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香港ピックアップ
今週の香港ピックアップ

映画
愚行録

美容機器専門店
BEAUTYYOUNEED

上映中
自宅で簡単にできるスキンケアグッズを手に入れよう！

「愚行録」
を映画化

毎日忙しい女性にとって、
スキンケアに使える時間は限られている。BEAUTYYOUNEED

妻夫木聡と満島ひかりの共演で、第135回直木賞の候補になった貫

では、そんな女性にも嬉しい、自宅で簡単に使用できる美容機器を取り揃えている。RF

井徳郎の小説「愚行録」を映画化。羨望や嫉妬、駆け引きなど、誰もが

360高周波美顔器は、肌に照射すると熱を発生させ、
リンパの流れや血流を良くして肌の

日常的に積み重ねている「愚行」が複

中にある毒素を排泄し、
コラーゲンを再生する働きを持つ。
ソニックスキンクリーナーは、

雑に絡み合っていく様を描いたミス

肌の汚れを徹底的に取り除くことで肌をより明るく導き、肌の 吸収能力を促進する効果

テリーを描く。主人公の田中役を妻

がある。
フェイシャルイオンDUOスチーマーは、たった5分間顔にスチームをあてるだけ

夫木が演じ、田中の妹・光子を満島が

で、毛穴を引き締め、潤いをもたらし、
より豊かで深みのある肌に変化させるスキンケアト

演じる。

リートメント。
自宅でできる簡単スキンケアで潤いに満ちた若々しい肌を手に入れよう。
12/F., The Cameron, 33 Cameron Rd., TST
9:00〜18:30 月〜金
(852)2425-0188
www.beautyyouneed.com
RF 360 高周波美顔器 (HKD2,880)、
ソニックスキンクリーナー (HKD680)、
フェイシャルイオンDUOスチーマー (HKD398)

監督：石川慶
原作：貫井徳郎
脚本：向井康介

チャリティーイベント
スターウォーズ5kmラン

Overdrive
オーバードライブ

THREE
新エイジングスキンケア
「エミング」

11月26日

上映中

9月13日発売

スターウォーズランに参加して世界の子供たちを救おう！

刺激的なカーアクション映画9月に公開！

新ホリスティックエイジングスキンケア誕生！

今年ユニセフ香港は、ルーカスフィルムとディズニーの協賛でチャリ

アンドリューとギャレットは高級クラシックカー専門の強盗兄弟であ

ティーイベント
「スターウォーズラン」
を開催する。16歳以上であれば誰で

り、今回は1937年製の「ブガッティ」を盗もうとしたが、失敗に終わって

調に着目し、ホリスティックエイジングケアを提案する新エイジングス
キンケアライン「エミング（AIMING）」が登場。天然由来成分90％以上で

も参加でき、参加者はTシャツやタオルな

しまいボスを怒らせてしまった。二人は自分たちの命を守るため、ボス

ど限定版のスターウォーズグッズをもらえ

の命令を実行することになった。彼らは

る。好きなキャラクターの格好でランに参

一 週 間以内 に、ボスと敵 対しているマ

加して世界の子供たちの力になろう！

フィア か ら 1 9 6 2 年 製 の「 フェラ ーリ

「THREE」から、女性である限り避けて通れない“心・からだ・肌”の不

女性らしい豊潤で健やかな肌に導いてくれる。

250GTO」を盗まなければならない。仲
間の協力と強盗兄弟の知恵を合わせて、
史上最強の強盗計画が始まる！
Hong Kong Disneyland Resort and Sunny Bay
7:45〜（45分間）
http://run.unicef.org.hk/starwarsrun/chi/index.html
HKD880（最低寄付額）

香港

香港

香港
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監督：アントニオ・ネグレ
出演：スコット・イーストウッド、
フレディ・ソープ、
アナ・デ・アルマス

