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への アジアをもっと元気に！

グローバル人材の育成、
その活躍を応援します。

人材仲介の

【REERACOEN】
  が、香港上陸！



香港＆広州 香港

香港

カラフルな色彩と言語が2次元広がる
コンセプチュアルアート展
　アメリカ人現代アーティストのメル・ボックナー（Mel Bochner）の香港
初の個展「Blah Blah Blah」が中環（セントラル）のサイモン・ギャラリー
で開催される。彼は、1960年代のコンセプチュアル・アートと芸術のミニ
マル運動を引率してきた人物で、1966年には、ニューヨークで「必ずしも
美術と目されることを意図しない、下書きとそのほかの紙の上の視覚的
なもの」をコンセプトにしたコンセプチュアルアートの初の展覧会を開
催した。1970年代からは、本格的に絵画の制作を始め、その中でも、彼
の代表的な作品は、“Language＝言語”を題材に取り入れた作品の
数々。彼は、言語を2次元上で展開するという手法を用いて、言語の領域
に図形、直線、記号などを用いて様々な作品を制作している。

　今回の個展では、そんな彼の代表的な作品の数々が展示される。カラ
フルな色と幾重にも重ねられた言語、選ばれた単語や文章、記号と様々
な色彩が2次元上に並ぶ。版画の用法を用いているが、その手法は様々
で、離れて観るだけでなく近くで目を見開いてじっくりとみたくなる。

視覚や知覚を刺激する“動く芸術”の鬼才カルロス・クルス=ディエス
香港初の個展を開催

Simon Lee Gallery presents Mel Bochner: 
Blah Blah Blah
場所：304, 3/F., Pedder Bldg., 12 Pedder St., Central
開催日：4月22日
ウェブ：www.simonleegallery.com

　南米のベネズエラ出身の「色彩の達人」と言われているアーティストの
カルロス・クルス=ディエス(Carlos Cruz-Diez)の香港初の個展が5月25ま
で「Le French May」のプログラムの1つとして開催される。見る角度に
よって色や絵が変化していく彼の作品は世界中で注目を浴びている。
　彼は、1950年代後半から60年代にかけて新しい美術分野として定着
していった目の錯覚や、見る人の視点によって動いてるように見える「動
き」を取り入れたアートの、オプ・アートやキネティックアートを作品に取
り入れた先駆者の1人。キネティックアートとは、機械仕掛けで動作・発
行する作品、そしてオプ・アートとは、目の錯覚や、見る人の視点によって
動いてるように見える作品など、「動き」を取り入れたアートのこと。
　今回の彼の個展では、60年以上にわたり、色彩、線、知覚、そして新し

い材料での実験や技術を根気よく研究し続けて完成した、最も洗練され
た作品を紹介する。特にオプ・アートやキネティックアートの分野で、世
界でも最も重要なアーティストと言われているカルロスの作品を香港で
見ることのできるまたとない機会。

Carlos Cruz-Diez: Mastering Colour by Puerta Roja
場所：Puerta Roja, Soho 189 Art Lane, 
　　 189 Queen's Rd. West, Sheung wan
電話：(852)2803-0332
ウェブ：www.puerta-roja.com

香港トピックス
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香港

Metro Buffet & Grillで
ニュージーランドのグルメ満載のビュッフェを開催
　EATON HOTEL内にあるレストラン、「Metro Buffet＆Grill」では4月1日か
ら、柔らかくジューシーなニュージーランド産ビーフとラムの料理を揃え
た「A Taste of New Zealand Dinner Buffet」を提供。最高級の食材と革新的
な料理技術を融合させ、ニュージーランド産の牛肉および羊肉の純粋で
ナチュラルな味わいを楽しむことができるメニューの数々を創作する。
　ニュージーランド産グラスフェッドビーフおよびラムは、厳重な基準
でホルモン剤や抗生物質は使用せずにナチュラルに近い状態で飼育さ
れることにより、栄養学的に優れた、きめ細かな肉質の肉が生まれる。
　同店エグゼクティブシェフのクリストファー・ウォンは、「このプレミア
ムな牛肉やラム肉を用いたトンナートやスパイシーなタイ風サラダ、
ホールサーロインフィレステーキ、リブアイステーキ、シェパードパイや、
ラムチョップ、ラムミートボールのスパイシートマトソースなど、素材の
味を引き出す調理にこだわった料理の数々を、ゲストに存分に堪能して
もらいたい」と自信満々にに語ってくれた。

　デザートには、チョコレート・トリュフケーキやレーズンヨーグルト・タ
ルト、アメリカン・マシュマロクリームパフ、スイス発祥のプレミアムアイ
ス、モーベンピック・アイスクリームなど、充実したラインナップのデザー
トを楽しむことも忘れずに。

