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香港ヘルス＆ビューティー

このネイルも通常HKD1,300が
今ならHKD780に！！

　10月に入り、南国香港も秋の気配を感じ始めた。ネイルも秋冬仕
様にして、洋服も指先も秋らしいファッションを楽しみたい、そんなひ
とにおすすめなのが「カルトブランシュ」だ。
　「カルトブランシュ」は日本人スタッフ7名が常駐するヘア、ネイル、
アイラッシュのトータルビューティーサロン。同店では毎月スタッフ自
らが自身の経験を基に選んだ、日本の最新グッズを使用しているの
で技術・商品ともに安心だ。今回紹介するネイルも日本人ネイリスト

（日本ネイリスト協会資格所有者）が施術を担当してくれる。また、ヘ
アやアイラッシュと同時進行でネイルの施術をしてくれるため、時間
を短縮することができ、忙しい女性や小さいお子さんのいるママさん
も気軽にネイルを楽しんで、全身美しくなることができる。店舗はチ
ムサーチョイ（尖沙咀）にあり、MTR尖東駅のN1出口を出て目の前、
K11からすぐのためアクセスもしやすい。
　現在同店では、12月末までの期間限定でネイルキャンペーンを行っ
ている。初めて行くお店はどんなお店か分からないから不安、他店と
比較するのが値段だけになりがち、という方へ提案したいのが、「初
回40％オフ」キャンペーン。気になっているけどまだ訪れたことがな
いというひとにはぴったりだ。さらに、初回来店時に4週間以内の
次回予約をした方に限り、キャンペーン中であれば2回目以降もディ
スカウントしてくれる！こちらのキャンペーンを利用した場合、ポイン

香港

Carte Blanche
住所：1F/2F., Mody House,30 Mody Rd.,TST
電話：(852)2739-1960(1階ヘア)
           (852)2739-1966（2階ネイル＆ラッシュ）
時間：月～日 10:30～20:00
ウェブ：www.carteblanche-hk.com/index.php

ネイリストのKyokoさん ネイリストのJunkoさん

指先まで綺麗にして
秋のおしゃれを楽しもう

ト加算は対象外となるが、次回予約のお約束分スタンプ&ご紹介ポ
イントは対象となる。また次回の予約をすると、次回施術時にネイル
オフが無料になるという特典も見逃せない。
　同店の人気の秘密はお得なキャンペーンだけではない。ネイリス
トがお客様の爪の状態や、ライフスタイルに合わせてジェルの種類
やデザインの提案をしてくれるところだ。派手なデザインが苦手、水
仕事をたくさんするなど、ネイリストに相談することで自分らしい素
敵なデザインが見つかるだろう。
　さらに、どのジェルを選べばいいか迷ってしまうジェルネイル初心
者という方にも丁寧にアドバイスをしてくれる。同店がお勧めしてく
れたのはソークオフジェルだ。こちらの種類は自爪に優しいため日本
でも人気が高い。もうひとつ気になるのがジェルネイルをいつまで
美しくキープできるかということ。それについても、同店では日本の
ネイルサロンより丁寧な甘皮のケアを徹底しているため、水仕事が
多くてもジェルネイルを3週間以上綺麗な状態で保つことができ、長
持ちするようにしてくれるのも嬉しい。
　まだネイルをしたことがない、香港で良いネイルサロンが見つか
らないという方、「カルトブランシュ」のお得なキャンペーンを利用し
て、自分にぴったりのネイルで秋のファッションを楽しもう！
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 ショッピング（香港・広東共通）

香港 香港

香港

ウェブ：refausa.com
コーズウェイベイショールーム
住所：10/F., Sogo, 555 Hennesy Rd., CWB
電話：(852)2833-9039
チムサーチョイショールーム
住所：14/F., New East Ocean Centre,
            9 Science Museum Rd., TST
電話：(852)2733-3833
iSQUARE店
住所：Shop 506-507, iSQUARE,
           63 Nathan Rd., TST
電話：(852)2332-3723
K11店
住所：Sales Kiosk No. 31 on Basement 1 of K11, 
           No 18 Hanoi Rd., TST
電話：(852)2739-8339

あなたの本当の美しさに出会えるReFa
香港にもついに登場
　日本で数年前から流行しているプラチナ電子ローラーのReFaが香港にもやってきた。気軽に購
入できる似たような商品も展開されているなか、ReFaはちょっと手が届かないと迷っていた方でも
購入して早く使い始めればよかったと後悔しているという口コミも多く見られる。日本全国で210万
人以上の愛用者がいるReFaの魅力と効果はどのようなものなのかご紹介。