香港＆深圳

SOGO 銅鑼灣店、尖沙咀店
www.threecosmetics.com.hk

香港

香港

深圳

香港
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ローカルニュース
プレゼンツ

香港ローカルニュース
ビールを飲んで走る
「ビア・ラン」が中止 代替イベントが開催
11月4日
（土）に開催予定であっ

たビールを飲みながら走る
「Beer

Run（ビア・ラン）」が香港衛生署
や医学界からの反対を受けて中

止となりました。代替イベントとし

て「ハロウィン街マラソン＠カオ
ルーン・イースト（萬聖節街跑@
九龍東）」が10月29日（日）に開催

されるようです。

Beer Runの開催を予定していた団体「RunOurCity」は、香港に新しいパーティー・イベントを増やし

たいとの思いから、欧米などで人気のBeer Runを実現させたかったようですが、香港政府に受け入れ

られなかったことなどを受けて、
アルコールを提供せずに街を走る
「ハロウィン街マラソン」を代わり
に開催するとコメントをしました。

「60％が快適、40％が寒
いが不快ではない」
と回

答していたことも発表し

ました。

香港では6月〜9月の

期間、
クーラーの設定温

度を24度から26度とす
べきとの環境局が導入

した基準がありますが、
実際に基準を守ってい

るショッピングモールは中環（セントラル）のランドマークのみであり、Green Senseは環境保護や省
エネの観点からも、
この基準は満たすべきだと訴えており、更に温度設定を上げる事で消費者の購買
意欲もアップすると主張しているようです。

環境への配慮も合わせて、
もう少し高めの温度で設定されると嬉しいですね。

また、Beer Runへの参加費用を支払い済みの方へは、8月28日から9月30日の期間で参加費用の返

金手続きがおこなわれます。銀行との処理の関係上、10月に返金完了となる可能性もあるようです。

ハロウィン街マラソンの詳細は、現時点では公表されていませんが、マラソンコースは3㎞、5㎞、10㎞

とハーフマラソンの4コースがあり、4,000人ほどの参加者を見込んでいるとのこと。興味のある方は
参加を検討してみてはいかがでしょうか。

香港ショッピングモールのクーラー事情
香港の環境保護団体「Green Sense」が、複数のショッピングモールを対象にクーラーの設定温度

調査を実施し、平均設定温度が22.8度であったことを発表しました。
（日本の夏のショッピングモール
の設定温度は28度とのこと）

多くの外国人からは「室内が寒すぎる！」
と言われている香港ですが、Green Senseは温度設定調査と

合わせて486人の香港人を対象としてショッピングモール内の気温についてのアンケートを実施し、

香港
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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

香港

香港&深圳

香港

香港

香港

香港
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今週のお仕事情報（広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地
営業・販売系/小売・流通

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産)

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）
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント

企画・広報・経営管理系/
金融・保険

企画・広報・経営管理系/
小売・流通

技術系（IT・通信）/
金融・保険

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港＆広東

職務及び資格

待遇

紹介会社

香港/香港島

ハンドヘルド機器および販売代理店の世界的
ブランドの企業にて事業開発エグゼクティブを
募集。
日本市場での販売とマーケティング。
オン
ライン家庭用電化製品またはモバイルアクセサ
リー業界で3〜5年の営業経験がある方。

30K〜35K

RGF 香港

技術系（IT・通信）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

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 20K〜25K
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。

RGF 香港

営業・販売系/商社

香港/香港島

日系不動産企業にて営業担当者を募集。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

営業・販売系/商社

香港/香港島

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、 21K〜25K
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。

RGF 香港

香港/香港島

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。

香港/香港島

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。

香港/香港島

香港内にある日本株を主に扱うヘッジファン
ドにてコンプライアンス・リスク管理担当者を
募集。5年以上の金融業界におけるコンプライ 60K〜100K
アンスオフィサーの経験のある方。当局対応
経験のある方歓迎。
日・英バイリンガル。

香港/香港島

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を募集。
香港法人の一般会計業務および総務業務。
香港 22K〜26K
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。

