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香港 香港

香港

今週の香港ピックアップ Exhibition一番搾り
KIRIN ICHIBAN GARDEN

8月3日～9月3日

今年の夏、一番行きたいビアガーデン開催中！
　8月3日（木）、日本飲料メーカーのKIRINはビジネス関係者やメディア関係者など

約100名を招いて尖沙咀（チムシャーツイ）のMira Place（ミラプレイス）にて「キリン一番

ビアガーデン」のオープニングセレモニーを開催した。オープニング式典には、キリン株式

会社経営企画部兼キリンホールディングス株式会社グループ経営戦略担当の津川翔氏ら

関係者が挨拶をしたほか、スペシャルゲストとして香港の有名女優、クリッシー・チャウや

ムーン・ラウ、香港で活躍する日本人俳優の和泉素行（SOKO）氏が招かれた。和泉氏は

開催式典で歌を披露するなどして華を添えた。9月3日までビアガーデンを開催中！

チョコレート好きを満足させる新作ケーキ
　「神聖的な職人」それはベルギーのショコラティエ・ゴディバの代名

詞。この度ファンが長らく待ち望んだ新商品を香港、台湾、シンガポール

で発売。チョコレートチーズケー

キ、ブルーベリーチョコレート

ケーキ、ダークチョコレートケー

キ、オペラケーキの4種。ぜひお試

しあれ。

ベルギーチョコ「GODIVA」
4種の新作ケーキを発売

監督・脚本：橋本昌和
原作：臼井儀人
主題歌：高橋優「ロードムービー」

Hong Kong Maritime Museum, Central Pier No.8,  Central
月～金 9:30～17:30、土日祝 10:00～19:00
(852)3713-2500
www.hkmaritimemuseum.org
大人 HKD30、子供 HKD15

Atrium, Mira Place, TST
Facebook : KIRIN BEER HK
Instagram : KIRINBEERHK

17日 8:30～18:00、
18日～20日 9:00～18:00
(852)9444-6234
stillpointmetta@gmail.com

深いリラクゼーション効果や自律神経を整える療法
　クラニオセイクラルセラピー（別名：頭蓋仙骨療法）とは、背骨に沿っ

て頭蓋骨と脊髄の最下部とのつながりに焦点をあてたトリートメントの

こと。生命力や自己治癒力を高め、健康な状態を最大限に引き出す効果

がある。本講習は英語での開催となる。

クラニオセイクラルセラピー
ベーシック講習会

8月17日～20日

食用サメの捕獲をなくしてサメを守ろう
　サメを保護する意識を高めるため、著名な36名の新進アーティスト

を集めて展示会を開催。様々なワークショップを通して、サメと人間の日

常生活における関係性について

紹介する。子供がいる家庭とサメ

が好きな人にとって見逃せない

チャンスだ。

香港海事博物館
「サメと人類」展示会

～9月30日

クレヨンしんちゃん新劇場版
「襲来!! 宇宙人シリリ」

8月31日公開

25周年記念劇場版！ 野原一家が全員子供に!?
　ある日の夜、宇宙人シリリから発射された謎の光線を浴びたひろしと

みさえは25歳若返り、子供になってしまった。元に戻すため、野原一家は

冒険を始めた。そんな中、シリリの父親

による恐るべき陰謀が進められようとし

ていた。果たして、野原一家はその陰謀

を止められるか？

IFC Mall store: Shop No. 1029-30, Level One, IFC Mall, Central
Harbour City store: Shop No. 3222, Level 3, Gateway Arcade, Harbour City, TST

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
  香港で働くヘルパー43名がイスラム過激派をサポート
　香港で家政婦として働く（または経験のあ
る）インドネシア人ヘルパーのうち、少なくと
も43名が「IS（イスラム国）」をはじめとするイ
スラム過激派組織のメンバーをサポートして
いるとの報告書が、インドネシアのシンクタン
ク「紛争政策分析研究所（IPAC）」により昨日
発表されました。
　IPACによると、香港内でヘルパーとして働
くインドネシア人は約15万3,000人。慣れな
い生活環境から心のよりどころを求めた結
果、フェイスブックなどでたまたま知り合った
イスラム過激派組織の男友達に引き寄せられて過激思想に転向するケースや、力を得たいがた
めに組織に加入するケースなどが確認されているようです。香港メディアでも、休日に香港内の
公共エリアに集まるヘルパーのグループに対して、IS支持者が勧誘チラシを配布する動きがあっ
たと報道されていました。
　またIPACは、東アジア全体でイスラム過激派組織をサポートするインドネシア人女性が50名（香
港43名、台湾3名、シンガポール4名）いると発表しており、2016年12月にインドネシアのバリ島で自
爆テロを実行しようとして逮捕された女性Ika Puspitasariもその中に含まれているとのことです。
現時点で、イスラム過激派に金銭的に援助をしている女性、戦闘員と結婚をした女性、自ら爆破テ
ロに参加した女性がいることが分かっているようです。
　IPACはインドネシア政府に対して、「海外の雇用エージェントは、インドネシア女性が過激派組織
の誘いに乗らないようトレーニングを提供すべきだ」とコメント。一方、移民労働者の権利保護団体
AMCBは、「IPACの報告書は香港の移民コミュニティに対する差別や暴力につながる恐れがある」
と指摘しています。

