
香港＆広東 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

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/新界 25K既存顧客フォロー、出荷手配、出張対応要。

テンプスタッフ
広州

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） 応相談広州

金型メーカー訪問、新規金型製作協議、仕入先
の試作・量産立会。樹脂成型・樹脂塗装等製造
経験、管理能力のある方、北京語ビジネスレ
ベル。

テンプスタッフ
広州

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

～RMB30K

広州

人事・総務部部長。人事総務の部長職経験最低
5年間。税関業務経験者。労務管理に必要な知識
経験有。北京語ビジネスレベル必須。（市村長と
のやり取りもあり）

技術系/メーカー
（機械・電気・電子） RMB30K

家電用、車載用ヒーター及びハーネス関連製品
の開発・設計にまつわる管理業務。同業界で
の開発・設計・技術指導経験者、管理職経験、
北京語日常会話レベル。

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社 香港/香港島 25K食品商社：営業ポジション。既存顧客フォ

ロー、新規顧客開拓。

香港/香港島 20K～23K テンプスタッフ
香港

ファッションブランドのオンラインサポート業務
およびチームマネジメント。英語日常会話レ
ベル。要シフト勤務。

テンプスタッフ
香港20K～25K香港/九龍 ERPパッケージ、IT関連保守サービスの販売。

テンプスタッフ
香港18K香港/香港島 秘書関連業務全般。電話対応、出張手配、書類

作成、翻訳など。英語ビジネスレベル。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・
電気・電子）

25K大手日系電機メーカーにての秘書業務案件。
配偶者ビザの方歓迎。英語が堪能な方歓迎。

香港/九龍

香港/九龍

30K～35K
大手信託銀行にてのITマネジャーを募集。
各海外支店との会議、システム統合、プロジェ
クトの遂行。

RGF 香港営業・販売系/商社 25K～35K香港/九龍 飲食業界にコネクションを持っている方を募集。
対法人営業経験必須。英語ビジネスレベル必要。

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）

営業・販売系/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

16K～18K香港/九龍 物流のカスタマーサービス業務。業界経験不問。
北京語日常会話レベル以上。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

RGF 香港技術系（IT・通信）/
金融・保険

テンプスタッフ
香港

営業・販売系/
メーカー（素材・化学・
エネルギー）

20K～25K香港/九龍 アシスタントマネジャー。日系マーケットの開拓。
既存顧客のフォロー。日本への出張有。

テンプスタッフ
香港

テンプスタッフ
深圳

技術系/メーカー
（機械・電気・電子）

深圳

RMB20K
～25K

金型技術者（マネジメント）。特にプレス、ダイ
カストの金型経験が長い方。（成形金型も可）
中国の生活に慣れている方歓迎。北京語日常
会話レベル以上。

キングスウェイ営業・販売系/金融・保険 香港/香港島 応相談

金融業界の経験、もしくは営業経験者。日系
顧客へのアプローチ、セミナー開催。金融商
品のプレゼンなど。日本出張あり。ビジネスレ
ベルの英語。

キングスウェイ

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・
電気・電子）

～30K香港/九龍
秘書経験必須＋PC操作得意な方。代表の秘書
業務全般（会議設定、日程管理、資料作成）、
電話・接客対応｡ビジネスレベルの英語。

テンプスタッフ
深圳深圳

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

香港/香港島 ～20K

日本在住顧客へのカスタマーサポート業務
（入出金手続き、使用方法の問い合わせ、クレー
ム処理）、ファイリング、その他総務関連一般。
コミュニケーションレベル以上の英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～26Ｋ香港/九龍
3年以上の物流、倉庫業界経験者尚可。顧客
窓口業務、配送管理、社内他部署との調整業務。
コミュニケーションレベルの英語、中国語。

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 深圳 テンプスタッフ

深圳
RMB20K
～23K

海外営業。プラスチック部品等の営業経験、英語
を使用しての営業経験がある方ベスト。人柄
重視。北京語及び英語ビジネスレベル。

RGF 香港営業・販売系/商社 25K香港/九龍
大手日系電子部品商社にての営業職。日系企業
を担当し、既存顧客のフォロー。中国大陸への
出張有、北京語スピーカー。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港

キングスウェイは香港・中国において
人材と企業をつなぐベストマッチを目指しています
お気軽にお問合せください

URL: http://www.kingsway-hk.com
Kingsway Personnel Ltd キングスウェイ パーソネル リミテッド
Unit 1606, 16/F., Causeway Bay Plaza1, 489 Hennessy Road, Causeway Bay, Hong Kong
香港銅鑼湾軒尼詩道489號銅鑼湾広場一期16楼1606室
電話：(852)2110-4433  FAX：(852)2523-9133　E-mail：jpdept@kingsway-hk.com
担当：山本、久米、関根　営業時間： Mon-Fri 09:30-18:30

香港＆広東

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

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 30K～40K

大手金融機関のクレジットアナリスト、及び
大中華圏情報リサーチ。北京語必須、金融機関・
プロフェッショナルファームの就業経験、営業、
コンサルティング、リサーチ関連経験歓迎。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 応相談