香港/香港島

日系金融関係会社にてシステム開発担当者を
募集。IBM System （AS
I
/ 400 Power 8）
およびMIMIXのシステム管理。
システム開発と 50K〜75K
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

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。

15K〜19K

20K〜30K

10K

18K〜21K

募集職種 / 業界 勤務地

職務及び資格

待遇

香港/九龍

日系ITシステム会社にてプログラマーを募集。既存Web
サイトの管理、提携先顧客のシステム管理、データベース
開発等。同業界で3年以上の経験がある方。IBM DB2/
DB2 iSeries, C#.NET, Java J2EE and MS
Accessの知識のある方優遇。英語ビジネスレベル。

25K〜28K

RGF 香港

香港/九龍

日系アパレル商社にて営業マネージャーを募集。
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。

40K

RGF 香港

香港/九龍

日系アパレル商社にて品質保証マネージャー
を募集。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。

40K

RGF 香港

営業・販売系/小売・流通

香港/九龍

日系Eコマース企業にてEコマースマネージャー
を募集。Eコマースチームマネジメント、
ウェブ
サイト管理、商品管理、売上管理。
マーケティン
グ業務や新規顧客獲得の企画。5年以上の
オンラインマーケティング関連業務経験者。

35K〜50K

RGF 香港

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

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。

20K

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

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。

20K〜30K

RGF 香港

RGF 香港

企画・広報・経営管理系/
小売・流通

日系Eコマース企業にてマーケティング/広報
マネージャーを募集。
企業イメージの宣伝や販売
促進。
テレビ、CM、雑誌などへの企業PR、
イベ
ント企画。
新規顧客開拓。
小売店スタッフの管理
など。経験者優遇。

25K〜35K

RGF 香港

RGF 香港

営業・販売系/
香港/新界
メーカー（機械・電気・電子）

日系の電子部品商社にて、営業担当者を募集。
深圳・香港のセールス、FAE、コーディネー
ターのチームの監督と華南地区および上海 35K〜48K
中心の販売活動。電子分野での営業経験もし
くは管理やスーパーバイザーの経験のある方。

RGF 香港

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
小売・流通

香港/新界

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）
を募集。営業サポート
業務、見積もり書作成補助、インボイス発行、 20K〜23K
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

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

香港/新界

大手日系航空会社にて日本語スタッフを募集。
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 15K〜20K
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。

RGF 香港

香港/九龍

紹介会社

ビジネス（香港・広東共通）
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

香港/香港島

金融サービス企業より営業職を募集！日本の
個人事業主や投資に興味のある顧客向けにセ
ミナーを香港で開催し、金融商品を提案してい
く日本人顧客担当業務。★金融業界における
日本顧客の営業経験が望ましい。

20K〜28K
経験により
応相談

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
コンサルタント

香港/香港島

大手コンサル企業で、コンサルティング営業
業務の担当。会計・法務に関する資格や経験
30K〜50K
よりも、主体的にコミュニケーションを取り、
真のニーズを汲み取れる傾聴力が最重要。

Reeracoen

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

金融業界より法人営業（日本語スピーカー）職を
募集！ 営業として顧客対応と関係づくり、
金融
商品のプロモーションなど。
★証券業界にて日系
営業経験、最低3年以上、日本語・英語ビジネ
スレベル以上。

30K〜50K
経験により
応相談

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
外食・フード

香港/香港島

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。

25K〜30K

Reeracoen

営業・コンサルタント/
専門商社・総合商社

香港/香港島

保険業界より営業職を募集！ 日系企業の営業
担当者として保険販売を担当、
企業向けの保険
の契約更新や見直しなど。★英語or北京語
コミュニケーションレベル。

15K〜20K

インテリジェンス
香港

サービス系/外食・フード

香港/香港島

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】
。

時給HKD
50〜80

Reeracoen

香港/九龍

旅行業界よりウェブコンサルタントを募集！ 日本
からHK＆マカオへのインバウンドビジネスの
管理。
エージェント・ホテルとの関係構築、
日本
への出張など。★最低3年のセールスマーケ
ティング経験。