  香港と広州をつなぐ高速鉄道の最新情報
　現在、香港の西九龍から中国本土の広州をつなぐ高速鉄道「広深港高速鉄道」の工事が2018年
を完成予定として進められています。本日、最新の情報が各メディアで取り上げられていましたので
ご案内します。
　広深港高速鉄道の完成により、西九龍駅から深セン福田までHKD53～57で14分、広州南まで
はHKD210で48分で到着するようです。これまでは紅磡（ホンハム）駅発の高速鉄道で、広州東ま

で約2時間（HKD210～250）であったため、さ
らに素早い移動が可能となります。完成後は、
上海や北京にもつながり8～10時間程度で移
動できると期待されています。
　一方、香港の西九龍駅内に香港と中国のイ
ミグレーション（出境・入境）が設置される計画
があり、香港市民は「中国イミグレーションが
香港内に設置されるのはおかしい！」と訴えて
いました。
　中国イミグレーションの設置により、香港の
西九龍駅内で中国人職員が勤務するだけでな
く、駅構内や香港内を走行する列車内では中国
本土の法律が適用されることになり、「一国二
制度」が脅かされるとして多くの市民が不安を抱えています。

  海外初「ねこ休み展」がモンコックで開催
　日本各地で開催されて大人気と
なっている「ねこ休み展（貓咪休息
寫真展）」が旺角（モンコック）の
ランガム・プレイス（朗豪坊）4Fに
て7月26日～9月3日まで開催され
ます。海外発の開催ということで、
この夏は多くの猫ファンが押しか
けそうです。
　「ねこ休み展」に訪れると、ねこ
好きであれば一度は目にしたこと
のある猫たちの写真が沢山！ ま
た、人気のねこクリエイターによる

猫雑貨作品なども展示販売されています。まだまだ香港では知名度が高いとは言えない「ねこ休み
展」ですが、日本のねこ好きにはたまらない展示会であり、日本では全国各地（東京、大阪、福岡、静
岡、新潟等）で毎年2回の展示会が開催さる人気イベントとなっているそうです。
　香港も日本と同様にねこ好きが多い地域です。今回は、香港で大人気のスター猫「クリーム兄貴

プレゼンツ

ローカルニュース
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香港

（Brother Cream/忌廉哥）」、有名な猫写真家「basacat」のブースも出店される予定となっています。
　現在、香港のU MagazineのFacebookでは「ねこ休み展」の紹介ビデオが7月11日よりアップされて
おり、既に9万回再生、コメント欄は1,200件となっており、注目度は満点！
長い夏休み、一度覗いてみてはいかがでしょうか。

「ねこ休み展 in Hong Kong」
場所：ランガム・プレイス（朗豪坊）4F
住所：8 Argyle St., Mong Kok
開催日：～9月3日

  気温が37度超え　大気汚染レベルも最高値に
　7月30日（日）午後、香港の複数の
地域で気温37度以上を記録し、同時
に大気汚染の警戒レベルが複数の
地域で最高値に達しました。気温上
昇と大気汚染悪化は、29日（土）に台
湾に上陸した台風9号（NESAT）およ
び30日（日）に台湾に上陸した台風
10号（HAITANG）が原因のようです
が、今後数日は雨が降り、気温は27
～32度まで下がり大気汚染も改善さ
れる予報となっています。
　気温上昇に関して、香港天文台は28日（金）から30日（日）まで「酷熱天気警告」を発令し、熱中症リ
スクを伝えていましたが、30日（日）には少なくとも3名が熱射病で病院に搬送され、そのうちハイキン
グ中に倒れた19歳男性（大学生）は重体、22歳男性は重症、81歳男性は安定した状態にあるとのこと
です。
　また、大気汚染に関して、香港政府の環境保護署は、「2つの台風がもたらした軽風が大気汚染物質
を散乱させたことに加え、高い気温と強い日差しが原因で光化学スモッグが発生した」と分析してい
ます。
　気温の変化や大気汚染の警戒レベルに関する情報は香港天文台や環境保護署が随時発表してい
ますので、リスクの高い日は外出を控えるなどして健康管理には十分ご注意ください。

