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「ままサプリ」「ままサプリ」読むだけで
ママが笑顔に
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第11回 「ながらのススメ」
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［Sogo Shop］
Address：6/F, SOGO Causeway Bay store, 555 Hennessy Rd., CWB
Tel：(852)2833-2436

［Landmark Shop］
Address：Shop B64, The Landmark, Central
Tel：(852)2789-9911

［Beijing Shop］
Address：107 Kerry Centre Mall, 1 Guanghua Rd., Chaoyang district, Beijing
Tel：(86)10-8529-8060

Winter sale last callWinter sale last call
紳士靴有名ブランド各種が

最大４０％ディスカウント！
香港ランドマーク店、北京店でも、
同一の期間限定プロモーション

開催中！

NWB 投資フォーラム【第3回】レポート
2016年の金融市場の振り返りと
トランプ米国新政権

JACリクルートメント 香港
HK MNC チーム 松山元弘さん
日経新聞読者インタビュー

香港の飲食店、
小売り店における
採用問題とは！？

Jobeework
Limited代表
原田 悟氏



香港

　湾仔の人気メキシカンレストラン、「Agave Tequila Y Comida」
では「Tacos, Tequila, Tuesday」と題したプロモーションを開催
中。毎週火曜は、テキーラのショット一杯、またはコロナ1本
に、ポークまたはチキン・タコスが1ペア付いてHKD128とお買
い得だ。
　2000年に創業して以来、「Agave Tequila Y Comida」は、本物
のメキシコ料理、特にグアダラハラ（メキシコ第2の都市）の郷
土料理と創作料理などを提供してきた。トルティーヤは毎日手
作りするほか、唐辛子、サボテンとグリーントマティーヨ（メキ
シコ料理に欠かせないナス科の野菜）などの食材はメキシコ
から輸入したものを使用するというこだわり。店内は香港・マ
カオの中でも最多を誇る150種類以上のテキーラやメスカー
ル、マルガリータを楽しむ人で日々賑わい、そのエネルギッ

シュさは香港に現れた小さなメキシコのような雰囲気だ。
　「Tacos, Tequila, Tuesday」のプロモーションは2017年2月の
末まで。毎週火曜に、午後5時から午後10時までオーダーする
ことができる。
　陽気なメキシコ料理で、2017年を元気よくスタートさせよう!

猫とホームレスの奇跡の物語を映画化！
「ボブという名のストリート・キャット」
　ロンドンでミュージシャンを夢見るジェームス。だが、音楽活動も思う
ようにうまくいかず、気づけば路上生活者となってしまった。希望を無く
し落ち込んでいる彼の前に現れた一匹の野良猫。この何気ない野良猫
ボブとの出会いが、彼と一匹の人生を変えていく。「ボブという名のスト
リート・キャット」はホームレス青年と野良猫ボブとの実話を元にした友
情物語。原作本は世界28ヶ国で翻訳出版され70万部のベストセラー
ノンフィクション。夢を忘れかけた人、まだあきらめずに頑張っている
人。同作品はそんな人たちの心にしみる映画だ。
　怪我をした野良猫を発見したジェームス。しかし当の彼には安住する
家もなく、麻薬中毒からの更生プログラムで治療中の身。1ヶ月の収入は
25ポンド（約3192円）。それでもボブの治療費に28ポンド（約3575円）を
払い、飼い主を探し始める。当時のジェームは家もなく自分の暮らしもま
まならない状態だったからだ。猫の足が完治すると彼は公園に猫を放し
にいった。しかし逃げるどころかジェームスにどこまでも付いてくる。この

猫も行く場所がないのだと知り捨てることを断念した彼は、猫ボブと共
に路上でパフォーマンスをはじめる。その様子を見守っていた出版社
の提案で本を出版する。すると「奇跡の野良ネコが人生どん底男を救う」
とすぐさま話題に...。

火曜日は美味しいタコスを！
湾仔のメキシカン・レストランのお得なプロモーション

Agave Tequila Y Comida
住所： Shop C&D, G/F., Beverley House, 
 93-107 Lockhart Rd., Wan Chai
電話： (852)2866-3228