20K〜25K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

香港/九龍

【香港在住の台湾語話者を大募集】
ゲーム業界
より翻訳者。商品の開発/広報/販促に伴う
各種翻訳業務（日→中文・繁体字）、商品発売
イベントの準備。★繁体字（香港・台湾表記）/
日本語に精通している方。

15K〜20K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/物流・倉庫

会計・監査・経理/
香港/九龍
メーカー（機械・電気・電子）

電子業界より総務、経理を募集！ 帳簿付け、
本社経理と連携しての作業、雑務。★未経験者
も可能だが、会社の方針に沿って安定した 16K〜20K
パフォーマンスをしていただける方、マルチ
業務に対応できる方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
旅行・レジャー・観光

香港/新界

旅行・航空業界より営業職を募集！ グローバル
営業戦略。営業パフォーマンスの管理など。
★旅行会社および航空会社での経験必須。

20K〜24K

会計・監査・経理/
香港/新界
メーカー（機械・電気・電子）

車アクセサリー、パーツ業界より経理会計
マネージャー/アシスタントマネージャーを
募集！ グループ連結決算に関しての、
日本本社
とのやり取り。
★フルセット経理対応可能な方。

25K〜30K

営業・販売系/
金融・保険・投資顧問

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。

香港/香港島

大手ビジネスコンサル企業で営業コーディ
ネーター業務の担当。
営業担当と会計士の間に
入ってコミュニケーションを取り、最適な方法
を提案し業務をスムーズにすることが重要。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

営業・コンサルタント/
旅行・レジャー・観光

その他
（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

企画・宣伝・広報/
コンサルタント

香港＆広東

20K〜23K

30K〜50K

香港/九龍

「日本基準の安心」
と
「世界トップ水準の商品
サービス」
を提供する、資産運用サービス専門
銀行での業務。一般〜ウェルスマネジメント層
の個人顧客に対し、
RMとして従事する。

40K〜60K

Reeracoen

香港/九龍

日本食材の輸入、卸売り業務（香港内）および
再輸出。東南アジア•オセアニア諸国および
欧米諸国の食材の輸入、卸売り。日系企業を
中心とした既存ルート営業。

20K〜25K

Reeracoen

サービス系/
旅行・レジャー・観光

香港/新界

香港国際空港にて、
チケットカンター及びボー
ディングゲートでの業務全般を担当。
日系企業
での勤務。

15K〜23K

Reeracoen

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/
金融・保険・投資顧問

香港/香港島

日系投資会社のリーガル・経理スタッフ達の
アシスタントとして事務回りを担当。秘書また
はアシスタント業務の経験があり、細かい業務
を正確に行える方。英語ビジネスレベル。

〜30K

Pasona Asia

インテリジェンス
香港

技術系（電気・電子・
機械・自動車）/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島

バーチャルビデオ会 議サービスのプラット
フォームを提供するＩＴ企業でのスケジューリ
ングスタッフのポジション。
カスタマーサービス・ 20K〜22K
コールセンターの経験者尚可。英語ビジネスレ
ベル。

Pasona Asia

香港/九龍

深圳・香港でのセールスマネジメント、既存顧
客とのビジネス拡大や新規顧客の開拓と営
業チーム・部下の指導を行います。電子部品
商 社での 営 業 経 験 、管 理 職・スーパ ーバイ
ザーの経験がある方。要英語・北京語。

〜30K
(経験により
応相談)

Pasona Asia

香港/九龍

部品調達・国際物流を手がける物流企業のロジス
ティックマネージャーとして、
自社・外部顧客の
双方に向けて物流サービス
（在庫・出荷管理、輸出
入手続き、空輸・海上輸送手配など）を提供。5年
以上の業界経験、英語ビジネスレベル。

〜30K
(経験により
応相談)

Pasona Asia

Reeracoen

Reeracoen

営業・販売系/商社

営業・販売系/小売・流通

香港
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ビジネス（香港・広東共通）
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