  香港メディアSCMP 香港人は日本人から礼儀を学ぶべき
　香港の大手メディア「SCMP」のピーター記者（オーストラリア人）が、「香港人は失礼なので、日本人
から礼儀を学ぶべき。」との記事を掲載しました。
　ピーター記者はまず、香港人が日本旅行を好む理由として、「香港にはマナーが悪い人が多すぎる
ので、礼儀正しい日本にいくとリフレッシュができる。」という理由があるとコメントした上で、香港人
のマナーが悪い具体例には「エレベーターを乗ろうとしているのに意図的にドアを閉める。」、「歩きタ

バコを吸っている。」、「携帯電話でどこでも大声を出
している。」、「若者が公共交通機関で優先座席を譲
らない。」、などを挙げています。
　また、SCMPの同僚であるアメリカ人のダン氏も
香港人について、「地下鉄から降りている途中なの
に人が乗り込んでくる。」、「道で人にぶつかることが
普通だと思っている。」、「バス専用道路に宅配業者
の車が停車している。」、「公共の場でマナーが悪い
人を見かけても注意しない人が多い。」などとコメン
トをしています。
　そして、ピーター氏は日本の電車内でのマナーに
ついて、「日本はラッシュアワー時でも優先座席を必
要な人のために空けている。」、「電車内で電話をす
ることはタブーとされている。」、「車両に乗り込もう
とする人に対して嫌そうな顔をすることはタブーと
されている。」と評価をした上で、「日本（東京）と香港
は、どちらも人口が多く、忙しい生活を送っている点
が類似しているが、マナーに大きな違いがある。」、
「日本人は礼儀正しすぎると批判する人もいるが、
公共の場でマナーが良いことは大切であると。」と締めくりました。
　香港で生活をしていると、お年寄りに席を譲る姿を多く見かけるようにも感じますが、皆様はこれら
の評価についてどのように感じますか？

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc
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香港＆広東

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

海外Eコマース事業のコンサルティングを行う
IT企業にて経理・総務スーパーバイザーの募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。香港
の事業会社にてバックオフィスの就業経験の
ある方。英語ビジネスレベル。

企画・広報・経営管理系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港22K～26K

日系アパレル商社にて営業マネージャーの募集。
家庭用品や雑貨を中国から輸入、北米向けに
販売。日系、北米企業クライアントを担当し、新規
顧客開拓、既存顧客対応。受発注業務、生産、
物流、納品管理。10年以上の営業経験者。

香港/九龍 RGF 香港営業・販売系/商社 40KRGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 20K～25K

外資系ゲームサイト運営会社が日本マーケット
担当のテクニカルコンテンツライターを募集。
日本マーケットのオンラインゲームサイトの
運営。Webサイト上のコンテンツ作成。Web
業界、モバイルゲーム業界経験者歓迎。

日系不動産企業にて営業担当者の募集。新規
顧客の開拓、既存顧客のフォロー。不動産情報
の提供、物件下見・同行、クロージングまでの
一連の業務。香港での就業経験もしくは営業
職経験者。英語で業務上対応可能な方。

RGF 香港香港/香港島 15K～19K営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

RGF 香港営業・販売系/商社 香港/香港島 16K～20K

京都の骨董品販売ビジネスを拡大している日系
企業にてセールスアシスタントの募集。催事の
企画、京都の骨董品の認知度を高める香港で
の営業活動。デパート内店舗にて商品説明。
広東語ビジネスレベル。

日系食品商社にて購買担当の募集。日本から
香港への仕入・調達業務。船積用コンテナの
積載管理。香港内倉庫から各拠点への配送
管理。仕入先や納入先との納期調整や管理。
仕入・調達業務の経験のある方。

RGF 香港香港/香港島 18K～20K営業・販売系/商社

RGF 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）

香港/香港島 21K～25K

イギリスのハイブランド企業がカスタマーサー
ビス担当者を募集。電話やメール、SNSによる
顧客へのアプローチ、顧客のニーズを把握し、
商品改善に貢献する。カスタマーサービスの経
験者や、顧客対応に長けた方。

アートギャラリーにて会計スタッフを募集。東京
のアートギャリーの売上・経費計算など経理
業務一般。香港会計スタッフ・日本オフィスと
の調整、その他事務関連業務。2年以上の日本
での会計経験者。英語ビジネスレベル。

RGF 香港香港/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

20K～30K

日系会計事務所にて会計コンサルタントのアシ
スタント（パートタイム）を募集。日本語ホットラ
インの対応や庶務および一般事務。1年以上の
経理経験者優遇。ビジネスマナーのある電話
対応ができる方。在宅勤務。