ボブという名のストリート・キャット
公開中
監督：ロジャー・スポッティウッド
出演：ルーク・トレッダウェイ

香港トピックス

02 Pocket Page Weekly 13 January 2017 No. 574
B



広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港

香港&広州

香港

香港

03Pocket Page Weekly 13 JANUARY 2017 No. 574
B



広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

香港 香港

香港

今週の香港ピックアップ

Exhibition

「人間狩り」の恐怖を描いた
サスペンス映画「Desierto」

公開中

人間狩りから逃げ切ることができるのか？
　映画「ゼロ・グラビティ」の脚本を、父のアルフォンソ・キュアロン監督と共同で執筆し

た息子のホナス・キュアロンによる、人間狩りのターゲットにされてしまう人々の恐怖を

描いた映画「Desierto」（Desiertoはスペイン語で“砂漠”）がついに香港公開！ 幼い息子

に会うためにメキシコからアメリカに密入国する移民グループに加わったモーセ（ガエ

ル・ガルシア・ベルナル）は、砂漠で「国境警備」を名目に密入国者を射殺している人種差

別主義のアメリカ人サム（ジェフリー・ディーン・モーガン）に遭遇してしまう。移民グルー

プの仲間たちは次々に射殺され、岩とサボテンしかない広大な砂漠を、どちらに行けば

いいのかもわからないまま、モーセは逃げ続ける。手に汗握る展開を映画館で堪能しよう。

10周年コンサートのフィナーレを香港で飾る！
　アジアのみならず世界の

音楽シーンで注目を集める

韓国出身のアーティストグ

ループ「BIGBANG」。10周年の

集大成“0.TO.10”シリーズの

ファイナルライブを香港で行

うこととなった。一度聴くと耳から離れない彼らの歌声を生で聴くまた

とないチャンス。

BIGBANG 10 THE CONCERT 
“0.TO.10”FINAL IN HONG KONG

1月21日、22日

監督：ホナス・キュアロン
出演：ガエル・ガルシア・ベルナル、アロンドラ・ヒダルゴ、ジェフリー・ディーン・モーガン

Hong Kong MacPherson Stadium
19:00～
HKD680、HKD580、HKD480、HKD380

90 Bonham Rd., Pokfulam
(852)2241-5500
www.umag.hku.hk
無料

Music Zone, E-Max, 
Kowloonbay International Trade &
Exhibition Centre, Kowloon Bay
19:00～
HKD680（VIP）、HKD480、HKD380

East Kowloon Cruise Terminal Outdoor Activities Square, 
Kai Tak Cruise Terminal, 33 Shing Fung Rd., Kowloon
18:00～
(852)2111-5333
HKD2,188、HKD1,588、HKD988、HKD688

サムライギタリストとの独自な演奏に病みつき
　日本国内だけではなく北米、南米、アジア、ヨーロッパなど世界の数

多くの国々で活躍している日本を代表するギタリストのMIYAVI。そんな

彼が、新アルバム「Fire Bird」の発売記念

ツアー「MIYAVIワールドツアー2017」で

来港しコンサートを開催する。

MIYAVIワールドツアー2017
 "Fire Bird”香港

2月24日

3回目のソロライブ！ 「Suara」の歌声に酔いしれる
　「うたわれるもの」シリーズをはじめ、アニメやコンピューターゲーム

のテーマソングを歌っているSuaraが「アジアツアー2017 in香港」で来港し、

ソロコンサートを開催する。200枚限定のVIPチケット購入者には彼女の

手書きサインとメッセージが書かれたポス

トカードのプレゼント付き。

「Suara ASIA TOUR 2017」
～声を聴かせて～香港公演

2月19日

THE KINSEY AFRICAN AMERICAN ART
AND HISTORY COLLECTION

～2月26日

黒人の歴史を学ぶ香港初の展示会！
　アメリカ国外で初のKinseyのコレクションの展示会が香港で開催さ
れる。同展示会では、アメリカにおけるアフリカ系アメリカ人の奴隷解放

運動から、人種差別の歴史まで、関連
する120以上の遺品、絵画、重要資料
などの収蔵品が展示される。

香港ピックアップ
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香港

香港

香港
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香港＆広東 深圳

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/
その他サービス

香港/香港島 インテリジェンス
香港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）。

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍 インテリジェンス
香港15K～17K

アシスタントポジション。レポート作成（海外
会議、予算、戦略など）。★分析・戦略が得意で、
ロジカルに考えられる方。PCスキルの高い方。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社 18K～25K

電子部品商社の営業。価格交渉やアフター
サービスの提供。★普通語ビジネスレベル。
関連業務経験者は尚可。

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 30K～50K

営業マネジャー募集。主に財務分析、リースお
よび海外ローン事業（香港・華南地域担当）。
★金融業界での法人営業・海外ローン経験。
普通語・英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

マーケティング・
企画・リサーチ/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 20K～30K
スーパーバイザー職。報告書・翻訳業務、東ア
ジアの各拠点との連絡（リスクマネジメント）。
★金融・銀行業界での最低3～5年の経験。
英語・普通語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
マスコミ・広告・デザイン 20K香港/新界

Web制作サポート全般。自社サイトの立ち上
げサポート、サイト管理・運用など。★記事企
画・編集の経験者。

インテリジェンス
香港香港/香港島 25K～27K

経理・総務のスーパーバイザー募集。割合は
7：3くらいで、送金振込手続きやオフィス備品
管理など。★3～5年のオフィスサポート経験。
英語日常会話レベル。ビザホルダー歓迎。

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

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

インテリジェンス
香港20K～30K香港/香港島

既存顧客、新規サプライヤーの発掘業務や、
購買関連業務など。華南工場の生産状況確認
＆日本へ報告。★営業力が長けた方（2年以
上歓迎）で、英語日常会話レベル。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 16K～20K

日系保険会社での営業業務。日系法人顧客
向け損害保険商品の案内。★３年以上の損害
保険業界経験者。

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/
旅行・レジャー・観光

22K～25K
旅行代理店の秘書業務。役員のサポート、ビジネス
ミーティングの通訳・翻訳補佐など。★秘書
経験があり、5年以上の社会人経験がある方。

インテリジェンス
香港

生産管理・
品質管理・購買/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 16K～20K
電子デバイス企業より、シニアマネジャー
募集。ローカライズされたソフトウェアのテスト
等。★スマートフォンやタブレットに詳しい方。