Metro Buffet & Grill 
“A Taste of New Zealand” Dinner Buffet 
住所：Lobby level, Eaton Hong Kong, 380 Nathan Rd.
電話：(852)2710-1901、(852)2782-1818 
時間：18:00～21:30 
価格：月～木 大人HKD478、子供HKD368 
 　　金土日祝日 大人HKD528、子供HKD408
 　　※別途サービスチャージ10％あり
 　　※ビュッフェメニューの内容は日によって異なる

.com/.cn
住所：K11 Art Foundation Pop- up Space
　　 G/F., Cosco Tower, 33 Wing Lok St., Sheung Wan
日間：～4月30日 10:00～18:00休館日無し
キュレーター：Klaus Biesenbach, Peter Eleey

MOMA PS1と K11 Art Foundationが
デジタルエコシステム等をテーマにした初の共同展示会を開催
　K11 Art Foundationはこの度MoMA PS1(※1)と共同で進行中の研究
パートナーシップ、「.com/.cn」の一環として最初の展覧会を開催する。
　MoMA PS1からは２名がキュレーターを務め、多数のアーティストが
作品を出展する。
　.com/.cnでは、デジタル・エコシステムに対応した、または影響を受け
ている中国と西洋の芸術的実践を紹介する。よく「ネットワーク」や「クラ
ウド」と描写されるこのシステムは、地域、言語、法律、国の文化に左右さ
れない普遍的なものと評されており、異なった社会的行動、経済、思考
様式を調整している様々な形態の国家統制の下でそれぞれの地域で発
展してきた。こういった多様性は、中国と西洋で利用可能なインターネッ
トと、各々の政治的、経済的システムに対する芸術的な反応を比較する
際に有効といえる。
　今回展示される絵画では、歴史的な中国語と西洋の語彙を現代の絵
画模式図と組み合わせた新しい抽象的な空間の提案が見られ、ナショ
ナリスト縮小の時代において、グローバリゼーションの自由主義的理想
に直面する課題を描き出している。

　その他にもアーティスト、Li Mingが杭州から台湾への50日間にわたる
旅の記憶を元にGPS衛生画像などを使って創作した作品や、アバターの
自画像が、3つのビデオスクリーンを装備したエアロバイクに表示される、
Sondra Perryのユニークな作品等も展示される予定となっている。

※1  MoMA PS1: ニューヨーク近郊のロングアイランド・シティに位置する
非営利の文化・教育活動を行なう現代美術専門の展示施設であり、オルタナ
ティヴ・スペースの先駆的存在。原則として一般的な美術館のようなコレク
ションの保存・公開は行なわず、主に年間50本以上、実験的な現代美術の企
画を開催する。
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今週の香港ピックアップ Exhibition 香港中文大学美術学校開校60周年記念
「The Art of Professor Jao Tsung-i」

～5月14日

中国を代表する偉大な教授の作品展
　香港中文大学の美術館と美術学校では、創設60周年を記念し、「中国の国学大使」、

「東洋のレオナルドダヴィンチ」とも言われる香港中文大学の終身主任教授であり同大

学名誉教授の饒宗頤（Jao Tsung-i）氏の現在に至るまでの偉大な功績を表して「The Art 

of Professor Jao Tsung-i」題した展覧会が開催されている。

　彼はこれまでに、80以上の著作、500以上の学術論文を発表し現在では英語、日本語、

フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、ヒンディー語、そしてイラク語の6言語に訳されてい

る。そんな彼の展覧会では、これまでにすでに展示されたことのある45枚の絵画、書家

作品を展示。饒宗頤氏の作品を通して彼の教育目的を学べるのまたとないチャンスだ。

無料で一般公開されているのでこれまでに彼の作品を見たことのないという人はぜひ

足を運んでみよう。

スピード感に大興奮！
　1990年以来2度目のアジアでの開催となる「UCIトラックサイクリング

ワールドカップ2017」が香港で開催中。世界40の国と地域から集結した

300人のトップライダーが香港の「Velodrome」で熱いレースを繰り広げ

る。そのスピード感を間近で体感してみよう。

2017 UCI トラックサイクリング
ワールド・チャンピオンシップ

～4月16日

KITEC, 3/F., Star Hall
(852)3128-8288
www.hkticketing.com
HKD880、HKD680、HKD480

Hong Kong Velodrome
(852)2504-8184
www.trackworldchamp.hkwww.italiantomato.com.hk