RGF 香港
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 10K

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System I（AS / 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。システム開発と
RPGプログラム開発担当のシステムアナリスト
のチームの管理。英語・中国語ビジネスレベル。

香港/香港島 RGF 香港技術系（IT・通信)/
金融・保険

50K～75K

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 RGF 香港18K～21K

外資系ソフトウェア開発会社にて日本語テス
ターを募集。アプリケーションの検証と結果
を英文レポート作成。リリース商品の市場反応
のモニタリングや複数のソーシャルメディア内
でのフィードバックを収集。英語堪能な方。

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
の募集。品質保証管理、新規仕入先開拓。・品質
保証経験（10年程度）または仕入先指導の経験
がある方。出張訪問で仕入先工場の良否を判定
できる知識がある方。英語ビジネスレベル。

営業・販売系/商社 40K RGF 香港香港/九龍

香港/新界 28K～30K RGF 香港営業・販売系/小売・流通

大手物流会社にてアウトサイド営業のアシス
タントマネージャーを募集。既存企業のフォ
ローおよび一部新規開拓。サービスの提案、
受発注、見積書作成。物流会社での業務経験者。
英語ビジネスレベル。北京語できる方歓迎。

香港/新界 15K～20K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

大手日系航空会社にて日本語スタッフの募集。
香港国際空港にてVIPへのサービス提供。
グランド業務のチェックなど。3～5年以上の
航空業界または旅行業界経験者歓迎。責任感が
強く、柔軟かつ前向きに業務に取り組める方。

香港/新界 20K～23K RGF 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

日系大手物流会社の空輸事業部にてセールス
コーディネーター（内勤）の募集。営業サポート
業務、見積もり書作成補助、インボイス発行、
書類準備、デリバリースケジュール調整など。
営業、営業事務、貿易事務などの経験者。

RGF 香港営業・販売系/商社 35K～40K

日系アパレル商社にて出荷マネージャーを募集。
出張ベースでの海外各拠点の物流マネージャー
の指導。物流業務の改善・最適化。船積み手配、
コスト交渉、ルーティーン化した輸送サービス
の再構築。10年程度の商社物流経験者。

香港/九龍

香港/九龍 30K～45K RGF 香港企画・広報・経営管理系/
商社

EMS事業を行う日系商社にて会計財務の責任者
を募集。香港法人における会計実務、財務管理、
人事・総務、その他管理業務全般。年次監査対応、
税制対応、および日本本社への定期報告。香港も
しくは海外法人での会計実務経験者。

RGF 香港
営業・販売系/
メーカー（食品・
日用品・アパレル)

20K

アパレル企業（セーター）にて営業を募集。日系企業
へのクライアント営業、受発注業務、生産/物流/
納品管理。繊維業界、アパレル業界の経験者歓迎。
東京、華南地区、バングラデシュ、ミャンマーへの
出張有り。英語もしくは北京語ビジネスレベル。

香港/九龍

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30K

日系大手電気・プリンターメーカーにてセールス＆
マーケティングスーパーバイザーを募集。コピー機
とプリンター製品の現地での販売支援。トレード
ショーなどのイベントのサポート。４～５年の営業
またはプロダクトマーケティングの経験者。

香港/九龍

企業クライアントへの情報通信技術（ICT）
ソリューションの推進。営業リードの開拓と
顧客要求の特定。日本の法人顧客との良好な
関係確立。市場シェアと企業収益の向上。英文
文書作成および英語堪能な方。

RGF 香港営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 20K
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香港香港＆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 紹介会社

Reeracoen
企画・宣伝・広報/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/九龍 20K～35K
日系の大手ゲーム会社にて、セールスとマーケ
ティング業務。アーケード、コンソール、モバイル、
カードゲームなど幅広いジャンルを手掛けて
いる。アジア市場開拓の一助を担う。

インテリジェンス
香港30K～35K香港/香港内

金融業界よりアシスタントマネージャー募集！！
中国・ASEANマーケットにおけるリサーチ・
アドバイサリー・レポート業務。★3年のリサーチ
または営業経験者。

経営・店舗管理・
現場責任者/
金融・保険・投資顧問

香港
時給ＨＫＤ
50～70

（経験により
応相談）

食品・飲料業界よりパートタイムの商品開発
募集！新商品のメニュー開発や、商品に関す
る棚卸し（在庫確認など含む）。★週３日勤務
9：00～18：00⇒応相談可能！