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）

20K～25K
食品メーカーより、CS募集。店舗イメージや、
バウチャーの企画・準備、報告書作成など。
★3～5年のマーケティング経験者尚可。

インテリジェンス
香港香港/新界

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東莞

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。

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

香港/新界 20K
輸出入業務またシッピングチームのサポート。
サプライヤーとのやり取りの確認（メール内容
のチェック）など。★普通語または広東語ビジ
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）の営業業務全般および管理。
★5年以上の関連経験者か、なくても電子業
界の営業経験あれば検討可。中国出張が可能
な方。

ベトナム USD3K～5K インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
建設・建築・内装・住宅関連

主にホーチミンにて、不動産物件の開発をする
企業にて、開発住宅プロジェクトの設計、施工
管理。★英語日常会話レベルで、責任感の強い
方。

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。【語学力】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

生産管理・品質管理・
購買/メーカー
（機械・電気・電子）

USD～3K

トランス製品の設計および製造販売において、
工場で生産される製品の品質管理、品質の向
上業務。★トランス製品の品質管理経験が3年
以上。

ベトナム

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 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
操作ができ、明るい方、ビザホルダー。

15K～18K

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

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。

30K～60K
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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 紹介会社

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 ～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
生産管理・
品質管理・購買/
専門商社・総合商社

香港/香港島 ～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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

～18K香港/九龍

IT関連業界営業経験。サーバ、ネットワークの
知識をお持ちの方。顧客対応全般。見積もり、
資料作成、エンジニア管理。北京語ビジネス
レベル。就労可能なビザをお持ちの方。

キングスウェイ～25K香港/香港島
3年程度の営業経験。代理店管理、新たなビジ
ネスパートナーの開拓、ビジネスセミナーの
実施。ビジネスレベルの英語（北京語もしくは
広東語尚可）。新規ビザサポートあり。

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島 応相談 キングスウェイ
飲食店管理経験者。接客指導、スタッフ管理、
フロアマネジメント、業務フロー改善など。
コミュニケーションレベルの英語。経験により
ビザサポート可。

キングスウェイ～35K香港/香港島
WEBサイトの管理、コンテンツ管理、アクセス
解析および分析に基づくプランニング。プロ
ジェクト管理、各種企画立案。ビジネスレベルの
英語。就労可能なビザをお持ちの方。

キングスウェイサービス系/
外食・フード ～30K

デザートメニューの開発、製造業務全般。パティ
シエ経験のある方、もしくはレストランで製菓
担当の経験。ビザサポートあり。

香港/香港島

サービス系/
外食・フード

技術系（IT・通信）/
その他サービス

香港/香港島 ～30K

5年以上の串かつ等の調理経験必須。串カツを
中心とする調理、スタッフ管理、新メニューの
開発。英語、広東語、中国語のいずれかができる
方尚可。経験によりビザサポート検討可。

キングスウェイサービス系/
外食・フード

～18K香港/九龍
事務経験ある方。商品管理、データ入力。社内
各部署とのやり取り。日本人上司への報告。
語学不問。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/
専門商社・総合商社

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
経理、物流事務サポート。簡単な通訳、オフィス
庶務。コミュニケーションレベルの広東語も
しくは中国語。就労可能なビザをお持ちの方。

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。香港以外（東南アジア各国）の
配属希望も考慮可。

キングスウェイ企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 応相談香港/九龍

自社のWebサイトの活用および開発・運用。
宣伝効果分析および広告掲載プランニング。
日本本社、ローカルスタッフとの連携および
スタッフ管理。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/
金融・保険・投資顧問 ～25K香港/香港島

3年程度の営業および金融業界経験者歓迎。
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。社内構成の関係でパーマネントビザを
お持ちの方のみ。

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。

キングスウェイ営業・販売系/
物流・倉庫 香港/九龍 ～25K

倉庫管理経験必須。顧客対応全般、従業員
管理。入出庫管理、受発注処理。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 ～23K

3年以上の電子部品営業経験。新規顧客開拓、
納期管理、クレーム対応。中国出張対応可能
な方。英語、北京語ビジネスレベル。経験により
ビザサポート検討可。

キングスウェイ
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

～25K香港/九龍

経験不問。幼児教育講師。メソッドの企画開
発、運営。教室運営。父兄対応。小学校入学情
報の提供。バイリンガルプレイグループの体
験案內、ビジネスレベルの英語尚可。

キングスウェイ会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 ～30K香港/九龍

3年以上の経理、財務、フルセット会計経験
必須。責任者への財務会計状況の説明、報告。
ビジネスレベルの英語。経験によりビザサポート
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

