
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&広州 香港
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香港

　“ストイックな栄養管理をし、ハードな運動を行ってもダイエットの効果が出ない・・・”
そんな経験はないだろうか。その答えはあなたの遺伝子情報にあるかもしれない。
　現代では遺伝因子を解析するテストを行うことによって、より適した健康プログラムを

選択することができる。我々の身体的な見た目、
体がどのように機能するかを決定する細胞中の
遺伝物質、DNAは、エクササイズや摂った栄養分

に対してなぜ体が予想外の反応を示すのかについても答えを示しくれるのだ。
　Advanced Genomic Solutions (AGS)は、米国アリゾナ州発祥の業界における先進企
業であり、最新式の個人向け遺伝子テストを提供している。
　AGS 健康コンサルタント、Mak Tze-Him 氏曰く、「例えば、遺伝子的に筋肉の代わりに
皮下脂肪を作る傾向がある人は、重量上げなどウェイト・トレーニングをしても筋肉が付
きづらい。代わりにサイクリングのような運動を取り入れることで、より高い効果を得る
ことができたのです。」
　ピアノ講師、Mel Leungさんは、AGSの遺伝子テストで減量に成功した1人。「テストの
結果、私の体は糖分を欲する傾向があり、人と同じ量の炭水化物を摂っても人より多く
の脂肪に変えてしまうということが分かりました。自分の体について、今は以前より多く
を分かっていますから、憶測で行動しなくなりました。DNAの構造を変えることはできな
いけど、減量法や習慣を変えることはできますから。」
　栄養やビタミンを被験者の体がどう吸収するのかを解析できるので、ダイエット以外
にも、より健康的な皮膚や顔色に憧れる人にもこのテストは効果的だ。AGS管理栄養士
のStephanie Yeung曰く、「人参などビタミンAの豊富な野菜は美しい皮膚に不可欠で
すが、うまくそれを吸収できない方達にはサプリメントの摂取を勧めています。」
　テストの方法はとても簡単。頬を綿棒でこすってサンプルを採取し、検体は中環のラ
ボラトリーで解析される。結果の正確性を高めるために、テストは2回行われ、CLIA(アメ
リカの公認ラボラトリー)でも相互照会が行われる。報告書が出るまでに必要な期間は1
週間～10日程度で、中国語、英語での発行が可能だ。
　AGSのレポートは58の異なる遺伝的変異の概要を含み大人HKD4,300と、香港で受
けることのできるこの価格帯のテストの中で1番詳細なものだ。
　被験者は、中環のオフィスで、もしくはSkypeなどオンラインツールを使って専門ス
タッフから結果の説明を受けることができる。ジムの個人レッスン2,3回分または栄養学
のスペシャリストとのカウンセリングを受ける位のコストで、自らの体に関する一生もの
の知識を得るこのテストは、日々を忙しく過ごし、回り道をせず最適なフィットネスやダ
イエットを選択したい方にこそ試してほしい。

痛みなし! AGSの健康状態＆遺伝学的
テストで知る自分のカラダ
Advanced Genomic Solutions (AGS)
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

Advanced Genomic Solutions (AGS)
住所：16/F Chuang's Tower, 30-32 Connaught Rd. Central, Central
電話：(852)2618-1869
ウェブ：www.ags-health.com
価格：AGS Health and Wellness Genetic Test Promotional Price: HKD 4,300
　　  AGS Child and Full-Time Student Health and Wellness Genetic Test Promotional Price: HKD 3,500
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イチからわかる、
資産運用の
基礎知識

もう怖くない！

香港は世界有数の国際金融都市であり、アメリカのヘリテージ財団より発表されている国別
経済自由度指数※で、21年連続一位を獲得している。また、香港はオフショア金融センター
を持つ地域である。オフショアとは、外国の投資家や資産管理を積極的に受け入れるため
に、金融面や税制面に対する合法的優遇処置のある特別特区を設けている国や地域のこ
と。別名でタックスヘイブン（租税回避地）と呼ばれている。香港は日本よりも自由に金融商
品を購入でき、資産運用が活発におこなえる都市となる。老後の資金や子供の学費等、今後
のライフスタイルを考えると、資産運用に興味があるが、リスクを伴うことはしたくない。
そんな人に、資産運用についての基礎知識を、編集部が解説しよう。

※この調査は178の国と地域を対象とした調査で、ビジ
ネス・貿易・財政・通貨・投資・金融・労働の自由度、財産権の
確保、汚職の少なさ、政府支出の10項目100点満点で
採点され、総合得点の平均点で順位を算出される。
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　デフレ（デフレーション）とは、モノの価値がお金の価値より下がる状態の
こと。株や不動産の価値も同様に下落する傾向がある。デフレの問題は、モノ
が売れなくなるので、販売店は価格を下げる。そうすると利益が出なくなり経
営が悪化するきっかけとなる。店舗や企業の経営が圧迫されることで、雇用
問題や経費削減による収入が不安定となり、生活が厳しくなる。デフレ下で
の投資はオススメできない。
一方インフレ（インフレーション）とは、モノの価値がお金の価値より高くなる
状態の事。
　通貨の供給量が多い、もしくは少ないことが原因でインフレとなる。お金
の価値が下がったとき、すでに所有しているモノの価値は上がるので、不動
産や株式の価値は上がる。また、お金の価値が急激に暴落して、モノの価格
が上がることをハイパーインフレと呼ぶ。

　為替レートとは、国境を越えて、異なる通貨間を交換する際に関わる、通貨
の交換比率のこと。商品の輸出入、外国証券や海外不動産への投資、企業の
海外進出など、国際的な取引の多くは外国為替を利用して金銭の受け払い
が行われている。私たちの日常生活では、香港ドルを日本円に換金する時に
関係する。かつて、円とドル（米国）の間では、比率が変わらない固定相場の
時代があったが、現在は変動相場となっている。