Hidden Agenda, G/F., 
Hung To Industrial Bldg., 
80 Hung To Rd., Kwun Tong
Ticketflap
HKD480、HKD380、HKD300

Gallery I,  Art Museum,  Institute of Chinese Studies,  CUHK
月～水、金、土 10:00～17：00、日祝日 13：00～17：00
（852）3943-7416

喜び溢れる歌声に酔いしれる
　自身の曲をコミュニティーサイト「MySpace」に載せて一躍注目を集

め、メジャーデビューを果たしたアメリカ出身のシンガーソングライ

ターコルビー・キャレイ。以

後、数々のヒット曲を生み

出し全米チャート1位も獲

得。そんな彼女が来港し4月

17日にライブを行う。

Colbie Caillat 
2017 ライブin香港

～４月17日

美し音楽に心動かされる
　今や世界規模で注目を集める、儚くも美しいフランスの Post-Black 

Metal デュオ「アルセスト（Alcest）」がアジアツアーで来港し「Hidden 

Agenda」でライブを行う。自身の幼少

時の神秘的体験と様々な感情を重ね

合わせながら美しい音楽を創造して

いる。

アルセスト
2017年アジアツアーin 香港

4月19日

Italian Tomato
桜フェスティバル

春爛漫！ イタリアンレストランで桜を楽しむ
　毎年、4月には海外からも日本にたくさんの観光客が桜を目当てに
やって来るが、日本に帰る余裕がないという方は、ここ香港で、「Italian 

Tomato」の桜フェスティバルで春の気
分に浸ってみよう。今月は、桜をモチー
フとした、ワクワクさせてくれる可愛い
スイーツが待っている。中でも「桜の吹
雪」と名付けられたアップルチーズタル
トは要チェック！

香港ピックアップ
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香港＆広東 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

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 インテリジェンス
香港20K～26K

プロモーションキャンペーンのCS（デザイン・
メールマガジン等）。電話又はメール応対
（日本語）★PC作業とコミュニケーションに優
れた方。

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/九龍 インテリジェンス
香港15K

ジュエリーデザイナー募集★3～5年の経験。
言語は北京語ネイティブレベル、英語/日本語
どちらかビジネスレベル。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

編集・広告・デザイン/
小売・流通・通信販売 応相談

コンサートの音響やコーディネーション業の
営業★コミュニケーションレベル以上の英語
および広東語。人脈作り/業界ネットワーク構築
ができる方。ビザサポートあり。

香港/九龍 インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～30K

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 18K～28K

電子業界より経理ポジション（及び管理業務
全般）。★長く経理実務経験があり、フルセット
アカウント可能な方。

電子部品企業にて経理業務全般。香港人部下
の管理、中国工場との連絡業務あり。★日本お
よび香港での経理業務経験者（双方地域での
会計システムを熟知していること）。

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/九龍 25K～40K

パートナー顧客の香港および中国における新規
ビジネス開拓のサポート（会計・税金関連）。
★関連ビジネス開拓経験、英語ビジネスレベル、
北京語あれば尚可。

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

20K～香港/新界

営業。日本本社と連携した新市場開拓及び
新製品開発。中国企業の新規開拓(ローカル営業
と連携)★中国勤務経験者。プラスチックフィ
ルム又は樹脂関連経験者優先、取引業界の
経験者でも可。北京語ビジネスレベル。

インテリジェンス
香港香港/九龍 20K～30K営業・コンサルタント/

メーカー（機械・電気・電子）

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子）

インテリジェンス
香港18K～22K香港/九龍

電子部品業界より営業/アシスタント募集。
見積り作成、仕入先との納期調整、サンプルなど
の出荷対応★シッピング経験5年以上。物流・
製造・貿易関連経験者。英語ビジネスレベル、
北京語尚可。