営業経験必須。既存顧客のフォロー、新規
開拓。見積作成、技術者との打合せ。英語、
北京語ビジネスレベル。経験によりビザサポート
検討可。

キングスウェイ香港/九龍
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
専門商社・総合商社

～35K

GMのアシスタント業務全般。資料、レポートの
作成が主業務。通訳、翻訳、日系顧客の応対、
接客など。ビジネスレベルの中国語、もしくは
英語。

キングスウェイ日本

ビジネス（香港・広東共通）
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　2016年を振り返ると、2015年10月に利上げした
米国の金融政策と日本と欧州それぞれの金融政策が
違うために、デカップリング（世界経済と米国経済との
連動性が弱まるという意味）が発生しました。我々は、
過去の経験則に基づき動くため、デカップリングとい
うあまり起こり得ない状況に、私は「今年はリスクを取
りにはいけない」と今年3月に開催した第１回目の投
資フォーラム時に申し上げました。実際その通りに進
み、“リスクオフ“という言葉が流行り、安全な資産であ
る債権を買う動きが10月まで続きました。11月の大
統領選でドナルド・トランプ（以下、トランプ）が当選を
果たし、2017年1月には、第45代大統領に就任するこ
とになりました。その影響で、一気にポジティブトーン
へと流れが変換してきています。おそらく今後は、イン
フレスイッチが入る流れに変わるでしょう。
　トランプの経済政策で注目されているのが、米国の
経済成長と財政出動による消費刺激および税制改革
です。減税では、年収2万5000ドル未満の単身世帯
と、年収5万ドル未満の夫婦世帯には個人所得税の免
除を打ち出し、法人税は35％から15％まで引き下げ
ると公約にはうたっています。この二つから察するに、
トランプは減税によって米国の消費刺激をしたいと考
えているのではないでしょうか。さらに重要なのは、米
国企業が事業を他国籍展開していますが、各国で出
た利益を本国で還流させていないという実態です。そ
れを解消するために、一回限り法人税を10％に減税
し還流させると公約にはうたっています。現在、株式相
場は米国でポディティブに反応してきています。打ち

出している政策の思惑として、10％の減税で資金を
還流させていく動きの先に、減税分を投資にまわし
て、新たな産業を花開かさせていくシナリオがあるよ
うに感じます。今後は、急激なドル高の進みは抑制し
つつ、資金管理を行うことで、ドル高は徐々に進んで
いくと予想しています。もし、この予想が実現した場
合、米国はさらに一層大きくなり、新たな転換を迎える
ことになるかもしれません。それが、トランプが主張し
ている、「アメリカファースト」というひとつの大きなス
トーリーではないでしょうか。
　また、今後ドル高が進むと経済はどのようになるの
でしょうか。トランプが当選を果たした現在、ドル高に
変換し、インドをはじめとしたアジア通貨（日本も含
む）が売られ約10％下落している状況です。忘れては
いけないのは、20年前にアジア通貨危機がおこりま
したが、今と比較するとアジアの各国のGDPや外貨準
備高の水準は格段に違うという点です。つまり、多少
の混乱が起こることは想定されますが、アジアは大規
模トレンドとして投資が向かう先であるということで
す。2016年の数字をみても、他の諸国に比べて、アジ
アの経済成長率の高さは間違いありません。投資して
勝つ可能性が高いのは、より成長率の高いところに金
を投資していくことが一つの鉄則です。そのようなこと
を考えると、今後経済課題がある欧州からアジアへ流
れ来た時に、どのタイミングで入っていくかというの
が、大きなテーマとなります。アジア通貨が安くなった
タイミングでエントリーするのも一つの手ではないで
しょうか。

　今回の投資フォーラムは、2016年の海外マーケットを含めた振り返りから、2017年の動向予想まで行われ、参加
者にとって満足度の高い結果になったようだ。講演だけでなく、ビクトリア湾を一望しながらの広東料理のランチ
やシンフォニーオブライツを観覧しながらの北京料理のディナーで香港の多様な食文化を楽しみながら、参加者
同士の交流ができることもまた、フォーラムの魅力だろう。最新の金融事情や国際税務、アジア情勢について、日本
ではなかなか得られない貴重な情報が手に入るこの投資フォーラムは一部のセッションだけでも参加が可能な
ので、興味のある方はぜひ参加してみて欲しい。

〈講演テーマおよび共演者〉

◆お子様にとって最適な学校をどのようにして見つけるか
 Foundation Global Education 
 講師：Brenda Hung Education Counselor
 通訳：向井 裕子Manager

◆2016年の金融市場の振り返りとトランプ米国新政権
 講師：Nippon Wealth Limited　長谷川 建一COO

◆グローバル・マルチ戦略について
 講師：非公開

◆インフラファンド
 講師：非公開

◆タイ不動産事情
 講師：Asian Business Partners (Tailand)Co.,Ltd. 北浦洋二CEO

◆中国経済と資本市場、そこに見出すチャンスやリスクについて
 講師：Rongtong Global Investment Limited Allen Yan CEO

◆海外株式マーケット
 講師：Monex Boom Securities(H.K.) Limited 岡本啓司Director 

◆テキサス不動産
 講師：ステイジアキャピタルホールディングス 株式会社 奥村尚樹CEO

◆金融商品から見たNWB－今できること、将来できること－　
 講師：Nippon Wealth Limited　幾田朋彦 Senior Manager

◆香港人の視点で見た海外不動産投資
 講師：Convoy International Property Consulting Company Limited  
  Cheung Neo Wing Tat CEO

◆オフショア信託について
 講師：Harneys　塩川純子
  伊藤国際会計税務事務所　公認会計士・税理士　伊藤耕一郎

◆2017年グローバルマーケット　展望リスクとチャンス
 講師：マネックス証券株式会社　広木隆Chief Strategyst

香港在住日本人向けの保険や証券などの金融商品をはじめ、日本
での不動産投資に興味のある、香港人富裕層に向けて金融サービ
スを提供しているNippon Wealth Limited, a Restricted Licence 
Bank（以下NWB）。今年3月、7月に開催した投資フォーラムの成功
を受け、12月1日から3日までの3日間、第3回となる投資フォーラムを開
催した。同フォーラムでは、日本をはじめ世界の第一線で活躍する専
門家が、世界の経済・金融事情、今後注目の投資商品などについて
講演を行った。今回はその中の1つ、「2016年の金融市場の振り返り
とトランプ米国新政権」を紹介しよう。