　円安とは、ドル・ユーロなどの諸外国通貨に対して、円の価値が低くなるこ
とを言う。例えば、1ドル＝100円だったのが、120円になったとき、円安ドル高
という表現になる。
　メリットは輸出が有利に働くということである。また、香港ドルから日本円
に換える場合により多く換金することができる。
　一方、円高とは、ドルなどの多国籍通貨に対して円の価値が高くなること
を言う。メリットは円安の逆で輸入が有利となる。香港ドルから日本円に換え
る場合は、換金率は低くなる。

まずは準備運動として、金融・経済のことを勉強しよう。
よく耳にする、金融・経済用語を解説する。

資産運用を知る前に押さえておきたい
金融・経済用語の基礎知識

4つのポイントで解説 資産運用の基礎知識

　「資産運用」と「投資」を同じ意味合いで使っている人もいるが、実は大きく違う。
資産運用とは、今ある資産を長期的に、目的とする水準まで安全に殖やしていく行
為のこと。そのため、資産運用で重要なのは目先の個別の銘柄が儲かった、損した
というようなことでなく、全体で見た時にどうなっているのかが大事になる。一方、
投資とは今はない資産をつくる目的で、リスクのある投資をおこなうこと。また、投
資は短期投資と長期投資の二つの種類に分けることができる。例えば、株式が投資
を例に考えると、短期投資は株価の値動きを活用して売買をした利益で儲け、一
方、長期投資とは企業の成長と共に資産を殖やしていくものになる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★図解1参照

　資産運用は安全に資産を殖やしていくものだが、損失が伴うこともある。その為、
自分の投資ルールを設定しておく必要がある。例えば、初心者は「利益確定※1は
10％上昇した際、損切り※2は5％下落した際」、中上級者は「利益確定は20％上昇
したとき、損切りは10％下落した際」など決めておくと、のめり込み損害を増やさな
いリスク回避につながる。
※1 利益確定：株式や為替などの含み益を決済して現金化すること。
※2 損切り：取引で損を覚悟で見切り売りすること。

次はいよいよ、資産運用とは何なのか、損をしないためには
どのようにしたらいいのかなど、資産運用について解説する。

「資産運用と投資」の違いを明確にする
ポイント

1

自分の投資ルールを設定する
ポイント

2

目標額

保険
A 不動産保険

C
保険
B

保険
D

時間

図解1：資産運用

投資（短期投資）
売る

売る

買う 買う

時間
商品 A 商品 B

時間

利益

利益

投資（長期投資）
企業の成長と共に
購入額を増やす

時間商品 A

利益

【用語③】 「円安・円高」の違いとは

【用語②】 「為替レート（外国為替相場）」とは【用語①】 「デフレ・インフレ」の違いとは

16 Pocket Page Weekly 20 January 2017 No. 575
B



香港は世界有数の国際金融都市だけあって、日本よりも資産運用するメリットが高い。
その理由を紹介しよう。

香港で資産運用をするメリットを知ろう

　日本の税法では、日本を出国し「非居住民」とみなされると、不動産化体株式と
いった特殊な場合を除いて、その実現した株式譲渡益については、課税されない。
居住地国ではその国の税率で課税されることになっているが、香港はキャピタル
ゲインは非課税となるため、非課税で株式譲渡益を得ることができる。日本では
20％のキャピタルゲイン税がかかる。

　香港で資産運用する最大のメリット（日本への帰国後は国外資産の投資・配当
利益が課税対象となるので注意）。配当収益が全て非課税。日本では、インカムゲ
イン税（配当・利子税）として20％課税される。

　日本の法人税は23.4％（平成28年度税制改正）、個人の所得税は45％（最高税
率）に対し、香港は法人税（事業所得税）16.5%、個人の所得税（給与所得税）17%
（最高税率）と低い固定税率で、追加税がない分、手にするお金が多くなる。

　日本では、仕入れ先の証券会社とその商品を販売する郵便局や銀行、証券会社
は別であることが多く、それぞれ手数料を上乗せされるため、手数料が双方から
かかる。香港では、海外からの仕入れにかからないため、その分安くなり、メリット
３と同様、手にするお金が多くなる。

キャピタルゲイン課税がない
（株・投資信託・FX）

メリット

1

インカムゲイン課税がない
メリット

2

法人税・所得税率が格段に低い
メリット

3

手数料が安い
メリット

4

　資産運用で利益を上げる方法は「インカムゲイン」と「キャピタルゲイン」の2つが
ある。「インカムゲイン」とは資産を保有することで、安定的に定期的に得られる利益
のこと。例えば、預貯金や債券や株式の配当金、家賃収入になる。資産を保有してい
るだけで利益が得られるが、利益は小さい。一方、「キャピタルゲイン」とは、資産の
売買をすることによって、その売却差益を利益として受け取ること。例えば、株式や不
動産の売利益となる。売買のタイミングで、大きな利益を得られることができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ★図解2参照

　「リターン」とは、資産運用や投資した際に得られる収益のこと、「リスク」とは「結
果が不確実であること」を意味する。香港で購入できる金融商品は主に保険、株式
投資、投資信託、FX投資となる。リターンとリスクは商品の特徴によってそれぞれ違
い、その中で最もリスクが高いのは右記の図からもわかるように、FX投資となる。基
本的にリスク回避のために、分散して運用していく必要がある。また、リスクを回避
するには、資金を一つの金融商品にまとめて投資せず、分散することと、変動リスク
の小さい商品を長期に渡り保有することが大事となる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ★図解3参照