機械部品の関連企業の営業。新規開拓、既存
顧客対応として出張あり。★4～5年以上の営業
経験（業界不問）半導体の販売経験者は尚可。

インテリジェンス
香港香港/九龍会計・監査・経理/

メーカー（機械・電気・電子） 15K～30K

国内側と現地顧客の橋渡しと日々のデリバリ
運営。部下の指導など。★電子部品（半導体）
業界での営業経験者、北京語必須。30代まで
の方歓迎！

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

アパレル業界より日系顧客向け営業兼マー
チャンダイザー業務（生産管理/納期管理/等）。
★アパレル経験者優遇。北京語または広東語要。

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～26K

ラーメン店のセントラルキッチン運営管理、
新メニューの開発メイン★スキル重視（スープ
仕込み経験）、北京語尚可。

インテリジェンス
深圳深圳

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社 18K～22K香港/香港島

大手日系商社で、営業担当を募集。中国のクラ
イアントから商材を仕入れ、社内の海外拠点に
販売する、ルート営業。未経験者OK、福利厚生
が充実し、働きやすい環境。

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～

食品卸企業より日本人会長の秘書。★エグゼ
クティブ秘書業務経験。高度な接客マナー、英語
ビジネスレベル。

食品卸企業より人事アシスタントマネジャー。
★人事業務（給与・保険・労務）、マネジメント
経験、英語ビジネスレベル。

香港/九龍 23K～30K Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社

日系の電子部品商社にて営業担当を募集。華南
地区・東南アジア地区担当として、既存顧客
フォロー・新規開拓の両方を行う。

香港/九龍 23K～30K Reeracoenサービス系/外食・フード

日系大手飲食企業にて、商品開発担当を募
集。メニュー考案だけでなく、開発した商品の
原価管理・計算や、各店舗でイメージ通り調理
されているか、味や見た目が再現出来ているか
管理する。

Reeracoen

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

20K～30K
外資系、会計/労務コンサルティング企業にて、
主に日本向けの労務系実務。日本にもオフィス
があり、日本オフィスで引き受けた、日本の労務
業務を香港で行う。

香港/香港島

Reeracoenサービス系/外食・フード 25K～30K
日本食レストランのメインシェフ。現在、日本人
専門シェフが不在のため、揚げ物の技術を
持った日本人シェフを募集。

香港/香港島

インテリジェンス
香港サービス系/外食・フード 広州

設備保守ポジション。★必須条件：工場での
設備保守経験者。歓迎条件：①中国での就労
経験ある方、②北京語で業務交流できる方。

25～50K

インテリジェンス
広州

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） 広州 RMB

20K～25K
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香港

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

キングスウェイ営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 ～25K

5年以上の営業経験(物流業界歓迎)。営業補佐
業務全般、価格交渉、サービス内容の説明、通関、
トラックやコンテナ遅延等のトラブル対応、新規
開拓など。ビジネスレベルの英語。ビザサポート
あり。

Reeracoen25K～35K香港/九龍
大手日系電子部品メーカーにて営業を募集。
既存フォロー、新規開拓の両方を担当。中国
大陸への営業活動も強化していく方針のため、
北京話のできる経験豊富な方を希望。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

Reeracoenサービス系/外食・フード 20K～30K
香港企業の日系食品会社で、MDの秘書を募集。
飛行機、ホテルの手配、資料作成、電話応対、
スケジュール管理、日本からの顧客対応も業務
を行う。

香港/九龍

香港/九龍 40K～60K
日系金融企業にて、日本人向けの様々な金融
商品の営業を担当。現在急拡大中の企業で、
増員採用。

Reeracoen

営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン ～30K香港/香港島

広告代理店や広報経験ある方歓迎。営業戦略
の立案と実施。新規開拓、既存顧客の課題発掘
と提案営業｡ビジネスレベルの英語とコミュ
ニケーションレベルの広東語。ビザサポート
検討可。

キングスウェイ

企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

～26K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。新規ビザサポート検討可。

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。

キングスウェイ
生産管理・品質管理・購買/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

RMB～25K東莞

アパレル生産管理経験ある方歓迎。検品セン
ター責任者。作業現場およびカスタマーサー
ビス人員のマネジメント。検品基準設定、顧客
対応、日本本部との連携。北京語必須。新規ビ
ザサポートあり。

Reeracoen営業・販売系/
専門商社・総合商社

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香港/九龍

一部上場の香港法人にて、香港や中国大陸に
おけるビジネス開発。日本では様々な分野にて
No.1クラスのビジネス規模を誇るが、中華圏
では拡大中のため経験豊富な方を希望。小売・
飲食の経験豊富な方大歓迎。

キングスウェイ～24K香港/香港島
IT関連業界営業経験者、サーバー、ネットワーク
の知識をお持ちの方。日系向け法人営業担当。
顧客対応全般、ソリューション提案。英語コミュ
ニケーションレベル。新規ビザサポート可。

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

キングスウェイ

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

～26K
夜間シフト勤務可能な方。電話・メールによる
カスタマーサポート業務。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。

香港/香港島

東莞 15K～20K
日系大手総合商社関連会社にて、工場の間接
部門の業務全般。雇用主は香港法人だが勤務地
東莞。中国でVISA取得、人民元での給与支給。

Reeracoen

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

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社

～21K香港/香港島
購買業務。主に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。

RMB～25K
企画・宣伝・広報/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

照明器具、LED製品、電子回路などの取り扱い
経験者。店舗照明、施設照明の製品企画、立案。
北京語必須。

キングスウェイ
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 ～30K
宝飾関連業界営業経験者歓迎。PO管理、見積
もり、請求書発行。顧客からの問い合わせ対応。
本社との連絡。ビジネスレベルの英語もしくは
北京語。就業可能なビザをお持ちの方。