インテリジェンス
香港

AOBA専門職/
営業兼プロジェクトマネージャー

広州または
北京 RMB２８K

会計、コンサルティング企業での新規開拓業務
（主業務）と顧客案件対応業務（一部）等。会計、
税務、法務業務経験者または海外勤務経験者
歓迎。北京語ビジネスレベル、英語読み書き以上。

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 23K～25K香港/九龍

大手食品チェーン企業で、商品開発管理の業務。
既存ブランドの店舗数拡大、新規レストランブ
ランド参入の為、メニュー考案、開発した商品
の原価管理・計算や管理を担当。

インテリジェンス
香港

生産管理・品質管理・購買/
物流・倉庫

マーケティング・
企画・リサーチ/
外食・フード

20K～30K香港/香港内
商業用船舶のオペレーション。さまざまな部
門と協力して各航海の利益をあげる。★シッ
ピング経験者尚可（研修サポート充実）、ビザ
ホルダー。

香港/香港島 15K～20K
宝飾卸業界より経理募集！経理補助業務（帳簿
付け）、本社との連携、会計会社との窓口。★経理
未経験者歓迎。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～32K香港/香港島

日系担当の部署で、日系法人企業の営業担当
を募集。日系企業向けに、駐在員保険、貨物
保険、建設保険など幅広い保険商品のセール
スを担当。

Reeracoen

サービス系/
旅行・レジャー・観光

15K～23K香港/香港島

香港国際空港でのチケッティングカウンター、
ボーディングゲートなどでの顧客対応の業務。
シフトでの業務となるが、空港で働きたい方、
旅行や空港での業務経験のある方大歓迎。

Reeracoen

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 20K～23K香港/香港島

香港にある日系企業へ各種保険の提案。年
金、会社の任意保険、従業員向けの医療保険
などの商品提案。

Reeracoen

インテリジェンス
香港17K～20K香港/新界

日本食品全般の購買、調達業務、既存取引先へ
の発注、納期管理、価格交渉。★日本食品を海
外に広めたい志の方大歓迎。

生産管理・品質管理・購買/
外食・フード

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） 25K～35K

照明メーカーより既存日系顧客のフォロー営業
がメイン。工場とのやりとりなど。★電子業界、
特に技術・営業経験者。英語/北京語/広東語
のどれかがビジネスレベル。

香港/新界

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/
旅行・レジャー・観光

時給HKD90香港/九龍

システムを通して入ってきた予約情報を、香港
ディズニーランドに伝える業務、事務サポート
など。【勤務時間】10:00～16:00、週3日程度
(曜日は応相談)。★英語もしくは広東語がコ
ミュニケーションレベル以上。

応相談専門職/
プロジェクトマネージャー

会計、コンサルティング企業での顧客担当とし
てニーズの把握、社内専門家と協力して解決案
の提案・実行。英語ビジネスレベル。会計税務
法務業務経験者、日本国公認会計士、又は税理
士免許保持者歓迎。

Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード 30K～45K香港/新界

香港創業の大手日本飲食店で、店舗マネー
ジャーを募集。マネジメントを担当して頂き、
スタッフおよそ20人を指導。日本人のVIPを
サービスし、レストランの運営を担当。

Reeracoen香港/香港島会計経理・経営管理/
外食・フード 25K～30K

有名日系レストランでレストランマネージャー
を募集。スタッフのマネジメント、レストランの
管理、飲食の提供がメインの業務。

Reeracoen香港/香港島サービス系/外食・フード 時給HKD
50～80

日系レストランで、店舗ホールスタッフを募集。
料理の提供、ワインのサーブ、香港人スタッフに
日本のサービスの指導【正社員も検討可能】。

Reeracoen香港/香港島サービス系/外食・フード 30K～60K
香港創業の大手日本飲食店で、総料理長を募集。
マネジメントを担当して頂き、キッチンスタッフ
およそ３0人を指導。長年の経験を活かし、レ
ストラン運営や料理を担当。

Reeracoen香港/九龍
技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
小売・流通・通信販売

22K～35K
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び
修理業務。香港各地に配置された設備を定期的
にメンテナンスを行い、香港人スタッフの教育。