資産運用の利益の上げ方を知る
ポイント

3

「リターンとリスク」を知る
ポイント

4

イチからわかる、
資産運用の基礎知識

もう怖くない！

図解3：資産運用種類別「リターンとリスク」マップ

損
益

利益

利益 時間

キャピタルゲイン

損
益

利益 時間

図解2：インカムゲイン

ローリターン ハイリターン

ローリスク

ハイリスク

FX
投資

株式
投資

投資
信託

保険
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日本における保険は、偶然的事故の発生に備えて、最小の費用を事前に負担するこ
とによって、事故発生の際の経済的保障を行う制度という意味合いが強いが、香港
では保障だけではなくリターン率の高い貯蓄できる商品もあり、資産運用には欠か
せない商品となる。保険について解説していこう。

香港で資産運用をするなら、ミドルリターン＆ミドルリスクの保険が良いと聞くがそれはなぜなのか。
その理由を3つのメリットから知ろう。

「保険」の基礎知識

知っておきたい3つの商品
保険の種類を知ろう

　日本の保険業法186条で、「日本に支店などを設けない外国保険業者に対
して日本に住所もしくは居所を有する人もしくは日本に所在する財産（中略）
に係る保険契約の申込みをしようとする者は、当該申込みを行う時までに、
内閣府令で定めるところにより、金融再生委員会の許可を受けなければなら
ない。」とあり、日本居住者への海外保険加入を規制している。一個人が金融
再生委員会の許可を得ることはほぼ不可能であるため、ビザを取得し、ID
カードを所有（申請中も可）する香港居住者のみ購入することが可能となる。

　香港における保険は、疾病保障保険だけでなく、老後の資金や子供の教
育費にあてるための貯蓄型の商品まで様々な種類を取り揃えているのも魅
力のひとつ。ライフワークに合わせて、複数の商品を組み合わせたオリジナ
ルプランをつくり、資産運用をすることができる。香港の国土面積は日本より
狭いが、日本以上に保険会社が存在し、日々よりよい商品開発のため、各社
が競い合っている。そのため日本よりも条件がよい商品が生まれやすい。

　香港の保険商品では、同じ保険料金でも、日本よりも高い保障を得ること
ができる。これは、日本で発売されている年金保険を一例に見てみると、日本
で積立利率は1％前後と低く、香港で販売されている年金保険の積立利率は
最低でも3％以上の商品が多い。ということは、同じ保険料でも、将来受け取
れる解約金が多くなり、日本で貯めるよりも受け取り金額は大きな差になる。
例えば、教育資金であれば、子供が生まれてすぐに加入し同額を支払った場
合、日本で貯めるよりも数十パーセントも受け取りに差がでてくる。また、老
後の生活資金であれば、さらにその効果が大きくなり、かつての日本の年金
のように、保険料支払い総額の3倍の受け取りになるものもある。長期にな
ればなるほど、効果が大きくなり、差が生まれていくのが保険。ローリスクで
運用できるとはいえ、いろいろなタイプの保険があるので専門家のアドバイ
スが必要となる。

ライフワークに合わせて選べる豊富な種類
メリット

2

日本よりも香港の方が積立利率が良い
メリット

3香港在住者でなければ購入できない
メリット

1

保険と一口に言っても、目的に応じて様々な種類の保険商品がある。
今回は、香港での人気の高い
「年金保険」、「学資保険」、「生命保険」を紹介しよう。

香港在住の今だからこそ！
保険で資産運用するメリットを知ろう

【定額型】
確定年金保険
20年間の給付支払契約をした場合

年金受取期間

20年間分が保障され支払われる積立額

契約
30歳

年金受取開始
60歳

受取完了
80歳

死亡
85歳

年金受取期間

積立額

契約
30歳

年金受取開始
60歳

死亡
85歳

死亡するまで支払われる

終身年金保険

　年金保険とは、「公的年金」や「退職金」などをもとにし、老後充実した生活を送る
ために「いくら自分で用意すればよいか？」を考え、相談し、年金などでは不足すると
考えられる金額を、現役世代のうちから準備をする為の一つの手段である。
　年金問題は今に始まったことではないが「少子高齢化」「労働人口の減少」「老後
破産」など、公的年金の構造的な問題点が浮き彫りになるほど、自分の事として「自
分年金」や「個人年金」など国の影響を受けにくい手段で自己防衛が必要だ。海外
勤務の日本人の中には「年金の支払を止めてきた」人も多く、その必要性はより高く
なる。世界的な流れで、公的年金の受取開始期間が先送りされる事例が増えてお
り、フランスなどの先進国では67歳、68歳などより先送りの為の議論がされているよ
うだ。この大きな流れをみても「自分年金」が重要だ。ただ「年金保険」を選ぶ際も注
意したい点がいくつかある。まずは受取期間「一定期間受取れるタイプ」「一生涯受
取れるタイプ」の2種類あり、更に運用手法の違いでミドルリスク・ミドルリターンの
「定額型」、ハイリスク・ハイリターンの「変額型」がある。選ぶ時は各々良し悪しもあ
るが自身の年齢、受取開始時期、予算を踏まえ専門家に相談するのが良さそうだ。

