出品され、世界中のメディアが
震撼した、衝撃のスリラー映画である。
　物語の舞台となるのは、自然に囲まれた小さな村。ある日、見知らぬ
日本人の男が村に現れた頃から、村で殺人事件が頻繁に起こるように
なる。村人たちの間に不安や疑念が広がる中、奇妙な病気に苦しむ娘
を持つ警察官は祈祷師に相談するが事態はさらに悪化していく…。
　主演は同作が初主演となる韓国の俳優クァク・ドウォン。最も重要な
役である見知らぬ日本人の男役を國村隼が熱演。國村は、韓国映画初
出演。台詞は殆どないが、演技がダイレクトに物をいっていて、ミステリ

アスな雰囲気を高め、独特の存在感を誇っている。
　「チェイサー」「哀しき獣」など、シリアスかつ暴力的な作風で知られ
る同監督だが、同作はシナリオの評価が高く、数々の批評家から賞賛
の声が寄せられている。怖いのを押してでも見に行く価値あり。家族や
友人と一緒に劇場に足を運んでみよう。

哭声（コクソン）The Wailing
公開中
監督：ナ・ホンジン
出演：クァク・ドウォン、ファン・ジョンミン、國村準、チョン・ウヒ

海外で作る自分年金セミナーin香港＆深圳開催のお知らせ
「国家財政の敗戦」

＜セミナー日時・場所（参加費無料）＞
11月19日（土）14:00～16:00 香港上環オフィス
11月20日（日）14:00～16:00 深圳粤海酒店
※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
香港携帯：(852)9062-0532　中国携帯：(86)136-9184-0363

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

今週の香港ピックアップ カジノだけじゃない！ 
街歩きが最も楽しめるマカオの秋  

マカオ観光のプロが選ぶ秋のイチ押しスポット
　"秋高氣爽"1年で最も過ごしやすいマカオの秋は、ポルトガルの風を感じられる「マカ

オ歴史地区」散策のベストシーズン。この季節に、是非とも足を伸ばしてみたいのが半 

島東部に位置する「ギア要塞」。マカオの市街を一望でき、中国画の技法が使われている

チャペル内のフレスコ画は必見。街歩きの後は、新スポット「南湾・雅文湖畔」へ。地元

アーティスト達のショップ巡りや湖でのボート遊び、週末にはライブも開催される。また、

この湖岸沿いにはお勧めイタリアンレストラン「CAFFE B」があり、手作りフレッシュパス

タ、特製オリジナルピザやTボーンステーキのグリル等、本格的なイタリア料理をマカオ

タワーや南湾の景色と共に楽しめる。

パルマ･ハム＆ワイン、最高の組み合わせを楽しもう！
　毎年恒例のイベントである「ランカイフォンカーニバル2016」が11月

19日（土）、20日（日）に開催される。期間中は、ネオンカラーと煌びやか

なライトで飾られ多くのフードやドリンクのブースが並ぶ。ゲームブー

スやライブエンターテイメントで盛り上がろう。

ランカイフォンカーニバル2016
15周年

11月19日、20日

Lan Kwai Fong, Central
13:00～22:00
http://lankwaifong.com/en/article.php?id=LKF-carnival-2016-lets-play

Concert Hall, Hong Kong City Hall
20:00 ～21:10
http://lankwaifong.com/en/article.php?id=LKF-carnival-2016-lets-play
HKD360、HK280、HKD180、HKD120

監督：テイト・テイラー
キャスト：エミリー・ブラント、
　　　　レベッカ・ファーガソン、
　　　　ヘイリー・ベネット、
　　　　ジャスティン・セロー、
　　　　ルーク・エバンス

Shop 3127, 3/F., Diamond Square, Shun Tak Ctr., 168-200 Connaught Rd., Central
(852)2542-2338
macautrs@macau.ctm.net  担当：ナカタ、クツワダ
http://macau-pro.asia/ja