NWB 投資フォーラム
【第3回】レポート 2016年の金融市場の振り返りと

トランプ米国新政権
［講演者］
NWB  COO　

長谷川 建一氏

ANAマイレージクラブと提携開始！
初回の個別相談で500マイルを積算します。
詳しくはホームページでせ

ら
知
お Nippon Wealth Limited,a Restricted Licence Bank

住所：16/F, The Peninsula Office Tower, 18 Middle Rd., TST
電話：(852)3958-8828
メール：info@nipponwealth.com
ウェブ：www.nipponwealth.com

ビジネス（香港・広東共通）
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かつて、日経新聞に鍛えられたそうですね。
　はい(笑)。入社当時、新聞発表といって毎朝その日の日経
新聞の記事のなかで一つ自分でピックアップした記事につ
いて分析をしてそれを発表する、という研修があったんです。
就職活動のためにと学生時代に読み始めた頃は書かれてい
る言葉も解らないときがあって読むのにとても時間をかけて
いた記憶がありますが、その研修で苦労した分、私なりの新
聞の読み方の基礎ができた気がしています。懐かしい思い
出ですね。

現在は、普段どのような読み方をされていますか。
　平日を中心に、朝出勤するときに携帯からトップニュース
をざっと確認しています。自分が今担当している製造業界の
ことは勿論、お客様から頂く求人情報の裏側にはその企業の
経営状態や、ひいては政治・経済のなんらかの動きが関わっ
ていることが少なくありません。ちょっとした景気の悪化がダ
イレクトに採用の流れに反映されることが多いんです。そう
なると、常に世の中の政治・経済の動きを体系的に理解して
いる必要があります。ですのでニュースをチェックするとき

は、香港はじめ世界全体の政治的な動きまで俯瞰して見るよ
うに心がけています。あとは、フィナンシャルタイムズの記事
も良く読むようにしているんです。これは、日本の新聞社とは
違った視点で書かれている記事も読むことで、多角的に
ニュースを捉えるためです。

ビジュアルデータ特集によく目を通されるとか。
　定期的に更新されているデータディスカバリーなどのビ
ジュアルデータ特集を良く見ています。例えば、アメリカの大
統領選に関わるものであったり、日本の起業家は育っている
のか、など興味深いトピックがビジュアライゼーションされて
いてとても面白くまとまっているんです。特にニュース系のト
ピックは、字面のニュースだけをずっと追い続けているとふ
と全体像が見えなくなっていると思うケースが多々あって。
例えば「起業家が増えている」とかよくニュースで見ますが、
データで見ると実はそれほどでもなくて、むしろ他の国に比
べればまだまだ少ないらしいんです。ということが、一目瞭然
に解る、電子版ならではの特集だなと感じています。どんどん
更新してほしいですね。

日経電子版の良さはどのようなところですか。
　まずは、経済新聞ということで、立ち位置というか、どういっ
た視点で書かれているかが解りやすいところです。そして「今
何が起きているのか」ということをぶれずにしっかり伝えて
いる、信頼できる情報源だと思います。日本の経済の状況を
適切に捉え、発信しているなと常に感じています。ですから
研修などにも取り入れられたりするんでしょうね。私は、意識
的に新聞だけでなく、様々なニュースサイトが発信している
情報も取り入れるようにしていますが、どの業界の情報も洩
れなく発信され、受け取ることができる日経電子版がやはり
一番肌にあっていますね。

貴社の事業についてお聞かせ下さい。
　JACグループは、創立者が1975年に英国ロンドンで起業
し、シンガポールに初めて拠点を立ち上げてから、その後日

本、タイ、インドネシア、韓国とアジアを中心に拠点を広げ、現
在では10ヶ国に25拠点を有する国際的な日系の人材紹介
会社です。我々の強みは、各拠点間のネットワークを駆使し
たグローバルな目線での人材紹介が可能であると同時に、
各求人によりマッチした人材を紹介できるよう、求人元から
案件毎に詳細なヒアリングを実施したり、紹介後のフォロー
アップ体制をしっかりさせたり、といった日本らしいきめ細や
かなサービスを全拠点で提供しているというところです。
　そのなかでJAC Recruitment Hong Kongは2011年にオー
プンした事業所で、金融業界と日系企業、非日系企業をそれ
ぞれのチームが担当し、アジアパシフィック地域のヘッド
クォーターやセールスオフィスが多い、この土地ならではの
求人市場に対応できるバラエティ豊かな優秀な人材を、香
港内外の人材プールから紹介しています。

教 え て ！ ニ ュ ー ス の 活 用 方 法

人材市場を左右する
経済の動きを逃さずチェック

解りやすいビジュアルデータ特集を愛読

日本経済新聞 国際版・電子版のお問い合わせは日経中国（香港）社まで   Tel : (852)2598-1771    E-mail : nikkei@nikkei.com.hk