年金保険

変額有期年金
【変額型】

変動年金額

積立額 受け取れる期間が決まっている

年金受取期間

契約
30歳

年金受取開始
60歳

死亡
85歳

受取完了
80歳

死亡するまで支払われる積立額

契約
30歳

年金受取開始
60歳

死亡
85歳

変動年金額

年金受取期間

変額終身年金
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香港の医療事情について教えてください。
　香港には日本の健康保険のような公的医療保険制度は有りません。代わりに政
府が公立病院を運営しており、安い料金で医療を受けられる体制を整備していま
す。ただ、公立病院は数が大幅に不足しており、待ち時間が長くかかる事もあり、利
用しにくいのが現実です。重症患者の受入が優先されるため、軽度の手術などは
数か月待たされる事も日常的で、私立の病院を使う人が多いようです。
　日本の場合は、健康保険制度で治療費の額が統一されていますが、香港では医
療費の設定が自由ですので、同じ治療でも先生やクリニックによって異なります。
特に気を付けるのは入院中の治療費ですが、入院する部屋のグレードで治療費
が変わります。個室に入るのと大部屋では、同じ先生に診てもらっていても個室に
入っている人の治療費は高くなります。部屋代の差額だけ見て、「少しの差なら個
室が良い」なんて選ぶと、総支払額で何倍も払う事にもなりかねません。風邪でク
リニックに行って同じ薬を貰ったのに、値段が違うこともよくありますが、安くて信
頼できるクリニックを見つけておくのも大切な事だと思います。
　一般医と専門医についてご説明します。香港では最初に一般医に掛かり、一般
医が専門医の治療が必要と判断した場合に専門医を紹介するシステムです。日本
だと目が悪ければ眼科に行きますが、香港ではまず一般医に相談します。ものもら
いや結膜炎程度であれば一般医が目薬を処方してくれて終わる場合も多いです。
　前述のように私立病院やクリニックを使う為に、香港では民間の医療保険に加
入している人が多いです。民間の医療保険の場合、沢山使うと翌年の保険料値上
げになる物も多いので、治療費の抑制にも気を付ける必要が有ります。

香港の医療保険とはどのようなものでしょうか。　
　まず、日本と香港の医療保険は、仕組みが全く違います。日本の医療保険は健康
保険の補完的役割で、差額ベット代などの追加費用をカバーする目的で、1日
5,000円などの定額支払の物が主流です。香港の医療保険は、健康保険の代わり
に医療費をカバーする目的の物です。
　日本の健康保険は収入によって保険料が変わりますし、労使折半になっていま
すから、会社が半分払ってくれています。月収30万円程度人であれば、月々3万円
弱で年間32~35万円程度の保険料ですが、月収100万円になると年間120万円も
の支払いになります。一方香港の医療保険は、補償内容、年齢、性別によって保険
料は変わってきますので、数千ドルから3万、4万ドルする物も有ります。補償内容
も細かく分かれている商品も多く、入院の部屋代、手術費用、麻酔費用など細かな
設定が必要になります。また、通院の治療費も一回当たり限度額や、レントゲンな
どの検査費用の設定もありますので、ご自分の要望と予算に合わせた医療保険を
選ぶ必要が有ります。
　弊社では、様々な保険会社の商品を扱っており、お客様に丁寧にヒヤリングさ
せていただいた上で、ご要望にあう保険を見つけられるようアドバイスさせて頂
ます。ご興味のある方は、一度ご相談ください。

香港は医療保険が多く存在するが、その理由はなぜなのか。
日本と香港の医療事情の違いも含めて、医療保険に詳しいinsurance110の稲川 秀彦さんに話を伺った。

香港における医療保険とは？

イチからわかる、
資産運用の基礎知識

もう怖くない！

稲川 秀彦さん
insurance110で医療保険専門のメディカルプ
ランナーに従事する。
顧客の話を丁寧にヒアリングし、数多くの医療
保険商品から、ひとりひとりに合った医療保険
の紹介に定評がある。

　学資保険とは、他の名前で言い換えると「子供（こども）保険」とも言われている。
その目的は「将来、子供に掛かる教育費などのお金を補助する事を目的とし、教育
資金が必要となるタイミングで、契約時に予定した金額を学資金として受け取る事
ができる保険」。つまり、貯金が苦手な人や、子供の為に絶対に手を付けない資金
を作りたい人が、給与天引きシステムで強制的にお金を貯める流れを作り、大学費
用などに備える仕組みだ。受け取る際は、予定利率に従って払ったお金より十分に
増えた学資金を受け取れるのも嬉しい。ここ香港でも問合せの多い商品の一つだ
が、出産後すぐに加入するのが一番利率が良いようだ。更に小学校入学前に大学
資金の準備を終わらせる裏ワザもあるようで、ライフプラン上もメリットは多い。更
に、右図のように0歳で加入すると大学時に2倍受け取れるような商品があり、将来
の家計圧迫を減らす役割としてもありがたい。必要であれば香港居住の間に加入
検討に入れたい保険商品である。

　生命保険には2つの大きな機能がある。一つ目は「保障機能」、二つ目は「貯蓄機
能」。保障機能とは、保険の対象者が万一死亡した場合に遺された遺族が生活資金
として死亡保険金を受け取る事ができる機能。貯蓄機能とは、支払っている保険料
が保険会社の中で積み立てられ、資金が必要な時に引き出し、教育資金、緊急予備
資金などとして活用できる機能。この2つの大きな機能をもち、保障を得ながらしっ
かりと積み立てができるという便利な保険である。ただ保険選びをする場合は注
意が必要だ。それは選んだ生命保険の種類によっては「掛け捨て」となり、契約終了
後に何も返ってこない商品もあるからだ。自分では貯めているつもりで支払ってい
た保険料が返ってこないとなると、残念でならない。少なくとも3つの保険「定期保
険」「養老保険」「終身保険」の意味を理解しておくことが保険選びのコツである。香
港の生命保険は予定利率が高く、今の日本人にとっては良い運用商品（掛金の2倍
以上増える）とも言える。また保障も、高い保障額を安い保険料で購入し、更に将来
の保障額が増加していくというメリットもあるようだ。保障重点型にするもよし、貯
蓄重点型するもよし。保険会社も複数あり、月払、年払、一括払など自分のライフプ
ランにあった保険探しをする事が肝要。香港居住のうちに知っておきたい保険商
品である。

学資保険

生命保険

日本と香港の予定利率の違い
日本の商品の予定利率1.5％、
香港の予定利率4.5％とした場合

積立総額 積立総額

運用増加分

最大115％の
総受給額となる

支払時 受取時

運用増加分

最大200％の
総受給額となる

積立総額 積立総額

支払時 受取時

生命保険3つの形

定期保険

40歳 60歳

1000万円

保険対象期間

・掛捨て
・安く大きな保障

養老保険

40歳 60歳

1000万円

保険対象期間

・貯蓄性がある
・満期があるので
  計画が立てやすい

終身保険

40歳 60歳

1000万円

保険対象期間（保障は一生涯続く）

・貯蓄性がある
・満期がないので
  将来の選択肢が増える

満
期
金
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投資信託はプロにお任せする分、初心者には始めやすい金融商品
と日本では言われているが、依頼する会社をしっかり見極めない
と、あとあと大変なことに成りかねない。そうならないためにも、投
資信託の基礎知識について解説していこう。「投資信託」の基礎知識