VOLAR, 44 D'Aguilar St., Central
21:00～翌1:30
11時までの入場 無料、11時以降 HKD250（ワンドリンク付き）

香港ベストDJの王冠を手にするのは誰だ！
　今年で2回目の開催となる香港のベストDJを決めるバトル「BOOM 

BATTLE @ VOLAR」が11月17日(木)、24日(木)に中環のランカイフォンのナ

イトクラブ「VOLAR」で行われる。

一対一で相手を挑発しながらス

キルを披露し合う。審査員に加え

て観客の歓声もポイントとなる。

Boombattle at VOLAR
Battle of Best DJ in HK

11月17日、24日

オーケストラの演奏を通して観る映画の世界
　映画と音楽の演奏を組み合わせたユニークなパフォーマンス「King 

of Ghosts」が11月19日(土)に香港シティ―ホールで開催される。インド映

画の中でも想像力に富んだ

作品として有名な「Goopy 

Gyne Bagha Byne」が送る

メッセージを香港オーケス

トラの演奏をとおして表現

する。

King of the Ghost
New Art festival

11月19日

ミステリーサスペンス映画
ガール・オン・ザ・トレイン

11月10日公開

理想の夫婦に隠された真相に迫る
　エミリー・ブラント主演のポーラ・ホーキンズのベストセラーミステリー
小説「ガール・オン・ザ・トレイン」の映画版が11月10日香港で公開される。

監督はテイト・テイラ。豪華キャストで絶望
と闇を抱える女性3人の女性たちを描く、サ
イコスリラーの傑作。

Macau Tours Ltd. (澳門旅行社有限公司)

香港ピックアップ

04 Pocket Page Weekly 11 November 2016 No. 564
B



香港

香港

05Pocket Page Weekly 11 November 2016 No. 565
B



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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

香港/九龍 インテリジェンス
香港20K～26K

主に人事業務（採用・退職時の手続き、給与計算、
MPF等）、その他オフィスサポート全般★2～
3年以上の人事・総務経験者で、英語or広東語
のいずれかビジネスレベル。

営業・コンサルタント/
医療関連 香港/九龍 インテリジェンス

香港20K～30K

医療機器メーカーからの募集。医療部品など
を医療機関へ販売。海外出張あり。クライアント
同行等。★3年以上の営業経験者（業界不問）で、
マネージメント経験必須、英語/普通語：ビジ
ネスレベル。

香港/九龍 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） 20K

日系商社にて、基盤の生産の見積もりから納品
まで一連のコーディネーション業務。華南地区
の工場に週に1回出張あり。★基盤の営業・生産
管理経験者歓迎。

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 香港/香港島 25K～30K

大手金融企業よりシニアアソシエイト募集。
顧客への様々な金融商品の販売、新規開拓など。
★広東語ビジネスレベル、3～5年の金融営業
経験。

インテリジェンス
香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
金融・保険・投資顧問 

香港/香港島 20K～26K
資産運用企業より翻訳業務（投資商品パンフ
レット、フォーム、発行物など）。英語→日本語へ。
一部営業サポートも。★日英翻訳に精通して
いる方（金融知識あれば尚可）。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 15K～18K香港/新界

貿易商社より商品管理ポジション募集。社内シ
ステム、商品情報、在庫の管理など。★物流や
商品を管理した経験があり、基本的なエクセル
操作が出来、明るい方、ビザホルダー。

インテリジェンス
香港香港/香港島 20K～30K

プラスチック・ゴムなどを扱う企業より営業募集。
新規開拓等。★プラスチック業界経験者、英語
ビジネスレベル。即勤務可能な方歓迎。

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

インテリジェンス
香港25K～28K香港/香港島

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）。

営業・コンサルタント/
マスコミ・広告・デザイン 25K～50K

顧客対応。英語での提案書作成、プレゼンテー
ション必須（中国語でも対応できれば尚可）。
★PRまたは広告企業にて勤務経験のある方。
英語ビジネスレベル、普通語または広東語あ
れば尚可。

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

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

パートタイム
HKD100～
120/hr

融資関連の審査書などを日本語から英語に訳
す業務。その他電話対応、営業サポートなど。
★勤務時間：週3日勤務（半日、一日など応相談）。
★基本的な金融関連用語の知識とPCスキル。

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/
マスコミ・広告・デザイン

香港/香港島 パートタイム
HKD110/hr

翻訳（日本語⇔英語）、電話応対（英語使用多）、
データベース管理、情報収集など。★勤務時間：
月～金（8：30～17：30）①10月中旬～11月
中旬②来年1月～3月。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 30K～60K

資産運用企業より日本人顧客を対象とした
RM業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港

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 

20K香港
情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリ
サーチ作業など。★要英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/
外食・フード 