キングスウェイ企画・宣伝・広報/
旅行・レジャー・観光 香港/九龍 ～22K

イベント、広告業界経験ある方尚可。ローカル
旅行会社へのチケット販売、航空会社との連絡、
マーケットリサーチ、観光プロモーション。ビジ
ネスレベルの広東語と英語。

キングスウェイ
会計経理・経営管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

～30K香港/九龍
2年以上の経理経験。グループ全体の経理管
理補佐。経理部長の補佐、その他アジア拠点へ
の出張あり。ビザサポート検討可。

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）/
金融・保険・投資顧問

～26K香港/九龍
営業経験者(金融業界歓迎)。金融セミナーの
運営、翻訳・通訳。既存顧客とのコーディネート
およびサポートと新規開拓。ビジネスレベル
の英語。新規ビザサポートあり。

キングスウェイ香港/九龍生産管理・品質管理・購買/
小売・流通・通信販売 ～40K

食品部にて部署の管理。業務オペレーション
の遂行、モニター、納品管理等。各拠点との調整、
出張など。食品輸出入貿易経験必須。ビジネス
レベルの英語、広東語。新規ビザサポート可。

キングスウェイ香港/九龍企画・宣伝・広報/
小売・流通・通信販売 応相談

自社webサイトの活用及び開発・運用。宣伝
効果分析及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。

キングスウェイ東莞

ビジネス（香港・広東共通）
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広東

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

サウジアラビア国王と企業経営者のサバイバル

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。

　先月46年ぶりにサウジアラビア国王が日本を訪問した。訪
問団は王族、閣僚、企業間関係者など総勢約1,000人、40機の
飛行機に分乗してやってきた。国王が移動に使う車として1億
5,000万円のメルセデス防弾車両や専用のエスカレーター式
の搭乗タラップを持ち込んだ他、都内の高級ホテル1,200室、
ハイヤー500台を利用しているという。
 サウジアラビアといえば世界一の原油の埋蔵量を誇る王国。
1993年までは憲法も議会もなく、今でも多くの要職はおびた
だしい人数を誇る王族によって占められている。
　自動車をはじめとして世界のあらゆる機械の燃料・エネル
ギー源となっている石油をもっともたくさん産出する国である
うえに絶対君主制の国なので国王に随行できる人は国の特権
階級。一人ひとりが「超」がつく富裕層である。白い民族衣装に
身を包んでフェラーリを運転し、ペットは猛獣、自家用機でカジ
ノに繰り出して豪遊というアラブの大富豪はだいたいサウジア
ラビアやアラブ首長国連邦（UAE）、クウェート辺りの人である。
　投資家集団としても有名で世界中のあらゆる投資案件にオ
イルマネーを背景としたアラブ人のカネが入っている。ソフト
バンクの孫正義氏が創設中の10兆円の資金を擁する「ソフト
バンクビジョンファンド」にもサウジアラビアの富裕層が多額
の資金を出資している。体制的に支配層階級と庶民の格差は
大きいがそれでもガソリンがタダ同然で使え、税金もほとんど
ないなど一般人もその富の一部を享受している。
　だがそんな彼らの国も時計の針を100年戻すと砂漠に部族

が点在して暮らす貧しい地域だった。第一次世界大戦前、中東
地域のほとんどは弱体化したオスマン帝国の版図の中にあっ
たが、敗色濃厚だったオスマン帝国解体後の中東地域の処遇
はイギリスが主導したフサイン＝マクマホン協定、サイクス・
ピコ協定、バルフォア宣言によって大戦終結後おおいに混乱
した。英国はフサイン＝マクマホン協定ではこの地域にアラ
ブ人の独立国家を作る、サイクス・ピコ協定ではこの地域を英
仏露で分割統治する、バルフォア宣言ではパレスチナ地区に
ユダヤ人国家を建設するという矛盾した約束をしていたため
である。いわゆるイギリスの三枚舌外交と呼ばれるものだ。
　オスマン帝国は解体したがすべて参加者を満足させられる
アレンジができるわけもなく、大戦後ほとんどの地域は英仏の
委任統治領となりアラブ人の独立が達成されたのは紅海に面
したアラビア半島の一部の地域であるヒジャーズ王国だけ
だった。ヒジャーズ王国は英国に乗せられる形でオスマン帝
国に対してアラブの反乱を主導したハーシム家（イスラム教創
始者ムハンマドの子孫）が王となっていたが、1925年にリヤド
（サウジアラビアの首都）の太守イブン・サウードに攻撃されて
支配権を奪われる。
　この地域の新たな王となったイブン・サウードがアラビア半
島の統一とイギリスからの独立を達成し、1932年に成立した
国がサウジアラビアである。国土のほとんどが砂漠に覆われ、
遊牧とメッカ巡礼などの観光ぐらいしか産業のなかったサウ
ジアラビアは1938年に油田が発見され、第二次世界大戦後の