投資信託とは
　投資信託（ファンド）とは、投資家から集めたお金をひとつの大きな資金と
してまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その
運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商
品のこと。集めた資金をどのような対象に投資するかは、投資信託ごとの運
用方針に基づき専門家が行う。投資信託を一言でいえば、共同投資をするた
めの「器」だと思うとわかりやすい。投資信託の運用成績は市場環境や運用
の指図をするファンドマネージャーなどによって変動し異なる結果となる。
投資信託の購入後に、投資信託の運用がうまくいって利益が得られることも
あれば、運用がうまくいかず投資した額を下回って、損をすることもある。こ
のように、投資信託の運用によって生じた損益は、それぞれの投資額に応じ
てすべて投資家に帰属する。つまり、投資信託は元本が保証されている金融
商品ではない。この点は銀行の預金などとは違う点になり注意が必要とな
る。なお、海外の素材を原材料とした同一ファンドを日本国内で購入した場
合と海外で購入した場合とでは運用成果も大きく変わってくる。

　

 

投資信託のメリット

　投資というと、まとまった資金が必要だと考える人もいるかもしれないが、
投資信託の中には、少額から始めることができる商品が数多く存在する。小
口からの投資が可能な為、複数の投資家から資金を集め易い。集めた資金
の中から分散投資していくという仕組みだ。これは投資信託のメリットの中
でも、非常に大きなポイントとなる。

　投資信託では、集めた多くの資金でたくさんの銘柄に分散して投資をして
いく。これをするメリットは多くの銘柄に投資をすることで、値動きの幅を低
く抑える事ができる為、値動きの安定性を高める効果がある。また、1つの銘
柄の値動きに資産が左右されることを防ぐこともできる。

分散投資ができる
メリット

2

少額から投資ができる
メリット

1

投資信託の分類
●インデックスファンドとは
　インデックスファンドとは、設定したインデックス（指標）に連動したファン
ドのこと。指標が下がれば、当然、成績は下降する。インデックスファンドの長
所はコストが安いこと。インデックスファンドは、指標と同じように取引する
のみとなり、有望な企業がないか調査したり、頻繁に銘柄の組替えをする必
要がないため、調査費、売買手数料が少なくて済む。以上の理由から、信託報
酬が安くなる。インデックスファンドの運用は、設定したベンチマーク※と同
じポートフォリオになるように、コンピューターで計算をしながら行われる。
ローリスク、ローリターンが特徴ともいえる。

●アクティブファンドとは
　アクティブファンドとは、積極的な運用で、ベンチマークをこえる収益を目
指すファンドのこと。アクティブファンドの長所は、運用手腕の優れたファンド
に投資すれば、インデックスファンドより多くのリターンが期待ができるが、
短所としては、コストがかかることが挙げられる。コストには、有望企業を探
すための"調査費"、積極的に運用を行うためにかさむ"売買手数料"がある
(売買手数料を抑えた運用を行うファンドもある)。信託報酬もインデックス
ファンドより高くなる傾向がある。インデックスファンドに比べハイリターンと
なるが、リスクも大きくなる。

●バランス型ファンドとは
　バランス型ファンドとは、株式や債券など複数の種類の資産に、分散投資
をするファンドのこと。バランス型ファンドの利点はポートフォリオを組む手
間が省けるため、初めから、様々な資産を組み合わせ、ポートフォリオを組ん
でいるので、複数の投資信託を、自分で組み合わせる手間が省くことができ
る。複数の投資信託を、購入する必要がなくなることで、投資信託の運用状況
のチェックも、1つのファンドだけで済むようになる。デメリットは資産配分を
自分で勝手に変えられない点と言える。

投資信託をする時の注意点
　投資信託は投資未経験の初心者でも始めやすい投資方法だが、欠点とし
て運用期間中に随時コストがかかるため、預けたお金が減ってしまう可能性
はある。万が一減っても、生活に支障が出ない金額で始めることが肝心。ま
ずは、すぐに飛びつかずにしっかりと投資について予備知識をいれ、専門の
人に相談することをお勧めする。

投資信託の仕組み
投資家

投資信託会社

依頼 運用

市場

株

債券

不動産

※ベンチマークとは、投資信託が目標とするマーケット（市
場）をさす。ほとんどの投資信託は運用目標としてベンチ
マークを定めている。例えば、東証株価指数（TOPIX）をベン
チマークとする投資信託はそれを目標に運用をしていく。
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　株式投資は、キャピタルゲインとインカムゲインの両方から利益を得る事
ができる。キャピタルゲインとしては、投資をしている株価が上昇した場合、
その比率に応じて投資をした資産価値が増えるところにあたる。例えば、1株
100円の時に購入した株が105円になった時に売却した場合、5円の差益が
発生する。これを1万株購入していれば、単純に5万円の利益となる。購入し
ている銘柄にプラス材料があれば、1日に5円の差益が出ることなんてざら
である。もちろん、この逆に株価が下落することもあるので、キャピタルゲ
インによる利益を得るためには、テクニカル分析やファンダメンタル分析に
ついての勉強を行う必要がある。一方、インカムゲインとしては、株の長期保
有などによる配当金や優待による利益にあたる。投資先の会社が得た利益
の一部を株主に還元する仕組みとなっている。キャピタルゲインのように大
きな差益を期待することはできないが、還元によるものである為、確実に利
益を得ることができる。優待には株を保有している会社から、商品券、お食
事券などの優待券が配布されたり、お米や化粧品などの物品が送られるも
のがある。会社によって様々ではあるが、優待内容から株式の購入先を選ぶ
人も多い。楽しみながら資産運用を味わえるのが株式投資の魅力である。
　株式投資を行う際には、2つのリスクを抑えておきたい。1つ目は、どんな
株でも、株価は上昇したり下落したりするので、購入時よりも株価が下落し
たときに売却すると、損失が出ること。一喜一憂せず、予めルールを決めて、
損失を抑える事が重要。2つ目は、上場している会社はそうあることではない
が、投資先の会社が倒産した場合、買っていた株式の価値がゼロになると
いうこと。日々、情報を確認し万が一のリスクは常に意識しておきたい。