香港/新界 20K～40K
香港にて日本食を展開する有名企業より、秘書
ポジションの募集。（秘書・総務業務担当）★英語
ビジネスレベル、広東語コミュニケーションレ
ベル。秘書経験必須。ビザをお持ちの方。

インテリジェンス
香港

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 25K～35K

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。

ベトナム USD
1.4K前後

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） 

アパレルメーカーよりアシスタント募集。本社
との窓口など事務業務メインだが、工場進捗
管理や、品質管理にも携わる★英語が日常会話
程度できれば問題ない。繊維業界経験者歓迎。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス金型、
プレス加工技術（金属製品）の管理経験3年
以上。製造部門での管理職経験が豊富な方。
語学不問。

東莞

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）

日系大手企業で保育園/園長職。★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。語学不問（通訳を付ける
ことも可能）。

広州

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー） 

香港
電子部品基板の実装における、日系企業様宛の
営業業務全般。★電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

20K～40K

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
エステ・美容・理容 

香港
マネジャー募集。事業の企画・管理を担当。
★美容/健康関連のマネジャー経験のある方。
英語ビジネスレベル。

30K
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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 

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 ～40K

5年以上の購買経験。購買部のマネジメント、
スタッフの指導。各種商品の海外からの購買。
値引き交渉や、配送計画のフォロー。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
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 ～20K
2年程度のカスターマサービスまたは事務経験。
日本人顧客の電話・メールでの問い合わせ対応。
語学不問。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/
物流・倉庫 

～22K香港/九龍

2年以上の営業事務もしくはカスタマーサービ
ス経験。カスタマーサービス全般、現場立会い。
顧客問合せ対応。書類作成業務。コミュニケー
ションレベルの英語。就労可能なビザホルダー
の方。

キングスウェイ～25K香港/香港島
3年程度の営業経験者歓迎。日本人顧客へ
不動産投資の説明、コンサルテーション。ビジ
ネスレベルの英語。顧客問合せ対応。社内構成
の関係で就労可能なビザホルダーの方のみ。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 

香港/九龍 ～20K キングスウェイ
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～20K香港/九龍
2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
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。

香港/香港島

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫 

営業・販売系/
専門商社・総合商社

香港/香港島 ～25K
プラスチック、化学品、樹脂の既存顧客フォ
ロー、新規開拓営業、中国出張対応可能な方。
5年以上の関連業界での営業経験必須。ビジ
ネスレベルの英語（中国語尚可）。

キングスウェイ営業・販売系/
専門商社・総合商社

～20K香港/九龍
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
可能なビザをお持ちの方。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
医療関連

キングスウェイ

営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～22K香港/九龍

電子部品営業系経験者。既存顧客のフォロー
アップ、新規顧客開拓。その他書類作成業務。
出張対応可能な方。コミュニケーションレベル
の英語または中国語。経験によりビザサポート
あり。

キングスウェイ 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 

アジア拠点 応相談
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）の配属も考慮します。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
物流・倉庫 応相談香港/九龍

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
が望まれます。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 ～25K香港/香港島

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。

応相談営業・販売系/
専門商社・総合商社

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。

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 

香港/九龍 ～30K
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（中国語尚可）。経験によりビザサ
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/
物流・倉庫 

香港/九龍 ～25K
2年以上の営業事務もしくはカスタマーサー
ビス経験。日系営業部門のサポート業務（訪問
営業への同行あり）、顧客問合せ対応。コミュ
ニケーションレベルの英語または広東語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

～25K香港/九龍
3年以上の人事総務経験。雇用契約書、MPF、
備品管理・発注、トラブル対応など。ビジネスレ
ベルの英語または広東語。就労可能なビザホ
ルダーの方。

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。

キングスウェイ日本

ビジネス（香港・広東共通）
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適性を見極め、幅広いお仕事をご紹介
　香港で転職活動をする際、人材紹介会社を利用されているケースが多いかと思います。弊
社では先ず「登録面談」(PPW No.555掲載の「登録面談の重要性について」をご参照くださ
い。PPWホームページよりご覧いただけます。) を実施し、ご希望条件やご経歴を十分にヒア
リングした上で、ご経験、スキルの活かせるお仕事をご紹介しておりますが、お仕事に対する
考え方、取り組み方や将来の展望など適正や長所を見極めた上で、ご希望条件やご経験と
は異なったお仕事をご提案させていただくことがございます。