1946年から油田開発が本格化してモータリゼーション普及と
ともに急速に世界の富を吸い寄せていったのである。
　逆を言えば厳しい自然環境下で有史以来ずっと貧困地区
だった場所に今もっとも必要とされている資源が見つかった
という幸運によって70年程度続く長期のバブルの最中にある
国だと言っても過言ではない。
　バブルはいずれ弾けるのが世の常。原油は埋蔵量に限りが
ある有限資源。採り続ければいつかは枯渇する。もちろんサウ
ジアラビアをはじめとする主要産油国は早くからそれをわ
かっていて、「石油輸出国機構（OPEC）」という世界最大のカル
テルを作りお互いに生産調整をしながらできるだけ高く原油
が売れるように努めてきた。だが昨今、北海油田やメキシコな
ど非加盟国からの生産増や科学技術の発展によりシェールガ
スやオイルサンドからのエネルギー採取が可能になったこと
によりOPECの原油価格の制御も利きにくくなっている。
　原油価格は1バレル百数十ドル台から20ドル台まで乱高下す
るようになった。この価格変動は国の歳入の8割を石油産業に
頼っているサウジアラビアには特に深刻な問題であるのは想像
に難くない。サウジ国王は日本のあと中国にも訪問した。自国に
石油以外の産業を新興するために日本にも中国にも様々な技
術協力を求めたはずだ。今手元にある資金を用いて自国の長
期バブルの収束の前に新たな稼ぎの柱を立ち上げようと奔走
する国王の姿は今調子の良いのビジネスが衰退する前に別の
事業を育てようとする奮闘する会社経営者に重なって見えた。

ビジネス（香港・広東共通）

08 Pocket Page Weekly 14 April 2017 No. 587
B



香港 香港&深圳

香港 香港

09Pocket Page Weekly 14 April 2017 No. 587
B



　　去年2016年を振り返ると、米国経済は、悪くなくはなく、実際はかなり堅調に推
移しました。ところが、市場もメディアも悪いイメージが強く、実態を見誤ったのです。
株価の動きをみると、2016年1月中国株の下落による混乱から始まりましたが、終
わって振り返ると株価は1月安値の12月高値となり、利幅も9％から10％上昇してい
たのです。現状でも、米国経済は、足腰がしっかりしており懸念だけでは、見誤る可能
性が高いと思っています。
　今年2017年に入り、マーケットで一番注目されているのは、政権交代が行われた
アメリカです。ドナルド・トランプ大統領（以下、トランプ）は先日、いわゆるオバマケア
（バラク・オバマ政権が推進していた医療保険制度改革の通称）の修正法案を議会に
提出していましたが、共和党保守派からも批判が出て、法案の通過が見込めなくな
り、撤回すると表明しました。この表明により、トランプ大統領の言及してきた政策へ
の期待が後退し、不透明感が強まりました。
　トランプ政権が掲げている政策は、基本的には以下の3つです。1つ目は財政出動
による景気刺激です。これまでの政権では、財政赤字を理由にインフラ投資を控えて
きました。アメリカ国内の空港や地下鉄などのインフラは、設備が古いというのが現
状です。トランプ大統領はメリハリをつけ、インフラを重点に実行しようと考えていま
す。その投資額は一兆ドル（約110兆円）にも及ぶ大規模な投資になる見込みです。2
つ目は税制改革です。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
婦世帯を対象に、個人所得税を免除する減税を目指しています。これは、ダイレクトに
消費刺激を狙っています。さらに、法人税を35％から15％まで引き下げることを掲げ
ています。15％の法人税の水準はどれくらいの低さかというと、香港の法人税でも
16.5％のため、それとの比較からしても、かなり前のめりな減税と言えます。その背景
には、アメリカ企業のCEOを対象にした経済活動のし易さをヒアリングした調査結果
にあります。20年前には、CEOの7割が経済活動しやすい良い
国と答えていましたが、昨年に実施された同調査の結果では、
経済活動しやすい良い国と回答した人は2割ほどしかいません
でした。こうしたことを、トランプは大統領になってからも、経営
者としての肌感覚から感じていたでしょうし、米企業のCEOと毎
日会合を重ねることからも確信して、引き下げを決めたのでしょ
う。選挙期間で言及していた法人税15%という水準は難しいか
もしれませんが、20％前後を目処に議論が進んでいくと予想し
ます。また、アメリカ企業が米国外事業から得た利益を米国に
還流させたいとトランプ大統領は考えています。そのためにト
ランプは、一回限り税率を10％で、利益を還流させることを提
言しています。アメリカ企業では、資本効率を重要視するため、
余剰資金がある企業は、いかに次のリターンに繋げるかを模索
します。そのため、10％の減税であれば、米国に資金を還流さ
せて投資をしたほうがいいとのインセンティブが働く可能性は
十分にあります。何故なら今、アメリカには新しい産業の種が沢
山あるといわれているからです。シリコンバレーでも、南部のエ
ネルギー地帯でも、新医療や宇宙関連、フィンテックや代替エ
ネルギーなど、新しい産業に成るかもしれない小さな企業がた
くさんあるからです。これは新たな産業の創出に繋がり、21世
紀の新産業を米国企業がリードし続けるとおいうシナリオも描
けます。まさに｢アメリカ･ファースト｣です。一方で3つ目は、通商
政策に関しては、やや懐疑的に観ています。個人的には度をこ
すと、そのツケは結局アメリカにとってマイナスに影響が出る可
能性が高いと考えています。もし、アメリカが輸入をやめて自国