　株式投資は、年間で元本の数倍まで資産を増やすことができるという可
能性があるが、投資先の会社の業績不振などにより投資資産を目減りさせ
てしまうことがあるので、許容できるリスクの範囲内で取引を行おう。

配当利回り（配当利率）＝「1株あたりの年間配当金」 ÷ 「購入株価」 × 100
例）1株あたりの年間配当金30円・1株あたりの株価800円の場合
　　30÷800×100＝3.75％
→配当利回り3.75％となる

配当利回り（配当利率）の計算方法

イチからわかる、
資産運用の基礎知識

もう怖くない！

　FX投資は米ドルやユーロなどの、世界の数十種類の通貨から選び取引す
る。取引方法は株式投資のように一つの企業を選んで購入するのとは異な
り、ドルー円というようにセットで取引する。例えば、「1ドル＝110円」のとき
に11万円で1,000ドルを購入し、2ヶ月後に「1ドル＝120円」のように円安に
なった時に、手持ちの1,000ドルを売ると12万円になり、1万円利益を得るこ
とができる。逆に、「1ドル＝100円」になった場合に、手持ちの1,000ドルを
売ってしまうと10万円にしかならず、1万円損失を生む。FX投資は為替レート
の差額を利益とする。そのため、各通貨の値動きを予測して投資する必要が
ある。
　FX投資を始める時に押さえておきたい「レバレッジ」「スワップポイント」
「スプレット」の3つのワードを紹介しよう。「レバレッジ」とは、テコという意
味で、少額で大きな金額を売買することができる。これがFX投資最大の魅
力。手持ちの資金の2倍、5倍、10倍などの金額を運用することで、大きなリ
ターンを得られる。ただし、レバレッジを大きくすればするほどリスクが伴う
ので、注意する必要がある。「スワップポイント」とは、為替レートが予想通り
に動くことで利益を狙う取引とは別に、FXで金利の低い通貨を売って金利
の高い通貨を買い、それを保有し続けることで金利の差額を受け取る方法
のこと。日本では、銀行に預けても利息がほとんど付かないため、日本円の
貯金をFXで高金利国の外貨に交換してスワップポイントで利息を手にする
人が増えている。「スプレッド」とは、通貨の買値と売値の価格差のこと。例え
ば、買値は「1ドル=130.000円」、売値は「1ドル130．005」と表示される。この
0.005円がスプレッドであり、FX会社の取り分となる。FX投資では口座開設

費や口座維持費はもちろん、入出金手数料や売買手数料なども基本的には
無料となるため、FX会社は売買時にスプレットを発生させることで利益を得
ている。FX投資は、専門家に依頼しなくても、24時間スマートフォンでワンク
リックで売買が完了する手軽さから株式投資よりも初心者が始めやすいと
言われているが、FX投資で注意しなければならないのは、自己資金の数十
倍以上の金額の取引を行う為、損失を出した場合は預けた証拠金以上の金
額を支払わなくてはならないことがあるという点である。しっかりとリスク管
理して、損失を抑えることが重要。のめり込み防止のために、初めに自分の
投資ルールを設定しておくのも一つの手だ。

株式投資とは、将来的に株価が上昇しそうな企業の株を購
入して、実際に上昇した時点で、その株を売却して利益を得
る投資のこと。
株式投資について解説していこう。「株式投資」の基礎知識

FX投資は外国為替証拠金取引の略で、外貨を安く買い、
高く売ることにより利益を得る投資となる。
FX投資について解説していこう。「FX投資」の基礎知識
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親切・丁寧に教えてくれるから、はじめてさんでも安心！

資産運用商品が購入できる会社一覧
資産運用の基礎知識がわかったら、次は会社選び。

どこに頼めばいいかわからない、そんな人のために、弊紙に掲載している6社を紹介。
購入方法や商品説明、一人ひとりに合わせた資産運用計画まで親切・丁寧に教えてくれるから安心。

ぜひ、気になる会社に問い合わせてみよう。

　日本で保険の見直しでおなじみの「ほけん110番」と長年香港進出企業の保
険を扱っているNNI香港が、海外に住む日本人向けに2013年に香港で設立。日
本の保険事情に詳しいFPが在籍するため、香港の保険紹介をはじめ、日本の
保険の見直しも可能。複数の保険会社の商品を比較し無駄のないプラン提供
を得意とする。（写真はDirector 才田弘一郎氏）

ウェブ：www.insurance110.com.hk
メール：info@insurance110.com
住所：Rm. 3902, 39/F, Windsor House, 311 Gloucester Rd., CWB

日本で契約した保険内容を
見直しした上で保険商品を紹介

学資保険、 年金保険、 生命保険、 医療保険取扱い商品

問い合わせ先：(852)3182-0110

　香港で110年以上の歴史がある、カナダトロントに本社を置く生命保険会
社。主にアジア、カナダ、米国を中心に事業展開をしている。香港では、世界の
保険営業マンのトップ5％に授与されるMDRT受賞経験のある平原奈津子氏
が優しく丁寧に保険を紹介してくれる。“香港ならではの生活に役立つ基本的
なマネー講座”などプチ財テクセミナーを随時開催している。