Reeracoen香港/香港島
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通・通信販売

14K～18K
日系宝石企業で、事務職を募集。一般的な経理
業務、エクセルに金額の入力等を担当。人物
重視の採用、業界経験は問わない。

AOBA香港

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

香港 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

「資金を遊ばせておくのは勿体無い」と焦る投資初心者がまずやるべきこと

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。

　学校を出て就職あるいは起業しがむしゃらに働いて30代～
40代。ふと気づくとある程度まとまったお金が銀行の普通預金
に貯まっている。
　”遊ばせておくのはもったいないな。。”と、ある日そのお金を
何とか運用できないだろうかと考える。とても大事なことだが実
はもっとも危険な時でもある。”自分は投資の初心者だから。。”
と本やウェブ上で情報を集めたり、投資関連のセミナーに申し
込んだりする。もちろんそれ自体は悪いことではない。しかしそ
こでついついその時の自分に合っていない投資をしてしまった
り、不良な案件や詐欺まがいの話に引っかかってせっかくのお
金を失ったりすることがある。はじめての投資で不動産に手を
出しローンの返済を抱え本来自分に必要である基本的な資産
運用ができなくなったり、高利回りを謳っていた牧場とか何か
の養殖の事業投資が頓挫して出資金が戻ってこなかったり。
　そういう事態を避けるために投資の初心者が最初の1歩目
と2歩目でやるべきこととは?
　日本人の資産額の中央値は30代単身世帯で約500万円、
ファミリー世帯で約400万円。40代では単身世帯でもファミ
リー世帯でも600万円前後だ。ちょうど自分の状況と同じだ、と
思い当たる人は少なくないだろう。そんな平均的な日本人が
はじめて資産運用や投資に取り組むときどういう順番で進め
れば良いか?以下はファイナンシャルアドバイザーとしての僕
の経験から編み出した回答である。
　まず第1歩目として考えるべきは、「生命保険」である。これは
ファミリーの大黒柱である場合は特に重要だ。自分にもしものこ
とがあったときに500～600万円で残された家族がどれだけ生活
できるのか?奥さんがパート程度の収入を得ていて小学生の子

供が2人という家庭であれば普通に暮らしていても3、4年で蓄え
は底をついてしまうだろう。そういう状態に陥らないためにもし
ものときに備えて子供が大学を出るまでの生活費をカバーでき
るぐらいの死亡保障を備えた生命保険に加入しておくことだ。死
亡保障として必要な金額は家族構成や子供の年齢によっても違
うが仮に上記のような家庭の場合2人の子供が大学を卒業する
までざっくり4,000～5,000万円は準備しておきたいところだ。
　保険と貯蓄性を兼ね備えた終身保険に加入しておけば、もし
無事に子供が成人するまで自分も健在であればそのときに生
命保険を解約して解約返戻金が戻ってくるのでそれを夫婦の
老後の生活資金の足しにすることも可能だ。家庭を持っている
普通の人がまず第一に考えるべき資産運用は生命保険。これは
世界共通である。米国や英国、カナダなど海外の終身保険は利
回りが比較的高く、加入してから15年程度保有して解約すれば
払い込んだ保険料ぐらいの金額は返戻金で手元に戻ってくる。
加入年数が伸びれば払い済保険料よりも多く戻ってくるので充
分に資産運用効果も見込める。日本の生命保険の予定利率は
海外商品よりも低く、返戻金が払済保険料に追いつくことはな
かなかないがそれでも家族の安心に備えておく効果は高い。
　生命保険の必要性は家庭環境によって変わる。自分が独身で
両親もすでに亡くなっているようなケースでは生命保険の必要
性はない。生命保険は保障が付いている分利殖効果はあまり高
くないので必要のない人は直接次の段階の商品の検討に入っ
て良い。次の段階、第2歩目の商品は「個人年金」である。現役で
バリバリ働けるうちは定期的に収入が入ってくるので良いが年
齢を重ねればいずれ働けなくなるときが来る。サラリーマンや
公務員であれば60歳とか65歳で定年退職したときが現役時代

のゴールである。ある程度自分で引退時期を決めることができ
る個人事業主でもいずれ仕事ができなくなるときがくる。
　それ以降は自分が築いた蓄えで暮らして行かなければなら
ない。近年医療技術の進歩で人間の寿命はどんどん延びてい
る。日本では持ち家のある普通の夫婦が1ヶ月暮らしてゆくの
に必要最低限の生活費は約22万円、ゆとりのある生活をすれ
ば約36万円である。男性81歳、女性87歳平均寿命近辺まで生
きるとしてざっくり20年、ゆとりある生活を目指せば8,640万円
の資金が必要になる。日本には公的年金があり現時点での厚
生年金の平均的な受給額は夫婦で約22万円、国民年金は夫
婦で約13万円（6万5,000円/人）だ。単純計算で厚生年金需給
家庭は3,500万円、国民年金需給家庭では5,500万円程度の不
足が出ることになる。老後資金のこの不足分を埋めることが2
番目（人によっては最初）にやるべきことである。
　具体的には長期積立商品がこの個人年金には相応しい。毎
月の収入から少しずつ貯金をするように投じてファンド（投資
信託）を購入してゆく。購入するファンドの基準価格は上昇し
たり下落したりするが毎月少しずつ買うことにより高値のとき
も安値のときもまんべんなく買えることになる。これはドルコ
スト平均法と言って収益を安定させる投資手法である。積立を
始めるのはできるだけ早いほうが良い。そうして20年、25年と
いう長期スパンで老後の不足資金を形成するのである。
　「自分はまだ何の運用もしていない、、どういう順番ではじめ
て良いかもわからない、、」
　という状態であれば、最初に手がけるべきなのは上記の2
つである。株式投資も不動産投資もFXも仮想通貨への投資も
すべてそのあとで良い。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳香港