内で生産をすべて行う場合、雇用コストが高い米国内での生産は、製品価格を跳ね
上げることになるでしょう。産業にも寄りますが、メキシコとアメリカの雇用コストをみ
ると、5倍から7倍というデータもあります。保護主義は、現在アメリカが自由貿易から
受けている恩恵をギブアップしてしまう可能性があるのです。一見、産業を保護して
いるように見えますが、その代償をトランプを支持してくれた人たちに払わせることに
なるため、私はこの政策に関しては、主張し続けられない矛盾を抱えていると考えて
います。
　心配なのは、ヨーロッパ諸国です。経済的に観るとEUの28各国というのは、かなり
の格差があることを認めざるを得ません。各国の経済的な格差は、人々の不満の根
底にあり、それが顕在化しやすい年になると思います。それが顕在化した事象が昨年
6月の英国国民投票によるEU離脱の決定です。また、今年は、フランスの大統領選と
ドイツと選挙の年があり、政治的にもナショナリスティックな主張が目立つことになり
ます。さらに、累積債務の問題がのしかかります。一例として、ギリシャの債務問題に
関しては、期限を繰り延べてきただけで、根本的には解決していないというべきもの
です。EUの中で、何とか繰り延べを認めて、IMFやドイツ･フランスを中心に支えてい
ますが、上述のようなナショナルステックな圧力が高まると、ギリシャを支えにくい流
れがでてきています。もし、ギリシャの債務問題が深刻化すれば、これは特定の一国
の話ではなく、EUの中で信用不安に繋がることになります。今年は、リスクファクター
として欧州を見ていかなければなりません。
　東アジア情勢も、地政学的に心配です。中国は経済的には、成長率の鈍化に注目
が集まりがちですが、今年に限っていえば、人民元の下落圧力と資本の国外流失にど
う対処していくかが問題であると考えています。
　その他では、インドに関しては、高額紙幣が廃止され、経済も一時、混乱がありまし

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）。昨年実施した投資フォーラムや保険活用セミナー
の成功を受け、3月24日と25日の2日間、春の集中講座を開催。同講座では、長谷川建一CIO
や幾田朋彦商品部長、外部からの特別講師らによって世界の経済・金融事情、今後注目の
投資商品など全6セッションの講演が行われた。今回はその中の1つ、「2017年世界経済と市
場見通し」を紹介しよう。

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：https://hkj.www.nipponwealth.com

「2017年世界経済と市場見通し」
NWB CIO　
長谷川 建一氏［講演者］

「NWB 春の集中講座」レポート「NWB 春の集中講座」レポート

〈編集部レポート〉
　今回の講座は、2017年の動向予想からNWBの活用方法、投資の基礎知識まで行われ、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、日本人に定評のある中華レストランでの昼食や会員制のチャ
イナクラブで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、この
講座の魅力だろう。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集中講座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。

5月20日(土)「初夏の集中講座」開催
NWB取扱商品や、ケーススタディを含めた実践的な内容で、NWBの経営陣や
社員が投資実践について講演をする投資集中講座です。
参加費用： HK$1,500（ご昼食：飲茶 / ご夕食：中華料理@チャイナクラブ 付）