香港・華南地区をはじめ、海外で活躍する日系企業の方たちに
不可欠な情報源となっているのが「日本経済新聞 国際版・電子版」。
今回は、JAC Recruitment Hong Kongの松山元弘さんに、

日経新聞の日常への取り入れ方と仕事や生活に活かす読み方のポイントを聞いた。

JACリクルートメント　香港
HK MNC チーム
松山元弘（まつやま もとひろ）さん
大学卒業後、かねてより興味のあった人材紹介会社、更に
海外での就業も希望していたことから、海外に多くの拠点
をもつ株式会社ジェイエイシーリクルートメントに入社。
製造業や自動車業界への人材紹介業務に携わった後、
2016年１月に来港。現在はJAC Recruitment Hong Kong
にて、非日系のエンジニア及び製造業への人材紹介を中
心に担当している。休日は職場のある中環（セントラル）の
喧騒を離れた地元の静かな環境のカフェで、読書をしなが
らゆっくり過ごすのが楽しみ。

JAC Recruitment Hong Kong Co., Limited

住所：12/F., Asia Pacific Centre, 8 Wyndham St., Central
電話：(852)2585-6700
ウェブ：www.jac-recruitment.hk

ビジネス（香港・広東共通）
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「採用時のミスマッチがすぐ辞めるスタッフを生んでいます」
　香港では入社1日で辞めていくスタッフが珍しくありません。求職者と
企業のミスマッチが起きているのです。
　飲食や小売の現場は本来とても面白くやりがいのある仕事です。しか
し、この仕事が面白そうだから働いてみたいという熱意が香港の求職者
からはあまり感じられません。一方、香港の雇用者も職場の魅力、仕事の
やりがいを求職者に正しく伝えて、やる気のある人を採用することをあま
り考えていないように感じます。さらに、従来の求人メディアは求職者に
対して職場の魅力を正しく伝えられていません。新聞や求人誌の広告は、
ただ職種と給与額が書かれているだけ。スペースも小さく、どの広告も店
名を隠せばまったく同じ内容に見えます。それぞれの職場に、そのお店独
自のやりがいがあるはずなのに。職場の雰囲気や仕事の内容、やりがい
や楽しさが全く伝わってきません。
　こんな状況なので、求職者は給与額だけを見て企業を選ぶしかありま
せん。選ぶというよりも自分のできそうな仕事で給与額が高い順に片っ
端から応募しています。これではミスマッチが起こるのは当然です。
　例えば日本では「制服がかわいい」「お店がおしゃれ」「店員さんが綺麗
で私も同じようになりたい」「みんなとても楽しそうに働いている」という
給与以外の動機が職選びの大きな割合を占めます。
　求職者がしっかりと職場研究した上で、自分が本当に興味を持てるお
店に応募する。そんな環境を実現することが我々求人メディアの責務だ
と考えます。
　Jobeeは香港の若い世代に、このような職選びの新しい価値観を提案
しています。

原田 悟氏プロフィール
Jobeeworks Limited代表。レストランを経営時に、給与額とポジション
だけを見て応募してくる求職者の状況に疑問を抱く。応募の前に職場の
雰囲気や、やりがいがあるかどうかを確認して応募できるメディアを探
すが見つからなかったため、昨年春より求人サイトを自ら立ち上げる。

香
港
の
飲
食
店
、

小
売
り
店
に
お
け
る
採
用
問
題
と
は
！？

香港は外食文化であり、ローカルな茶餐廳から高級レストランまで多くの飲食店が立ち並ぶ。飲
食店と同じくらい多く存在するのが小売店。飲食業界と小売業界では、ともに雇用者が頭を抱え
る問題があると聞く。そこで今回は、香港の飲食店、小売店、スモールビジネスに特化したス
タッフ探しを得意とする、求人サイト「Jobee」を運営するCEO & Managing Directorの
原田 悟氏に話を伺った。

Jobeeworks Limited （www. Jobee.works）
住所：Unit 2607, The Center, 99 Queen’s Rd., Central
問い合わせはメールもしくは電話で
メール：contact@jobee.works
電話：(852)2890-2066 （日本語対応可） 月～金　9:30～17:30

●掲載費用などの初期費用がかからない
　採用決定後の掲載費の支払いになるため、他の媒体のように広告費が無駄に
なる心配がない。年間の採用予算も決めやすくなるメリットも。

●採用後、Jobeeが求職者に祝金を支払う
　求職者が職探しの際にかかる、交通費や洋服代などを、Jobeeはサポートした
い。また、もし同じ条件の求人広告が他の媒体に載っている場合、Jobeeから応募
した方が祝金がもらえる分メリットを感じてもらえる。

●採用者がすぐに退職することを防ぐことが可能
　写真や動画の圧倒的な情報量で職場の雰囲気や仕事のやりがいを感じ取るこ
とが可能。その為、求職者は「ここで働きたい！」と思ってくるため、一日では辞めな
い。また、在籍1ヶ月で祝金がもらえるので、抑止力がはたらく。

●スマートフォンから求人掲載、更新等が可能
　雇用者側が簡単にスマートフォンから広告をアップロードできる。また、求職
ユーザー側に対しても、全ての機能がPCと同じように使用できるよう設計をして
いるので、時間場所問わず、好きなときに簡単に、全て
の機能にアクセスできる。

ベ
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る
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雇用者に嬉しい4つのポイント