長期積立ファンドと一時払い型ファンドのメリット・デメリット
プラットフォーム上に用意された多数のファンド（投資信
託）を組み合わせ、ポートフォリオを作り、世界経済の動きを見
ながらそれを臨機応変に組み替えて運用するファンドラップ。

とができることだ。一方、一時払い型の場合は一時期に多額の

あるということは多額の手数料が必要ないということ。積立投

資金を投じることになるので、ボラティリティ
（損益の振れ幅）

資型は運用期間を通じて毎年手数料がかかるが、一時払い型

が大きくなる。

は投資後数年（例：5年）で主要な手数料の支払いが完了する

ファンドのパフォーマンスによる運用利回りが見込める一方で

「積立」=比較的ローリスクローリターン

運用途中での出金も可能なので”銀行にお金を寝かしておく

「一括」=比較的ハイリスクハイリターン

よりは・・・”というスタンスで気軽に取り組むことができる。

のが一般的だ。
【流動性・柔軟性の面】

と理解できる。

ファンドラップには資金の投入の仕方によって「積立投資

だがファンドラップというプラン自体が複数の株式や債券

積立投資は通常10数年から20数年後に満期を設定し、契約

型」
と
「一時払い型」がある。積立投資型ファンドは俗に「長期

で分散運用されているファンドをさらに複数組み合わせた

時に決めた積立期間は短縮することも延長することもできな

積立ファンド」
と呼ばれ英語では“Saving Plan”となる。
「一時

ポートフォリオで運用しているもの。いわば分散のうえに分散

い。原則として満期まで運用することを前提にしている。その

払い型ファンド」は英語で“Lump Sum Plan”という呼称になる。

を重ねた投資といえるのでそもそもそこで相当にリスクは抑

ため満期以前に解約すると比較的大きな解約手数料がかか

どちらも、アジア、
ヨーロッパ、新興国などの地域別、資源、農

制されていると考えて良い。

ることになる。積立期間の変更はできないが積立金の金額の
増額・減額は可能なのでそこで調整することになる。

業、科学技術、医療などの産業別、債券、株式、商品、不動産な

つまり一時払い型ファンドでも
「株式の一点買い」に比べる

どの金融商品別に分類される様々なファンドを組み合わせて

とリスクも期待リターンもずっと低いという認識が正しい。ま

一時払い型は主要な手数料の支払いが5年程度の短期で

運用する。自由に出金ができる、またある程度まとまった資金

たドルコスト平均法は為替を平準化する効果もあるので積立

完了し、その後は解約手数料がかからない。つまりその期間を

を好きなときに追加投資できるという部分も同じだ。

投資型は為替リスクからも解放されている。

過ぎれば運用を続けるのも全資金を引き揚げるのも自由とい
う状態になる。積立投資型でも一定金額をプランに残してい

違う点は「積立投資型（Saving Plan）
」が少額の資金を毎月積
み立てるように徐々に投資資金を増やしてゆくタイプなのに

れば手数料無料で一時引き出しは可能である。

【手数料面】

対し、
「一時払い型（Lump Sum）
」は資金を一度に投資するタイ

積立投資型は毎月世界中の契約者が積み立てる資金を

プであること。積立型にも一時払い型にもそれぞれにメリッ

各々が指定したポートフォリオに従ってファンドを買い進めて

ト・デメリットがある。

ゆくものだ。
これは運営会社側の視点に立つと、その管理にか

一時払い型は最低投資額が多額（例：USD50,000）になるの

なりの手間、人力、そしてシステムへの投資が必要になること

で、誰でも簡単に始めるというわけにはいかないだろう。逆に
積立投資型は月々USD500程度の少額の資金で参入できるの

を想像するのは難しくないだろう。

【リスク・リターン面】
積立投資型の一番のメリットは、
ドルコスト平均法で購入単

一方、資金の投入が最初だけである一時払い型は上記のよ

価を平準化して利益の出る確率を高める（リスクを抑える）
こ

うなコストは大幅に軽減される。オペレーションがシンプルで

で毎月の収入の一部を投資にまわす形で多くの人がすぐに開
始しやすい。

Borderless Management & Investment Ltd.