記念式典後、石田洋平 香港支店長に話を伺った。
1.30周年アニバーサリーイベントについて率直なご
感想をお願いします。
　「7月25日に開催された弊社30周年イベントには香
港で活躍する日本企業や政府関係者、いつもお世話に
なっている旅行代理店の皆様等、約200名のお客様に
お越しいただきました。当イベントは約3か月をかけ、
企画からイベント内容まで弊社スタッフの手で準備し
たものですから、当日まで緊張の連続でしたが、お陰様で盛況の中、無事に式
を進行する事ができました。最後までお楽しみいただいたお客様のお顔を拝

見すると、今回のセレモニーの成功
を感じることができたとともに、
ANAに寄せられる期待の高さを感
じることができました。」

2.今年で30周年を迎えますが、
過去を振り返ってみた香港市場
の動向をお聞かせください。
　「1987年７月25日に東京-香港線
の運航を開始後、日本発の旅客需要
が高かった時期を経て2011年頃か

らは日本行きの便が増えたことや円安の後押しもあり、香港人の訪日需要が目
を見張るほど増加しています。また近年は香港からの訪日客の9割は個人旅行
形式で旅行を楽しんでいる傾向が続いています。今後はこのような個人旅客を
ターゲットにした、弊社日本国内線ネットワークを強み
に、より新鮮な日本各地情報を盛り込んだ新旅行商
品の造成が必要と考えています。」

3.2018年の抱負を教えて下さい。
　「ANAの旅行商品として『ANA Sky Holiday』に今
後注力していく予定です。上記でも挙げました通り、
個人旅行のお客様向けに、更に新しい日本を知ってい
ただく手助けになるような、パッケージツアーを造成し
香港人旅客に販売していく予定です。また、訪日観光客
の増加に併せて時間を最大限に利用できる羽田行き深夜便を7月より週4便ま
で増便しております。2017年末の港珠澳大橋（香港―珠海―マカオ間）開通等
に伴う大陸からのお客様を見込んでシンセン等へ営業エリアを拡大していく予
定です。」

全日空（ANA）

日本―香港定期便就航30周年
記念式典をW香港ホテルにて開催

7月25日、日本―香港定期便就航30周年を迎えた全日空（ANA）は、日本企業や政府関係者などを
招いて九龍（カウルーン）駅構内にあるW香港ホテルにて香港線就航30周年記念式典を開催した。
記念式典では、全日空（ANA）ホールディングス株式会社 片野坂真哉 代表取締役や全日空（ANA）
香港 石田洋平 香港支店長、在香港日本国総領事館 松田邦紀大使兼総領事、来賓が挨拶をしたほ
か、30周年記念カクテルレセプションでは、ANA歴代制服ファッションショーが盛大に開催された。

全日空（ANA）香港
航空券の予約：(852)2848-4111
ウェブ：www.ana.co.jp/hk/j（日本語）

片野坂真哉代表
取締役による挨拶

石田洋平 香港支店長に
よる挨拶

ANA歴代制服ファッションショーの様子
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　連邦準備制度によって設定されるアメリカの金利は、世界各
地の市場でしばしば影響を与える。2008年の経済危機以来、ア
メリカは少しずつではあるが金利を上げており、一方香港は
2008年の経済危機以来、低い金利を保ってきた。本土からの資
本流入が激しく、借り入れにかかるコストが安いため、香港の
不動産価格指数は継続的に高くなっている。
　2017年前期、連邦準備銀行は2017年に金利を3回引き上げ、
2018年と2019年に更に上昇するとの予定が発表された。今年
初めから、金利はすでに3月に1回、6月に2回で、50bpを上昇し
ている。今年の金利は0.75%に始まり、今は1.25%で66％の増
加を示している。現在の予想では、2017年に1.4%のミディアム・
フード・ファンド・レートで終了する予定で、前年比借入費用が
86.6％増加したことになる。
　香港ではUSドルとのドルペッグ制を採用しているので、香港
通貨当局（HKMA）はそれに伴って25bpの金利増加を記録。香
港の4大商業銀行はこの動きに追随しなかったが、2016年5月