　美しくなりたい、多くの方々に感動を与えたい。そんな願いを込めて作られ香港での展開を始めた。
忙しい女性こそ、自分をいたわり愛する時間が大切だとReFaは考え、手軽にエステサロンのような
技術が手に入るプラチナ電子ローラーを開発。質の高いセルフケアを実現するために、エステティ
シャンが行うニーディング、エルフラージュ、ドレナージュ、タッピングなどの流れるようなプロの美
しい手技を再現している。プラチナに輝くローラーが心地よいマイクロカレントと呼ばれる微弱電
流の刺激を与え、ゆっくりと肌を整えてくれる。このマイクロカレントが肌の表面をトリートメントし、
キメを細かく整え、ハリとツヤのある引き締まった肌へと導く。ほんの5分使用しただけで肌が引き
締まるのを実感できたとの声も続出。同社が展開しているReFa CARATは顔だけではなく二の腕や
バストケアも一つででき、深くつまみ流すニーディングの動きが女性の肌を美しく引き締めてくれ
る。またその美しく使いやすいデザインで2012年グッドデザイン賞も受賞している。CARATのほか
にリズミカルな刺激を与えるタッピング効果のあるI Styleやたるみやすい肌をパワフルに引き締め
るボディ用やメンズラインも揃う。目的別にラインナップされたReFaのプラチナ電子ローラーをぜ
ひ試してみては。日本では偽造品も出回っているようなのでご注意を。手軽にエステの技術を自宅
で取り入れ美しく輝こう。

モデルのAna R.さんが商品を使ってみたモデルのAna R.さんが商品を使ってみた

ReFa CARAT

ReFa CARATで肌を美しく引き締めてくれる

ReFa O STYLE ReFa PRO

ReFa I STYLE
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クラシファイドへの掲載について
クラシファイドお申込みご希望の
方はwww.pocketpage.infoへア
クセスし、クラシファイド申込みか
ら行ってください。
（WEBからのみ。電話での対応は
しておりません。）

英・広・北京語の生徒募集
日本人向けの語学学校です。英語/北京
語/広東語/韓国語/フランス語/スペイン
語などを学びませんか！日本語が話せる
講師が発音や文法を丁寧に教えます。
マンツーマンまたは2-5人の少人数制で
講師の指名も可能なので、自分のペース
で語学をマスターできます。ただ今、英
語/北京語/広東語の30分間の無料授業
が体験できます。詳しい内容については、
日本語でお気軽にお問い合わせくだ
さい。
電話:(852)3520-2329  林まで（日本語可）
ウェブ:www.streamwisdom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中国語教室
オンラインで中国語を教えます。中国語先
生：Ms.Wong　「北京語言大学」の中国語
教師の資格を持つ北京出身の先生です。
多くの日本人生徒さんへの指導を豊富に
経験しており、特に日本語を使っての授業
は 好 評 を 頂 いております。詳 細 は
http://echinese.freevar.com ご覧下さい 。
或はMs.Wongまでご連絡下さい。
電話：(852)9078-6978
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネイ
ルレッスンを始めました。セルフネイルに
ご興味がある方、好きな時間に無理なく個
人レッスンを受けてみませんか？ジェルネ
イル初心者の方、大歓迎です。自宅サロン
ですので、静かな場所＆ゆったりとした雰
囲気でレッスンを楽しんで頂けます！また
、通常のジェルネイルのご予約も承ってお
ります。 お気軽にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日

（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思ってい
る方は、どなたでもご参加頂ける会となっ
ております。香港在住者がメインですが、
中国在住の方もご参加頂けます。参加目
的は、友情、ビジネス、婚活、恋活、いずれ
もOKです。奇数月の隔月開催です。お気軽
にお問い合わせください！宴会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「財テクを考える会」
金融シティ香港で財テクを研究しましょ
う！毎月1回、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～ユニークなメンバー
が多い、楽しいサークルです～奈津子
携帯：(852)9722-0012
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日 本 人 ビ ート ル ズ バ ンド 、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ゴルフサークル参加募集
香港ゴルフサークル「GreenTee」メンバー
募集。香港・広東メンバーが香港を中心
に活動中。未経験者・初心者大歓迎！クラ
ブはお貸しします。香港でゴルフを通じて、
親交を深めませんか?性別、年齢、国籍等
不問。会費等無し、プレイ代や練習代は
割り勘。九龍で練習会、中国でラウンドの
予定。ご興味のある方は、下記のメール
或は電話番号で連絡してください。
メール：golfcircle.greentee@gmail.com 
電話:6209-3784 (深井)

事務スタッフ募集
医療サービスを行っている会社です。パー
ト1名を募集します。難しい仕事ではあり
ませんが、広東語、英語が日常会話程度
できる方を希望します。月曜日から金曜
日まで、なるべく長い時間働ける方。詳
細についてはメールまたは電話でお尋
ねください。
メディポート　堀　(852)2577-1568　
hori@mediport.com.hk