玉利将彦 （タマリ マサヒコ）

Oﬃce 2, 6/F, Kaiser Centre,
18 Centre Street, Hong Kong
www.borderless-investment.com
お問い合わせは、

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。

香港

香港

【参入のしやすさの面】

info@borderlessworks.com

電話：(852)3626-2476

香港

香港
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香港&深圳

香港
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香港
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香港スクール

最終回
！

e
【攻略キーポイント】
面図形の問題において最も重要なテーマの１つ、正五

角形。算数や数学の問題で頻繁に正五角形が取り上げら
れるのはなぜなのか。それは、多くの人々にとって、正五角
形が単純に「美しい」
「きれい」だと、直感的に感じる図形だ

からなのじゃ。ただ、その直感を裏付ける正五角形の性質

として
「黄金比」がある。黄金比は、およそ１：１.６１８とい

う比で、正五角形の辺の長さと対角線の長さは黄金比になっている。
この黄金比の

魅力に気がついたルネサンス期の芸術家が、
レオナルド・ダ・ヴィンチ。彼の芸術作
品には、黄金比が隠されているのではないかと言われているものも多いぞ。
さて、そんな正五角形がテーマの今回の挑戦

状。攻略キーポイントは、
「等積変形」
という面積を

C

D

E

l

>

変えずに図形の形を変える技術じゃ。右の図のよ

うに、ℓとmの２直線が平行なとき、ABを底辺と

【挑戦状】
拙者は忍者エピス丸。オヌシはこの問題を解けるかな？

する３つの三角形ABC,ABD,ABEは、すべて高さが
同じなので、面積は等しい。
この技術

>

B

m

を利用するには必ず「平行な直線」

図１は、同じ大きさの５つの正五角形を、
１つの直線の上に頂点が重なるようになら

が必要。平行な直線を書いた後は、

べたものです。図２の正五角形は図１の正五角形と同じ大きさとするとき、図１の色

うまく色がついた部分を分割して、

がついた部分の面積は、図２の（あ）の三角形、
（い）の三角形それぞれ何個ずつの

（あ）
と
（い）の図形を見つける、また

合計と同じですか。
【図1】

A

は変形して作ってみよう。今回のヒン

トはここまで。
さあ、やってみよう。

【図2】

解答はコチラから！

（あ）
（い）
2004年

東海中学

episのHPからもご覧いただけます。

epis 学習塾

入試問題

オヌシなら、
まず何をする？ 健闘を祈る！

〈圷 加寿男（あくつ かずお）先生 プロフィール〉
神奈川県大和市出身。高校時代はサッカー部のキーパーとして活躍。香港でも日
曜日はサッカーで汗を流す。エピスでは教務部長として、受験算数・数学のエキ
スパートとして大活躍の日々。長期休暇はバックパックひとつで、ふらっと旅に出
る。
これまでに訪れた国は、インド、バングラディシュ、スリランカ、タイ、ベトナム、
ラオスなどなどアジア中心だが、時にはジャマイカ、パラグアイなど南米まで足を
伸ばすこともあるという、陽気なラテン系。最近のマイブームはダイビング。

e

〈香港教室〉
住所：1/F., Redana Ctr., 25 Yiu Wa St., CWB
電話：(852)2838-7177
ファクス：(852)2838-1027

香港

香港
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〈九龍教室〉
〈わかば深圳教室〉
住所：Shop 143-145, Level 1, The Laguna Mall, 住所：中国深圳市南山区南海大道1113-1115号
8 Laguna Verde Ave., Hung Hom, KLN
花様年美年広場3棟2階
電話：(852)2362-0221
電話：(86)755-2162-1702
ファクス：(852)2362-1181
ファクス：(86)755-2667-8117