興味があれば応募してみる
　応募しないことには書類選考が通るか、面接が実施されるかもわかりません。同業種、およ
び異業種などのお仕事紹介を受け、チャレンジしてみたいお気持ちが強まれば、自身の可能
性を限定せず応募することをおすすめします。応募するかどうか、その場で直ぐに判断できな
い場合は、一度持ち帰り、ご検討ください。その際、企業ホームページより事業内容、主要取
引先、IR情報、ニュースリリース等をチェックするようにしましょう。また、 ①自身の強みが活か
せるか。②自身のキャリアをどのように築いていきたのか。③仕事内容、給与、待遇、福利厚生
等の条件面。④企業規模(大手・中堅・中小)など、何に重点を置くのかについても再度整理す
る必要があります。また、あまり細かく条件を絞り込みすぎると、選択の幅が狭まるので注意
が必要ですが、避けたい仕事、自身に適していない業界、職種などについても併せて整理し
てみましょう。
　実際に面接を受けることにより、勤務地周辺の環境、最寄り駅からの距離、社内の雰囲気、
より詳しいお仕事内容の説明など、その会社ならではの空気感や雰囲気を直接感じることが
できます。

入社後のイメージが湧く質問をすること
　面接時に質問するポイントとして、①応募ポジションの1日および1週間の業務スケジュール
について。②通常期・繁忙期・閑散期の時期やその際の仕事の進め方。③必要な資格やスキ
ル。④チームワーク重視かひとりで業務を完結するスタイルかなどを聞くことができれば、働く

ことになった場合、どのように仕事を進めていくのか具体的なイメージが掴めると思います。
　また、面接では自社の事業内容や自身が担当するお仕事内容について詳細に説明してく
れる面接もあれば、人材紹介会社より詳細説明を受けていると捉えて事業内容などを省いて
面接を進めるかたちなど企業により様々となるので、応募先企業の情報収集や企業研究を
しっかりと行い、準備しておきましょう。

意思決定、決断はスピーディに
　応募 → 書類選考 → 面接 → 内定までの期間は1～2週間で、その間の面接回数は2回と
いうのが多く見受けられますが、書類選考に時間をかけず、直ぐに面接を実施し、1次面接の
みで内定というケースも少なくありません。複数の面接を並行して受けている場合、早い意思
決定が重要となります。
　もし、第2希望の会社より内定をいただいた場合、担当のキャリアコンサルタントにご連絡
いただければ、第1希望の会社へ理由を説明し、面接を早めていただくことや、第2希望の会
社へも状況を説明し内定受諾の返事を少し延ばして欲しい旨、交渉いたします。但し、返事の
期限を延期してもらえるかどうかは、企業次第となります。
　内定後、早い入社を希望される会社が多く、早い決断を迫られる場面が出てきます。タイ
ミングを逸しないためにも、優先事項を明確化し、決断力を身に付けるようにしてください。
　自分に合った良いお仕事に巡り合えるよう精一杯お手伝いいたします。お気軽にお問い合
わせください。

自分に適した仕事の選び方

Kingsway Personnel Ltd  キングスウェイ パーソネル リミテッド
住所：Units 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza I, 489 Hennessy Rd., CWB
電話：(852) 2110-4433  
メール： jpdept@kingsway-hk.com
ウェブ：www.kingsway-hk.com

Kingsway Personnel Ltd.
ジェネラルマネージャー

関根慎介さん

銅鑼湾（コーズスウェイベイ）にオフィスを構える
。）yawsgniK下以（.dtL lennosreP yawsgniK

丁寧で親身な対応が評判で口コミでの利用者も多い。
今回は自分に合った企業、仕事の選び方について、
同社ゼネラルマネージャーの関根慎介氏にお話を伺った。
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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