ウェブ：http://hiraharanatsuko.hk
メール：natsuko_hirahara@manulife.com.hk
住所：12/F.,Manulife Tower,One Bay East,83 Hoi Bun Rd.,Kwung Tong

アドバイザー歴10年の平原氏が
貯金に適した保険商品を紹介

問い合わせ先：(852)9722-0012

マニュライフinsurance110

　玉利将彦氏が2008年に香港で設立。顧客の年齢、家族構成、ライフプラン別
資産運用計画を提案。保険商品や積立年金の取り扱いだけでなく、海外不動
産の販売、海外金融機関の口座開設・運営のサポートまで行う。香港で認可を
受けた日本人アドバイザーが2名所属。生命保険や個人年金の必要性を丁寧
に説明し、海外居住の今だからこそ手が届く有利な商品を紹介する。

ウェブ： www.borderless-investment.com
メール：info@borderlessworks.com
住所：Office 2,6/F.,Kaiser Centre,18 Centre St.

20年のキャリアを持つ投資家が
生命保険・個人年金を紹介

生命保険、 学資保険、 積立年金取扱い商品 オフショア投資商品、 個人年金、 貯蓄型生命保険、 相続対策商品など取扱い商品

問い合わせ先：(852)9185-8291

　ロイター通信(香港)、米系格付け会社S&Pを経て、2009年に木津 英隆氏が香
港で設立。金融商品のリスクとリターンについて丁寧に説明する。香港の優れ
た金融サービスや年代別資産運用方法などについて、初心者にも分かりやす
い小口投資家向け「海外で作る自分年金セミナー」を各地で開催。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。

ウェブ: www.kenshin.com.hk
メール：kitsu@kenshin.com.hk
住所：Rm. 3A,18 Percival St., CWB

格付け会社勤務経験を活かした
金融商品の丁寧な説明が定評

問い合わせ先：(852)9062-0532

謙信アセットコンサルティング(香港) 
Borderless Management 
& Investment Ltd.

　1848年に米国で設立。169年の歴史があり管理資産5,620億ポンド以上、顧客
を2,400万名以上持つ大手保険会社。ロンドン、シンガポール、香港で上場して
いる。学資保険、老後や退職後に向けた貯蓄のアドバイザーは顧客一人一人の
声を聞き「お客様のニーズに合った保険と貯蓄商品」を提供している。香港では
13年間MDRTを受賞するFPのLee Kelvin氏があなたの将来設計を手助けする。

ウェブ: www.prudential.com.hk
メール：kelvin@zaimutailor.com
住所：18/F., Lee Garden Two, 28 Yiu Ping Rd., CWB

上場している世界最大手の保険会社
保険と貯蓄商品を紹介

定期預金、 債券、 ファンド、 派生商品、 保険・その他取扱い商品

問い合わせ先：(852)9199-9777

　数多くの日本・香港の優良企業の出資を経て2013年に香港で設立。香港在
住日本人をターゲットとした保険や債券などの商品をはじめ、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。定期
的に開催する投資フォーラムに定評あり。また、月次報告書や年間の取引報告
書などのサポートを日本語で行っている。（写真はCOO 長谷川健一氏）

ウェブ：jp.www.nipponwealth.com
メール：info@nipponwealth.com
住所:16/F.,The Peninsula Office Tower,18 Middle Rd., TST

銀行サービスから保険まで
ワンストップの資産運用が可能

生命保険、 学資保険、 積立年金、 医療保険、 MPF、 損害保険、
会社保険、 経営者保険、 投資ファンド

取扱い商品

問い合わせ先：(852)3958-8828

Nippon Wealth Limited, 
a Restricted Licence Bankプルデンシャル

個人向け：生命保険、 年金プラン、 学資積立て、 医療保険、 インカムファンド
法人向け：ＭＰＦ、 団体医療保険

取扱い商品
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香港 香港

香港 香港

　中環（セントラル）にイタリアンレストラン、「Spiga」がオープンした。
　ミシュランのスター・シェフ、エンリコ・バルトリーニ氏が創作するのは、生粋のイタリ
ア料理。同氏は「うちでお出しするのは普段イタリアの人々が食べているような、本場の
味です。」と、語ってくれた。彼がシェフを務める3つのレストランに付いたミシュラン・ス

ターは計4つ。ここは彼が挑戦する海外最初の店となる。
　1950年代イタリア映画をイメージした店内は、同国製
の装飾やアンティークで彩られ、親しみやすい趣。印象的

な照明によってダイニング、バー、テラスと区切られた空間は、シチュエーションごとに
居心地のよさが追求されている。
　人気メニュー満載の5品のコースでは、「イクラとケッパー、ポテトのレモンサバイヨン
ソース」の前菜の後、ライムエキスを詰めたパスタと柔らかく火を通したタコを海鮮ソー
スと合わせて。シェフの代表メニューである「ゴルゴンゾーラのリゾット」の後は、メイン
の「牛頬肉とポテト マスタードのミルフィーユ」と、デザートが付く。アラカルトで楽しむ
ことももちろんでき、前菜のおすすめ、「シチリア産赤海老のフラ
イ」は、古典料理ながら独自の技法が、エビの食感と甘さを引き出
している。
　Spigaでは毎日生パスタを手作りしており、オーダー時にリゾット、
ラビオリ、タリアテッレ、リングィーニから主食を選ぶことができる。
種類を問わず上質な素材で料理をまとめ上げるバルトリーニ氏の
手腕は見事の一言。旬のお勧め、「パルメザンリゾット」は、グリルし
たイカと、本場のバジルで作るソースの組み合わせが絶妙だ。
　個性豊かなメインはアンガス牛のグリル、ミラノ風仔牛スネ肉の煮込み、ロンバル
ディ産チキンのローストなどが揃っているほか、本格トマトソース、ホワイトソースを
使ったナポリ風ピザを楽しむことができる。約350種というワインの品揃えも自慢で、セ
レクトに迷ったときは、専属ソムリエにアドバイスをもらおう。食事の最後には、ティラミ
ス、レモンカードタルトなどのイタリアンデザートを楽しんで。季節のデザート、リッチ
チョコレートフォームは繊細なガナッシュの食感と自家製ヘイゼルナッツ・アイスの組み
合わせが素晴らしい。
　セミ・ビュッフェ形式のランチは忙しい時のランチ・ミーティングにも最適。昼夜を問
わず美味しいイタリアンでパワーチャージをする人で賑わうスポットになるだろう。
　イタリアの魅力にあふれるレストラン Spigaを、是非訪れてみて。