〈お知らせ〉

講座スケジュール

●オープニングスピーチ&乾杯 Nippon Wealth Limited
中島努 CEO

１
日
目

●開会の挨拶

●第1セッション：マーケットアップデート
　　　　　　　  「2017年世界経済と市場見通し」 

●第2セッション：NWB取扱いファンドの活用方法

　●第3セッション：債権の基礎知識

●第4セッション：Concept Of New Wealthy Nations and               
　　　　　　　  what it means forbond investment

●第5セッション：共有報告基準（CRS）に基づく自動情報交換について

●第6セッション：口座開設方法のご案内

●個別相談

２
日
目

Nippon Wealth Limited
長谷川建一 CIO

Nippon Wealth Limited
幾田朋彦 商品部長
Nippon Wealth Limited
長谷川建一 CIO
EFG Asset Management(HK)Ltd
Bonny Tse Director of Sales & Distribution, Asia
Nippon Wealth Limited
松島富美雄 COO/CMO
Nippon Wealth Limited
吉岡甲子郎 営業副部長

ビジネス（香港・広東共通）
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香港&広東

香港香港

マタイ福音25章14～30節の「タラントの話」をご存知
ですか？

ある主人が旅に出る前に、使用人に5タラント、2タラン
ト、1タラントを預けて出かけます。

5タラント、2タラントを預けられた使用人は商売をして
増やしますが、1タラントを預けられた使用人は無くし
ては大変！！と土に埋めてしまうのです。

旅から帰った主人は1タラントを土に埋めた使用人か
ら怒って1タラントを取り上げてしまいます。

主人が神で使用人が人間。
人は生まれながらに才能を持っており、大切なのは才
能をどう使うかであり、何もしないのは宝の持ち腐れで
あるという教えです。
それが今の「タレント=才能」の語源です。

私は主人がどうして使用人によって渡す額を変えたの
か？に注目します。
それは使用人の才能をよく見ているからに他なりま
せん。
才能や資質は生まれもって差があるのが当たり前。
大切なのは力量に合ったものを与えてあげられるかど
うかだと思うのです。

「兄弟公平に」、「お友達と同じように」と思うのが親心
です。
現代は「競争しない」「みんな一緒」が当たり前の世の
中でもあります。

けれども「同じ」ことが本当に公平なのでしょうか？

お兄ちゃんが習っているから弟もサッカーをさせてあ
げたい。
お姉ちゃんが行く学校に行かせたい。

子供はそれぞれ違う才能や資質をもっています。
与えられたものを活かせるのか、喜べるのかは、子供
によって違います。

親は与えるものや量を調整する必要があるのだと思い
ます。
兄弟がみんな一緒である必要はない。
お友達と比べる必要もない。

2タラント与えられた使用人は2タラント増やしました。
5タラント与えられた使用人は5タラント増やしたとい
います。

そして、それぞれを主人は同じだけ褒め讃えました。

与えられたものを自分にできる範囲で活かす。

与えすぎるのも、足りないのも、
せっかくの才能や資質を活かすことができず苦しむの
は子供です。

そして、それを活かせない場合は取り上げることも大
きな「愛」だと思うのです。

Kyou氏 プロフィール
海外で3兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。1998年に「社会福祉士」を取
得し、現在は上海ママたちに心理学、統計学、コーチングなど
を基にした「ままサプリ」を展開中。

ブログ：上海で子育てコーチング～きょうのあしあと～
http://s.ameblo.jp/kyon3boys
ネットラジオ：子育て相談「ままサプリ」：
http://livaia.com/ja/category/mama_supplement/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第24回 本当の公平
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深圳
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深圳 香港＆広東

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） 珠江新城
（間取り） 1LDK　85m²
（環　境） 地下鉄3・5号線の珠江新城駅徒歩10分
（備　考） ビリヤード室や室内プール、
 スポーツジムなど設備が充実、
 日本人に大人気の物件
（月　額） 9,000元

星 汇 云 锦  

（所在地） 天河区
（間取り） 2LDK　109m²
（環　境） 都会のオアシス
（備　考） エレベーター、シャワーボックス、新内装、
 全家具・家電付き
 敷地内には大きな中庭があり、
 子供が自由に遊べる空間が魅力。
 家賃も手頃で、家族帯同者の方にオススメ。
（月　額） 7,000元

朱 美 拉  

天 誉 花 园

（所在地） 珠江新城

（間取り） 1LDK　65m²

（環　境） 目の前には「冬」ショッピングモールの好立地

（備　考） 家具・家電付き

（月　額） 6,500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
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g
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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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