地球連邦ができる前の時代を生きている我々庶民に開かれた機会

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。

　「他よりも優位な立場でいたい」
　これはほとんどの人間が普通に持っている感覚である。
　優位な立場というのは例えば、自分の方が力を持っていて
他を従えることができる（権力的な優位）、自分の方がお金を
持っていて他よりも豊かな暮らしができる（経済的な優位）、自
分の方が頭が良いまたは良い学校を卒業している（知的な優
位）、健康で運動能力も高い（身体的な優位）など他との比較
で自分の優越感が幸せだったり、逆に劣っている場合は劣等
感に苛まれたりする。
　優位性へあくなき追求のために努力を重ねたり、人と争っ
たりする。あくまで個人的な意見だが、本性とも呼ぶべきこの
欲求を捨て去ることはホモ・サピエンスには超えることのでき
ない壁のように思える。稀に無償の愛を振りまくことのできる
聖なる人も現れるが全体から見ればごくごく小さなパーセン
テージだ。
　人間には自分だけでなく自分の家族や子孫など自分に関係
の深い人たちの幸せや繁栄を願うという特徴もある。これはも
うむしろ種の保存にまつわる生物の根源的な欲求といえるほ
ど自然なことだろう。だから今優位な立場にない人はそれを
獲得したいと願って奮闘するし、すでに優位な立場にあるもの
はそうした活動を防いで自分のファミリーの有利な立場を固
定化させたいと願う。
　人類の歴史を見ればこの欲求が明らかに見て取れる。日本
の朝廷や幕府、中国の王朝、他の地域に現れたさまざまな帝

国。少数の権力者が多数の庶民を搾取してきた封建社会。こう
した枠組みではその権力が強固で平和な時代には世襲が横
行し、弱ってきたら革命が起きて新しい勢力が権力を奪ったと
いうことが繰り返されてきた。近代国家になってそうしたあか
らさまなことは少なくなってきたが、それでは人間の優位性に
対する欲求がなくなったかというとそうではないだろう。むしろ
近代的に形を変えて有利な立場にある側とそうでない側の固
定化は依然として進行しているように思える。例えば日本の政
治家の多くは権力も経済的な豊かさも備えている。（もちろん
そうでない人もいる）優位な立場にあると言って差し支えない
だろう。この政治家を選ぶときの手続きは表向き民主的だが実
質的には世襲が定着している。仮に日本の過去20年間の内閣
総理大臣をみても政治家ファミリー出身でない人が就任した
のは菅直人、野田佳彦元総理のわずか2年半だけである。
 富裕な者がそうでない者よりますます豊かになってゆくとい
うのも資本主義社会の道理である。人が生きてゆくのに必要
な最低限のコストはそれほど変わらないので富裕層は余剰資
金をより多く投資にまわすことができる。投資に対する利回り
が同じであれば大きな元本を投じることのできる者の方がよ
り多くの金額を得ることができるからだ。一部の人やファミ
リーがあらゆる優位性を強化しながら国の権力まで握り、多く
の庶民を統治する。今や中国の権力中枢も高級幹部のファミ
リー出身の太子党と呼ばれる人が大勢を占めてきているし、自
由と民主主義の代表選手のようなアメリカでさえ大統領にな

る人が一部の家族に集中してきているようだ。
 話は変わって、我々が日々便利に使っているパソコンやスマ
ホ。これらはいざというときに統治者が庶民を管理するのにも
便利な道具となるだろう。国家の重要機密にまで侵入して情
報を盗み出すような技術を持ってすれば個人が持っている
データを取得することなど赤子の手を捻るようなものである
に違いない。スマホについているGPS機能で地球上の自分が
どこにいるかがわかるということは自分以外の人もそれを把
握できると理解しなければならない。それが嫌であればすべ
てのデバイスを捨ててどこか遠い山にでも篭もるしか無いが
そんなこともできない。なんとなくではあるがあらゆる国で巨
大な優位性を持った少数の支配層がその他大勢の庶民を思
うがままに統治するという形が徐々に作り上げられている気
がする。
　唯一救いがあるとすればそれはまだそれぞれの国家の中
で起こっていて、別の国家同士は覇権争いをしているので利
害が一致してないということだろうか。これが例えば「機動戦
士ガンダム」に出てくるような地球連邦なる統一国家でもあれ
ば一部の統治者による庶民の支配は実に効率よく進められる
のであろうが。。地球連邦ができる前の時代を生きている我々
庶民にとって、制度も価値観もばらばらなさまざまな国を訪れ
て経済的な拠点を築けるというのはやはり最大の利点にして
最後のチャンスではないかと思う。

ビジネス（香港・広東共通）
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上東PLUS（ShangDong）

水湾1979（ShuiWan1979）

深圳

深圳湾一号（ShenZhenWanYiHao）

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226

（所在地） 福田区八卦一路与二路交匯處
（間取り） 1LDK、2LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄7号線（八卦岭）徒歩2分
（備　考） 羅湖で希少な新築駅近物件
 好立地、地下鉄7号線（八卦岭）駅徒歩2分
 家賃もお値打ち、バスタブ設置可
 生活便利スーパー・レストラン多数
 新築物件・2016年12月オープン予定
 高層階・陽当たり・眺望抜群
（月　額） 1LDK（55㎡）：6,500元／2LDK（76㎡）：10,000元