バスのラッピング広告など、求
職者向けの大規模な宣伝を
行っている

写真で企業の魅力が伝わるのが
今までの香港の求人サイトには
無い魅力　www. Jobee.works

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

CRS（共通報告基準）施行と資産分散に対する考え方

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。

　「CRS=Common Reporting Standard（共通報告基準）」
　は2017年から100以上の国・地域で導入される海外居住者
（非居住者）の口座情報の報告基準である。口座保有者の氏
名、住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総
額等の情報がそれに当たり、当該国の金融機関はその国に居
住していない外国人のそれらの情報を一定の様式に沿って管
理し、定期的にその国の税務当局に報告する。報告された情
報は各国の税務当局の間で自動的に交換されることになる。
　租税を徴収して、それで様々な行政サービスを提供するのが
国家の大きな役割だ。その徴税方法は大きく分けて2種類ある。
　ひとつはその国の国籍を持っている人から税金を徴収する
「属人主義」
　もうひとつはその国に居住している人から税金を徴収する
「属地主義」
　属人主義を採用している国の代表はアメリカである。米国人
は世界のどこに住んでいても本国に納税することになってい
る。この属人主義の税制を採っている国はごくわずかで世界の
国家のほとんどは属地主義を採用している。日本も属地主義で
ある。属地主義の国民が海外に居住していたら本国ではなく居
住国に納税することになる。日本人が中国に住んで勤務してい
る場合、その日本人は中国政府に所得税を納めることになる。
同じく属地主義である中国の国民が日本で働いて収入を得て
いる場合、その中国人は日本政府に納税することになるのだ。
　ところがその際多くの国の税務当局が頭を痛めているもの

に自国民が海外に開設した銀行や証券口座の存在がある。経
済のグローバル化や国際金融の自由化の流れの中で資産分
散によるリスクヘッジとより有利な運用先を求めて海外に口
座を開設することが増えた。それ自体はまったく問題はない。
だが属人主義であるアメリカはもとより、属地主義の国でも本
国に居住していればその国民から徴税しなければならない。
そこに大きな負荷がかかるのである。例えば日本に住んでい
る日本人が海外にある銀行口座で利息収入を得たり、株式の
取引でキャピタルゲインを得た場合はその20%を徴税する必
要があるが、海外にある口座からは源泉徴収をすることはで
きないのでその人に確定申告をしてもらわなければならな
い。その申告が正確に行われているかどうかを確認することは
容易ではなかった。租税条約を締結している国家間では従来
よりこうした情報を交換をすることができるようになっていた
が一人一人の情報の照会を相手政府に求めて回答を待つと
いうのが非効率この上ないことは想像に難くない。
　このような問題の解決に最初に動いたのは属人主義のアメ
リカで、2010年に「FATCA（外国口座税務コンプライアンス
法）」を制定し、国外の金融機関に対して米国市民及び米国居
住者等が保有する口座を特定しその口座情報を米国内国歳
入庁（IRS）を報告を求めるという措置を採った。別の国の管轄
化にある金融機関に強制することはできないはずだがアメリ
カはその求めに応じない金融機関に対して米国投資から受け
取る利子・配当及び投資の売却額に対し30％の源泉徴収する

など米国内での営業活動に圧力を加えるという半ば脅迫的な
措置で強引にこれを推し進めている。これが米国人が海外の
金融機関から敬遠される原因となった。
　同様の対策として属地主義の諸国が協調して作り上げたか
たちがCRSである。属地主義の国同士がお互いの国民がそれぞ
れの国に開設した情報を共有するのは利害が一致するのでや
ぶさかではないだろう。さらに共有する項目を統一すればオン
ラインで情報を検索する際にも便利だということだろう。
 

開催日時：2017年 1月20日（金）香港　14:00-15:30 

香港認可ファイナンシャル・アドバイザーの玉利将彦が語
る学資保険。
香港で子育てをするうえで将来子供がどこの大学に進学
するのかという問題は避けて通れませんね。学費は高騰
の一途を辿っており特に欧米豪への進学を目指す場合は
1人当たり年間 200～300 万円の費用がかかると言われ
ています。幼少時に早めの準備をすること、そして資金を
より高い利回りで運用することが重要になってきます。海
外の保険会社を利用することで効率の良い学資作りが可
能になります。
1月20日（金）に学資保険の勉強会をおこないます。興味
のある方info@borderlessworks.com までご連絡ください。

「香港で子育てをする親ための学資保険勉強会」
開催のお知らせ

ビジネス（香港・広東共通）

11Pocket Page Weekly 13 January 2017 No. 574
B



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

●各年代で3割以上が「腰痛」に悩み、特に40～50代の
割合が高い 
　まずは、体の悩みで「腰痛」と答えた人の各年代の割
合を見てみると、全体では3割以上、年代別に見ると40
代では35.7％、50代では、36.9％の人が「腰痛」に悩みを
持っているという結果になった。一般的には、60代以上
の高齢者の方が、腰痛に悩んでいると思われがちだが、
40代・50代の方が腰痛に悩んでいる割合が高いという
結果に。