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プ レスランゲージセンター：
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ベビーシッター募集
セントラル駅徒歩5分の語学学校でベビー
シッターを募集しています。新しい綺麗
なオフィスで、一緒に働きませんか？履歴
書を：preslanguage@hotmail.com
までお送りください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホールス
タッフを大募集しております。どんな国
籍でも歓迎。パートタイムからフルタイ
ムまで、勤務地や給料等は応相談です。
お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解を深めること。
丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績

によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国人
に教えた経験を持ち、教師資格とビザを
お持ちの方を募集しています。詳細は面
談にて。まずは履歴書を下記までお送り
ください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河 お気軽
にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

らーめんチャンピオン
ジョーダンMTR地下のらーめんチャンピ
オンにて、ホールスタッフ、マネジャー。その
他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
日本語を使いながら中環でお仕事しま
せんか？ホール・調理補助など。詳細は
下記までお電話ください。
電話：(852)9367-7705（沙羅まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ

の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
急募！営業・管理職を探しています！

炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近くの
香港オフィスで、商品の仕入れや日本へ
の輸出業務を行っております。①フルタ
イム：2～3年以上の職歴。英会話(日本
語)能力。
上記を満たしていれば男女問わず大歓迎！
やる気を重視致します！
＊報酬：面談の上決定
①パートタイム：2～3年の職歴。ビジネ
スレベルの英会話力。
明るくて真面目な性格の方。
＊時給HKD60～。
履歴書送付頂き、スカイプで面接を行
いますので、
まずはお気軽にお問合せください。
(81)439-71-0066
ohno@lifis.co.jp(大野)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）のダイニングバー
(Sowelu)ではスタッフを募集しています。勤務
時間・曜日は応相談です。詳しくは小泉まで。
電話：(852)2777-1171
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語能
力がある方。土、日勤務不要。ビザサポー
ト不要の方。ご興味ある方は履歴書を以
下まで。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/英語の教師募集
北京語、広東語、英語又は日本語を教え
た経験がある方をパートタイムで募集
しています。日本人の方及び香港人の教
師も急募しています。まず履歴書をファ
クスまたはEメールで送りください。詳細
はお電話にてお問い合わせいただけま
す。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール:swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
セントラル（中環）の日本料理店枡では
フルタイムで入れるホールスタッフを募
集しています。日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:(852)2537-7787（Ms. Rabina）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）にある日本人オーナー
シェフのSAGRANTINOでは、パートタイ
ムで勤務できるホールスタッフを募集
中です。勤務時間・曜日は応相談です。ま
ずはお気軽にご連絡ください。携帯
(852)6335-3504安田まで。

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド
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今週の
モニターさん
試食コース

お申込方法及び条件
1.  美食サイトぽけっとグルメにアクセスをして、新規登録から新規会員（無料）の手続きをして、
 2名様とものIDアカウントをゲットしてください。
2. メールでzets_ppw@pocketpage.com.hkまで、お名前（本名。招待券をお送りする為）、電話番号、 
 ぽけっとグルメのIDアカウントをご記入（2名分の情報。登録名はニックネーム可）の上、お申込の 
 旨をお送り下さい。
3. 各ご招待者様には、後日ぽけっとグルメにて、このモニターの感想をクチコミとして写真1枚と200
　文字以上の書込みをお願いします。また、そのクチコミが弊紙週刊PPWなどにも掲載されます。表
　示名はニックネーム可です。
4. コース提供時間は土～日 11:30～15:00となります。

www.pocketgourmet.com.hk

　玉蕾 Yu Lei プレゼンツ

　前回に引き続き、こちらの企画に登場するのは
K.O. Diningグループ傘下に属し、正統派上海料理を
誇るレストラン｢玉蕾(Yu Lei)｣だ。2012年に獲得した
ミシュラン1つ星がその実力を証明している。同店で
は上海料理の伝統と基本をしっかり守りながらも、日
本人料理長今川氏の豊かな創造力で芸術品の様に
作り上げた料理を楽しむことができる。しかしランチ
タイムに訪れれば丹精込めて作られた点心と広東
風焼味で、そこは飲茶タイムに。また、中国酒、ワイン
やシャンパンなどを多数常備しており、絶品のコー
スと一緒に楽しむのがオススメだ。中国伝統の花を
テーマとしてデザインされた店内なら、一層料理を
美味しく味わえるだろう。
　そんな玉蕾が提供する職人シェフランチセットに、
なんと無料で3組6名様を招待する！「シェフお薦めの