（所在地）　南山区荔园路与工業五路交匯處
（間取り） 1LDK～3LDK
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（水湾）徒歩3分 
（備　考） 蛇口（2号線沿線）の新築物件
 間取り（タイプ）も色々単身用（1LDK）からファミリー向け（3LDK）まで
 好立地、（水湾）駅徒歩3分 
 静かな住環境、セキュリティー良好
 海上世界へも徒歩圏内
 高層階・陽当たり・眺望抜群
（月　額） 1LDK（53㎡）：6,000元／2LDK（87㎡）：8,000元
 3LDK（123㎡）：13,500元

（所在地） 南山区東濱路与科苑大道交匯處
（間取り） 住居220㎡～600㎡
（室　内） 新築オープン新内装、家具家電全て新品
（環　境） 地下鉄2号線（登良）徒歩8分／地下鉄9号線（深湾）徒歩5分 
（備　考） 深圳で有数の超高級賃貸マンション
 中国（賃貸）では珍しい入居審査あり
 ジム・プール・テニスコート等の施設は会員制
 ベランダからは羅湖・福田・蛇口の全眺望あり
 24時間セキュリティーで防犯カメラ多数
 コンシェルジュのスタッフ（男女）もモデル以上の美しさ
 近隣ビル屋上にはヘリポートを建設（会員限定の利用を予定）
（月　額） 3LDK（220㎡）：100,000元／5LDK（456㎡）：170,000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
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5002号地王大厦主楼40-10単元
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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深圳 香港

◆胸がキュンとなること◆ 
　今、日本でヒットしている長編アニメーション映画「君の名
は。」は、10月中旬に観客動員数が1,184万人を突破し、興行収
入は154億円を超えたそうです。香港でも近い将来上映される
のだとか。
　この映画は、東京に住む男子高生と飛騨高山に住む女子高
生が何度か入れ替わり、何度も過去・未来・現在を行き来しま
す。過去から未来へと時間が流れる私たちの目の前で、映画の
中では違う時間が流れ、私たちはドキドキハラハラします。時間
軸が変わり記憶がなくなる前に、お互いを忘れないために腕に
しっかりと相手の名前を書きますが、時間が変われば記憶は残
らず、切ない物語が繰り広げられていきます。
　もう一つこの映画で胸がキュンとするのは、私たちが日本に
住んでいた頃の見慣れた風景が登場する点です。
　そうだ、こんな歩道橋を渡って学校に通ったよね。
　新宿の繁華街のこんなところを歩いたよね。
　と、自分の記憶にある懐かしい風景が、現実の世界以上にリ
アルにそして美しく描かれています。
　日本では、こうした映画のシーンのモチーフになった場所に
行って記念写真を撮る「聖地巡礼」も流行っているそうです。
　一人で巡礼する方ももちろんいるようですが、家族や仲間と
巡礼し、リアルな世界でその場所の空気を吸い、心を通わせるこ
とはとても素敵なことだと思います。

◆しっかり泣ける、ということ◆
　この映画の魅力は「しっかり泣ける」こと だと思います。
　感動したり感激して涙することと、私たちのココロやカラダと
は、陰陽五行の世界で見ると深い関係があります。優秀な中医
学の先生が四柱推命に長けているのは、元々同じ陰陽五行学を
学ぶからだと思います。
　例えば、ココロが喜びに満ち溢れていっぱいになり感動する

というのは、五行では「火エネルギー」が動くことです。ココロが
感動すれば顔がだんだん紅潮し、それが度を越すようなもので
あると心臓に負担がかかってきます。
　ある出来事にあれこれ思いをめぐらし、そのことばかりを深掘
りして考えてしまうと、五行の「土エネルギー」が影響し、気や血
液やリンパ液に深い関わりを持つ脾臓に負担が出てきます。
　同じ感動でも、映画の世界と現実の自分を比較し、辛い体験
を思い出して悲しくなり涙してしまうのは、五行の「金エネル
ギー」が動くことです。この場合は、肺などの呼吸器系統に負担
がかかると言われています。