の抵当金利は香港銀行間貸出金利
に連動して10bp上がり、1.4％に
なった。
　5月下旬、HKMAは、銀行に信用力
の評価を変更させるため、より重い
リスクを課す新しい規則を導入し
た。同時に、HKMAは、不動産開発業
者向けの借家だけでなく、住宅用お
よび商業用不動産の許容貸付金額
を削減した。
　もしHKMAが、2019年までに予想
されていた米国金利にならえば、借

入コストが高くなり香
港からの資本流出が発
生する可能性が高まり、
香港の借入コストの上
昇がマイナスの実質金
利を上回ったことによ
る市場の流動性の低下
は、不動産市場へ実質
的な低下の圧力を生み
出す可能性が高い。し
かし、Knight Frankの
David Ji氏は、金利が
200bp以上上昇しなけ
れば、不動産価格への
影響は少ないものになると予測する。
　金利の引き上げは続いており、6月5日にCenta-City Leading 
Index（CCL）が再び新しい高利に達したことが中原不動産研究
部によって発表された。これでCCLは数週間で16回最高の金利
を達成したこととなり、1997年以来最多となった。
　住宅購入希望者にとっては、現時点で金利により注意すべき
だ。なぜかというと、今期待される増加は個々のリスクエクス
ポージャーに加わるからだ。香港の住宅ローン貸付銀行は、
HKDと米ドルの金利差による資本流出を最小限に抑えるため、
将来金利を引き上げる可能性が非常に高い。
　しかし1997年と現在の不動産市場の状況を比較する記事で
述べたように、金利の周期的な上昇で地域の不動産価格に認
識可能な効果が現れ、不動産価値にマイナスの影響を与える
まで数年かかることがあり、その間に多くのことが起こり得る。
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　アリババグループの2016年売上
高は、衣料品から食料品、電化製
品にいたるまで中国人消費者が
オンラインで購買する傾向が高
まっていることから、当社の純利益
は税金控除後の増加とクラウド
コンピューティングへの投資によ
りアナリストの予想を覆す結果と
なった。
　純利益が42％減の412.3億元で
あったにもかかわらず、3月31日に
終了した昨年度の収益は56％増
の1,562億7,000万元（229.6億US
ドル）になった。第4四半期の売上

高は第7四半期連続で385億元に増加し、純利益は3ヶ月間で85％増
の98億5,000万元に達した。
　サウスチャイナ・モーニングポストを所有するアリババは、Eコマー
ス、デジタルメディア＆エンターテイメント、イノベーションイニシア
チブ、クラウドコンピューティングに分類される4つの主要な事業セグ
メントを運営している。
　デジタルコンテンツ市場でテンセントやバイドゥと競争するため
に、アリババはデジタルメディアおよびエンターテイメント事業に多
額の投資を行っている。
　2016年10月、アリババの映画製作部門である「アリババ・ピクチャー
ズ」は、ハリウッドのSteven・Spielbergの制作会社「アンブリン・パート

ナーズ」に対して、中国および世界の映画制作および配信、市場映画に
投資した。アリババの創業者であるJack・Ma・Yun氏は、今後3年間でハ
リウッド市場に500億元を投資するとも述べている。
　「近い将来、（エンターテイメント市場では）ライセンスされたコン
テンツの激しい競争が起こり得るが、他プレイヤーのように我々は独
自のコンテンツを開発するよう動いており、時間が経過と共にコン
テンツのコストは下がるであろう」とTsai氏は述べた。
　同年3月、アリババとマレーシア政府はマレーシアと中国の中小企
業が相互に取引できるインターネットベースのプラットフォームであ
るマレーシアで最初の電子世界貿易プラットフォーム（EWTP）を共同
で開始した。
　同社チーフエグゼクティブのDaniel Zhang氏は「国際化は（同社の）
中核戦略であり、今後5～10年間は  東南アジアで具体的な進展が見ら
れることに対して我々としても喜んでいる」、同氏は「シンガポールのE
コマースプラットフォーム『Lazada』は同社が昨年、10億ドルを投資し
て以来、非常によくビジネスとして成長している」とも述べた。
　Zhang氏によると、人口の多い「重要な地域」であるため、国際化へ
の第一歩として、国際化への
第一歩として、同社は東南ア
ジアに焦点を当てることにし
た。「中国製品はこの市場で
非常に人気があります。我々
は国際市場へ引き続き投資
をしていきますが、道のりは
まだまだ長い」と述べた。

アリババ、2016年の
売上高229億6,000万米ドルを記録
アリババ、2016年の
売上高229億6,000万米ドルを記録
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