3種前菜盛り合わせ」から始まり、同店の自慢の点心を
味わおう。種類は3つあり、いずれもシェフの一押し点
心だ。メインディッシュが目の前に運ばれる前に、「螺貝
と白蕪のクコの実入り蒸しスープ」で口直しを。螺貝も
白蕪とクコも栄養たっぷりの食材で、体の中から癒して
くれる一品だ。期待のメインディッシュは「鵞鳥の香り丸
焼きと焼き豚の蜂蜜ソース」、「車海老の上海蟹味噌煮
込み ブロッコリー添え」がある。「和牛肉味噌入りチャー
ハン」と一緒に味わえばまた違う楽しみとなるだろう。
最後はデザートの「玉蜀黍と南瓜のクリームスープ」で
締めよう。
　先着3組6名様となる今回の試食セット。早速応募し
て招待券をゲットしよう！先着に漏れた方にも朗報の、
旬の上海蟹は12月1日まで提供しているため、こちらも
要チェックだ。

玉蕾  Yu Lei
住所：5/F., Harbourfront Landmark, 11 Wan Hoi St., Hung Hom 
電話：(852)3746-2788
時間：火～金 12:00～15:00、18:00～23:00
　　  土～日 11:30～15:00、18:00～23:00
          月曜定休
ウェブ：www.kodining.com/en/restaurants_yl.html

·三彩特式拼盤
（シェフお薦めの三種前菜盛り合わせ）
·精緻點心三款
（三種類の点心）
·螺貝枸杞蘿蔔湯
（螺貝と白蕪のクコの実入り蒸しスープ）
·明爐脆皮燒鵝拼蜜汁烤叉燒
（鵞鳥の香り丸焼きと焼き豚の蜂蜜ソース）
·蟹粉鳳尾明蝦
（車海老の上海蟹味噌煮込み ブロッコリー添え）
·和牛炒飯
（和牛肉味噌入りチャーハン）
·金粟南瓜露
（蜀黍と南瓜のクリームスープ）

試食コース内容

約HKD398！約HKD398！

大将ごっつあんデス!!
玉蕾  Yu Lei の
    職人シェフランチセット　

先着3組6名様ご招待
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ボリュームたっぷりこれぞアメリカンバーガー
CaliBurger香港初上陸
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　アメリカのファーストフードチェーン店が次々とオープンする

中、良質の食材や肉類にこだわっているアメリカカリフォルニア発

のハンバーガー店｢CaliBurger｣がワンチャイ(湾仔)のヘネシーロー

ドに香港初出店。アジア版のIn-N-Outとも言われる同店はすでに

上海、北京、フィリピン、韓国などに展開中。気さくなスタッフ

にカジュアルな店構えが特徴。一歩お店に足を踏み入れるとそこ

はカリフォルニアの風が吹いているようにさえ感じる。

　同店はオーダーが入ってから一つ一つ作るため、出来上がりま

で約10～15分かかる。定番メニューの｢Calichicken Sandwich｣は必

食。一口噛めばやわらかく、肉汁が溢れ、大きめにカットされた

トマト、オニオン、たっぷりはさんだレタスがハンバーガー特有

の重たさを感じさせない。そしてふっくらと焼き上げた少し甘み

のあるバンズは、肉と野菜の味をうまくまとめている。

　ハンバーガーのお供には｢Baffalo Chicken Wing｣。サクサククリ

スピーチキンにピリ辛のバッファローソースを絡めるという、誰

もがうなずく味。口休めのセロリスティックも忘れずに。もっと

ボリュームがほしいときは｢Wild Style Fries｣を。フレンチフライ

にチェダチーズ、サウザンドレッシング、そしてグリルドオニオン

をトッピングしたものでボリューム満点。ちょっと罪悪感を感じて

しまいそうだが、この際そんなことは忘れて思い切り味わおう。

　ドリンクにはシェイクがおススメ。ハンバーガーとシェイクは

黄金の組み合わせ！バーガーの塩気とシェイクの濃厚でクリーミー

な組み合わせを味わって。味はストロベリー、バニラ、チョコ

レートの3種類。シェイクだけを求めてお店に足を運ぶ人もいる

というだけあってぜひ飲んでほしい一品。

　少し分かりにくい場所ではあるが、行く価値食べる価値大の

｢CaliBurger｣。早速足を運んでみては？

CaliBurger
住所：Shop A, GF., Sun Hey Mansion,
　　　68-76 Hennessy Rd., Wanchai
電話：(852)2696-9008
時間：11:00～21:00
ウェブ：http://caliburgerintl.com/

飛騨和牛刺身 飛騨和牛極上テンダーロイン鉄板厚焼き▼Wild Style Fries Calichicken Sandwich▼
▼Caliburger Baffalo Chicken Wing▶

香港
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