　ですから健康のためには五行のバランスを取ることが最も大
事だと言われています。余り喜ばず、余り考えず、余り感動しない
こと。でも、本当にそうでしょうか？
　心の底から感動ししっかり涙を出すと案外気持ちがすっきり
してきます。頭がはっきりしてきます。そして、心の底から感動す
ることは、きっとそれからの人生を豊かにするはず。涙は簡単に
見せることができないでしょうが、そういう時の涙はとても綺麗
でクリアなものです。

◆孟意堂的リアルに感動することの奥義◆ 
　ITの世界がどんどん進化し、バーチャルな世界が広がっていく
中で、風水はといえば相変わらずリアルな世界にしか存在して
いません。陰陽五行も山も水もリアルな世界での話。世の中が
どんなに進化したとしてもバーチャルな世界の中にはエネル
ギーが感じられません。バーチャルな世界では、風水を語ること
ができても、操ることは不可能です。
　リアルな世界では、エネルギーが常に流れています。そのエ
ネルギーを分析し、時にスムーズに流し、時に集めて活用する
のが風水の奥義です。
　リアルな世界とバーチャルな世界を自由に行き来しているの
が今の私たちです。
　だからこそリアルな世界で思い切り感動し、思い切り生きる、
そう教えてくれているかのようです。

風水の奥義を行く！ 第57回  映画「君の名は。」に感動し涙する、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
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香港＆広州

香港

【 調査概要 】
調査方法：「金融経済教育セミナー」の参加者へアンケート
調査対象：全国の大学・専門学校生
有効回答数：470人（男性：116人、 女性：354人）
調査日時：2016年7月～9月中旬
調査機関：SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

◆最も多いプレゼントは「お金・商品券」

　特別な日に家族・親戚からよくもらうプレゼントは何か質
問したところ、約6割（59.57%）が「お金、商品券」と回答。次に
「パソコン、タブレット、スマホ関連」が45.11%、「雑貨」が
40.43%であった。デジタル化が進んでいる現代では、「お金・
商品券」と並んで「パソコン、タブレット、スマホ関連」が人気
のプレゼントとなっていることがわかった。男女別で見ると、
男女ともに最もプレゼントとしてもらっているものは、やはり
「お金・商品券」（男性68.10%、女性56.78%）だった。次に男性
がよくもらっているプレゼントは「服、靴、鞄」（37.93%）で、3
位は「パソコン、タブレット、スマホ関連」（23.28%）という結

果に。一方、女性がよくもらっている2位のプレゼントは「パソ
コン・タブレット・スマホ関連」（52.26%）で、3位は「雑貨」
（48.87%）という結果であった。

◆プレゼントをもらうタイミング

　お正月以外で、家族・親戚からお金や商品券をもらったこ
とがあるイベントを聞いたところ、「入学・卒業祝い」が最も
多く75.96%、「誕生日」が2位（62.77%）、「頑張った時のご褒
美」が3位（34.26%）であった。また、5位の「デート」という、少
し意外な意見もあった。

◆お金をもらっても約6割が
　貯蓄する！
　最後に、気になる使い道
について聞いたところ、約6
割の大学・専門学校生
（59.06%）が「貯蓄する」と
回答。次に多かったのは、
「消費する」（35.31%）で
あった。

　以前、大学・専門学校生の貯蓄実態を調査したところ、約6
割の学生がお小遣いを普段から貯蓄していることがわかっ
ていたが、今回の調査から、特別なイベントでもらったお金
でも、約6割が貯蓄しているという結果になり、イマドキの学
生の貯蓄意識が高いことが明らかになった。将来に発生す
る出費への備えを持ち、夢を叶えるための資金を自分の力
で貯めるなど、堅実な若者が増えているようだ。

SMBCコンシューマーファイナンス株式会社では、全国の大学生や専門
学校生向けに開催している「金融経済教育セミナー」の参加者を対象に、
家族からもらうプレゼントに関する調査を行った。
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家族からの人気プレゼントは「お金」と
並んで「PC、スマホ」がランクイン

全国の大学・専門学校生に聞いた！

Q.特別な日に家族・親戚からよくもらうプレゼントは何ですか？

Q.お正月以外で、家族・親戚からお金や商品券を
もらったことがあるイベントを教えてください。 

Q.特別な日に家族・親戚からお金を
もらったらどうしますか？（お小遣い以外） 
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