1950年代のイタリア映画をイメージした
居心地の良い本格イタリアン
1950年代のイタリア映画をイメージした
居心地の良い本格イタリアン

Spiga 
住所：3/F., LHT Tower, 31 Queen’s Rd. Central, Central
時間：12:00～15:00 、18:00～23:00、定休日なし
フェイスブック: @SpigaHongKong 
インスタグラム: SpigaHongKong 

SpigaSpiga

Sicilian Red Prawn, Half Fried with Tamarind Sauce

Chocolate Foam
 w
ith 

H
azelnut Ice Cream
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香港 香港

香港

◆ふだん飲む市販のコーヒー飲料
　ふだん飲む市販のコーヒー飲料のタイプは、「缶
コーヒー」が44.1％、「コンビニエンスストアのセル
フ式テイクアウトのコーヒー（コンビニコーヒー）」
「チルドコーヒー」が3割前後。「缶コーヒー」は男性、
特に30・40代で6割前後と比率が高くなっている。女
性20・30代では「チルドコーヒー」、女性40代以上で
は「コンビニコーヒー」が1位。「市販のコーヒー飲
料は飲まない」は、女性若年層で比率が高く、女性
20代では4割となっている。 
 
◆チルドコーヒーの飲用頻度、飲む理由
　チルドコーヒーの飲用者は5割強。女性30・40代
では6割弱で、他の層より比率が高くなっている。週
1本以上の飲用者は1割。 
　チルドコーヒー飲用者に飲む理由を聞いたとこ
ろ、「おいしい」の他、「価格が手頃」「ストローがつい
ていて飲みやすい」「コンビニ等で手軽に買える」
「味が本格的」が上位にあがっている。「ストローが
ついていて飲みやすい」「おいしい」は、女性の比率
が高い傾向。 ウチカフェ、 セブンプレミアム、 ファミ
リーマートコレクションなどのコンビニエンススト
アのPB主利用者では、「価格が手頃」「コンビニ等で
手軽に買える」の比率が高くなっている。

◆チルドコーヒー購入時の重視点
　チルドコーヒー飲用者の購入時の重視点は、「価
格の手ごろさ」「ミルクとコーヒーのバランス」「コー
ヒーの味の強さ」が上位にあがっている。「ミルクと
コーヒーのバランス」「甘さ」は、女性で比率が高い
傾向。マウントレーニア主飲用者では「ミルクとコー
ヒーのバランス」、スターバックス主飲用者では
「コーヒーの味の強さ」の比率が高く、それぞれ重視
点の1位にあがっている。

◆チルドコーヒーを飲む場面
　チルドコーヒーを飲む場面は、「おやつの時」「気
分転換したい時」「ちょっと一息つきたい時」「移動
中」「仕事・勉強・家事の合間」「車を運転する時」「レ
ジャー・遊びの時」がチルドコーヒー飲用者の2～3
割で上位にあがっている。 「おやつの時」は、 女性や
若年層で比率が高くなっている。 

◆チルドコーヒーの飲用意向
　チルドコーヒーの飲用意向者は4割強、女性20～
40代では5～6割みられる。月1回以上飲む層では8
割強～9割強、非飲用者では5％となっている。非飲
用意向者は3割強、男性50代以上では4割強。 

マイボイスコム株式会社は、9回目となる『チルドコーヒーの飲用』に関するインターネット調査を
2016年11月1日～5日に実施し、11,154件の回答を集めた。

【調査対象】「MyVoice」のアンケートモニター
【調査方法】インターネット調査（ネットリサーチ）
【調査時期】2016年11月1日～5日 
【回答者数】11,154人
【設問数】7～9問
【属性情報】32項目
【調査機関】マイボイスコム株式会社
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【チルドコーヒーに関するアンケート調査】

チルドコーヒーの飲用頻度

第9回（2016/11）

第8回（2015/11）

第7回（2014/11）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.50.5

0.90.9
2.52.5
6.86.8 9.19.1 7.87.8 8.58.5 4.84.8 10.810.8 48.248.2

0.90.9

2.12.1
2.52.5
6.36.3 8.28.2 6.96.9 8.18.1 4.34.3 9.79.7 51.151.1

0.90.9

1.91.9
2.42.4
7.17.1 9.59.5 7.47.4 8.08.0 4.44.4 9.59.5 48.948.9

毎日2本以上
週に3～4本
月に2～4本
2～3ヶ月に1本
それ以下

毎日1本
週に1～2本
月に1本
半年に1本
チルドコーヒーは飲まない

おいしい
価格が手頃

ストローがついていて飲みやすい
コンビニ等で手軽に買える

味が本格的
甘すぎない

容量がちょうどよい
他のことをしながら飲みやすい

こぼれにくい
容器が捨てやすい
味の種類が豊富

甘い
チルドコーヒー飲用者

　　　　　　　50.6
　　　 26.1
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価格の手ごろさ

ミルクとコーヒーのバランス

コーヒーの味の強さ

飲み慣れている

甘さ

容量

香り

本格的

第9回（2016/11）
第8回（2015/11）
第7回（2014/11）

チルドコーヒーを飲む理由

チルドコーヒーを購入時の重視点
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