●腰痛の始まりは40代がピーク、20代、30代で我慢した
腰痛が40代で耐えきれなくなる！？ 
　そこで、体の悩みで「腰痛」と答えた人で、腰痛が始
まった年代を聞いたところ、「10代」から徐々に増加して
いき「40代」でピークを迎え、「50代」以降は減りつづけ
ていくという結果になった。 この結果に対して、さいたま
市浦和区の清水整形外科クリニック院長・清水伸一医
師は、「特に40代が多いのは、腰痛に意識的になる、とい
うことかもしれません。20代、30代では少しの腰痛が
あっても我慢してしまう人が多く、それが40代になって
耐えきれないほどになってから、初めて自分の腰痛の悪

化に気づく人が多いのです。実際、
私のクリニックに駆け込んでくるの
もそのような40代の患者さんが多く
見られます」とのこと。

●「腰痛」に悩んでいる人は、「腰痛」
に悩んでいない人よりも「抑うつ傾
向」が2.29倍高い結果に 
　アンケートでは、簡易的に抑うつ
病の傾向がチェックできる「SPQ-D 
東邦大式調査表」を用いて、抑うつ
傾向を調査した※。調査は、加点方

式で「抑うつ傾向あり」「境界領域」「抑うつ傾向なし」の3
段階に分けられる。 
　「腰痛」に悩んでいない人（＝腰痛なし）は、「抑うつ傾
向あり」が10.9％、「境界領域」は20.4％、「抑うつ傾向な
し」が68.7％だったが、「腰痛」に悩んでいる人（＝腰痛あ
り）は、「抑うつ傾向あり」が25.0％、「境界領域」は
22.1％、「抑うつ傾向なし」が52.9％と、「抑うつ傾向あり」
の割合が、「腰痛」に悩んでいない人に比べて、2.29倍高
い結果となった。 
　清水医師によると「慢性的に腰痛に悩む患者さんは、
どうしても気分が落ち込みがちです。『この痛みがずっと
続くのか』『この痛みを他人に分かってもらえない』『仕
事を続けられるだろうか』など、悩みは患者さんによって
異なりますが、腰痛を起因として不安・ストレスを感じ
て、抑うつ傾向になってしまう患者さんも多く見受けら
れるのが腰痛の厄介なところです」とのこと。
※このチェックは、あくまで抑うつの傾向を調査したもので、 

アンケート回答者のうつの医学的な診断をするものではない。 

●年代別では「腰痛」に悩んでいる「40代」は「抑うつ傾
向」が最も高く、腰痛が仕事に影響のある人は特に注意 
　先の抑うつ傾向に関する項目で、「腰痛」に悩んでい
ると答えた人の年代別に「抑うつ傾向」を分析すると、40
代での「抑うつ傾向あり」の割合が39.3％、50代が
16.0％、60代以上が14.3％と、40代が他の年代に比べ、
倍以上高い結果になった。「腰痛の始まった年代」が「40
代」の割合が最も高かったこと、さらに社会的な責任も
大きくなることも考えると、「40代」・「腰痛に悩んでい
る」・「抑うつ傾向」には相関性があると推測できる。 
　「これは当然の結果かもしれません。40代となると、一
般的に仕事も責任も増え、ストレスも大きくなる年代。そ
こに前述のような腰痛に起因する不安・ストレスが加わ
るので、抑うつ傾向が他の年代より高くなるのも納得で

す。仕事に関していえば、営業などで移動が多い、接客
で立ち仕事をしている、肉体労働に従事しているなど腰
痛の影響が仕事に直結する人は、特に不安感やストレ
スが大きいので注意が必要です。また、50代以上の人
は、時間に余裕のある人が増え、痛みが出たときにはき
ちんと診察を受け、日頃からしかるべき対処をして腰痛
が軽減されることで、結果抑うつ傾向になる割合が低く
なるのだと考えられます」（清水医師）。

●腰痛に悩んでいる人でも病名キーワードの認知度は
低い 
　腰痛の重大原因となる代表的な病名のキーワードに
ついても質問した。「腰痛」に悩んでいる人で、「言葉の
意味や症状を良く知っている」という人でトップだった
キーワードは、「椎間板ヘルニア」だった。次に、「脊柱管
狭窄症」、「腰椎すべり症」と続いた。しかし、逆にトップ3
のキーワードでも、「言葉は知っているが、意味や症状を
詳しく知らない」と「言葉を聞いたこともない、まったく
知らない」を合わせた数字は、「椎間板ヘルニア」は
49％、さらに「脊柱管狭窄症」は75％、「腰椎すべり症」は
86％と、腰痛を引き起こす原因となる、これらのキー
ワードはまだまだ一般的に認知されていないという結
果になった。
　原因がわかれば、自分の腰痛に対する不安・ストレス
も軽減される。抑うつ傾向なども少なくなり、前向きに腰
痛対策に臨めることから、このようなキーワードを知り、 
診察を受け、きちんと自分の現状を把握することが重要
だという。

脊柱管狭窄症の専門情報サイト「脊柱管狭窄症ひろば」
腰痛に悩みのある人の実態を調査

【調査概要】 
調査期間：2016年11月
調査方法：ネットアンケート
調査対象：40歳以上の男女601人

腰部脊柱管狭窄症の専門情報サイト「脊柱管狭窄症ひろば」を運営する株式会社わか
さ出版は、2016年11月、40歳以上の男女601人に対し、体の悩みに関するアンケートを
行った。体の悩みの中でも、特に「腰痛」の有無に分け、回答内容を分析し、「腰痛」に
悩んでいる人の実態を調査した。
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