大手投資銀行での日本株決済のスタッフ、及
びマネジャーレベル募集。スタッフレベルは
日本株取り扱い経験があれば決済経験は不問。
営業、トレーディング経験者も応募可能。

会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社 香港/九龍 キングスウェイ～40K

5年以上の日系経理関連業務経験。連結決算
経験者尚可。月次会計レポート、各帳票の管理。
総務会計部門のスタッフ管理。ビジネスレベル
の英語。

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 キングスウェイ～45K

服飾生地、ニット、および完成品の生産管理、
もしくは営業経験者。マネジメント経験尚可。
営業プレゼン、生産管理全般。アセアン諸国へ
の出張。ビジネスレベルの英語。

香港WORKS
専門職/金融・保険・
投資顧問/金融・
保険・投資顧問

香港/香港島 17K～20K

香港投資ファンドに関するお客様（日本人）の
問い合わせ対応、パンフレット郵送・説明、セミ
ナーの準備（書類）。英語必須。残業あり（*お客様
対応あり)

香港WORKS
技術系（建築・土木）/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/香港島
25K～30K×
13ヵ月+
業績ボーナス

プロジェクトマネジャー。ホテル内装のデベ
ロッパー・設計会社・施工会社との調整、日本語
の報告レポート作成・翻訳業務。

香港WORKS営業・販売系/金融・
保険・投資顧問 香港/香港島 22K～25K

応相談

顧客開発担当マネジャー。香港投資ファンドや
保険商品を展開するB to Bの開拓(日本)。金融
セミナー開催、既存取引先のサポート、翻訳・
通訳業務。

香港/九龍 20K～28K 香港WORKS生産管理・品質管理・
購買/外食・フード

食材仕入れ担当（マネジャー）　①コストダ
ウン及び品質の安定化　②新しい食材の調達 
③外部業者との提携、委託　④仕入れ業務の
管理　⑤セントラルキッチンマネジャーのサ
ポート

香港WORKS
会計経理・経営管理/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 25K～35K
オペレーションマネジャー。スタッフマネジ
メントやカスタマー対応。ECサイト運営業務：
WEBサイト更新。業者折衝業務等。

華南WORKS営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 深圳 15K～18K

営業担当、日系企業フォロー営業、新規対応も
あり。できれば印刷業界での経験者希望。営業
経験尚可、北京語必須、印刷業界経験尚可、
人柄重視。

JAC 香港

JAC 香港

営業・販売系/物流・倉庫 ～25K香港/香港島
物流企業にて新規開拓・既存顧客フォローの
営業職。英語ビジネスレベル。シッピング経験
3年以上。

JAC 香港技術系（IT・通信）/
メーカー（化粧品・医薬品） ～25K香港

自社サーバー及びWEBサーバーの管理、運営、
メンテナンス。自社プログラムの開発とメンテ
ナンス。自社PC、周辺機器の管理と設定。当該
業務経験者。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルティング

～20K香港/香港島
会計事務所にてコーディネーター職。中国語
もしくは英語がビジネスレベルの方。基礎的な
会計知識があれば応募可能。

JAC 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 ～25K
金融関連企業にてカスタマーサービス職を
中心としてバックオフィス業務。何らかしら
の金融関連業務に従事していた方を募集。

JAC 香港専門職/金融・
保険・投資顧問 応相談香港/香港島

外資系投資銀行のコーポレートファイナンス
（Associate~VP level）、案件増加に伴い日本
マーケット向けオリジネーション、エグゼキュー
ションを経験に応じて対応。

JAC 香港サービス系/外食・フード 25K～28K香港/香港島 日系外食チェーン店のオペレーションマネ
ジャー候補。海外における当該業務経験必須。

JAC 香港会計経理・経営管理/
コンサルティング ～35K香港/香港島

会計事務所にて会計業務に従事頂きます。公認
会計士資格をお持ちの方。英語ビジネスレ
ベル。

JAC 香港技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 30K前後3年以上のIT系開発経験がある方。

JAC 香港専門職/コンサルティング 北京・上海 応相談監査法人での就業経験者（内部統制・税務・
FAS・M＆A・コンサルティング等）。

JAC 香港
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

～20K日系物流企業でのカスタマーサポート職。顧客
からの問い合わせ対応。出荷コーディネート。香港
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香港

香港＆広東

第48回　「労働関係処理のポイント（6）」中国人事労務のエッセンス

北尾直樹 インテリジェンスアンカーコンサルティング深圳　総経理

「中国人事労務のエッセンス」過去記事すべてを弊社HPに掲載しています。
こちらのアドレスからご覧ください。
http://anchor.yingchuang.com/JP/

住所：深圳市福田区民田路178号華融大厦1909-10
TEL：（86)755-2399-6500
E-Mail：infosz@anchor-hrm.com.cn
URL：http://anchor.yingchuang.com/JP/

前回は「労働関係処理のポイント（５）」と称し、解雇の具体事例とし
て「事業再編に伴う部門閉鎖」による契約解除について解説しまし
た。今回は当シリーズの最終回として「業績悪化による整理解雇」に
ついてご説明します。

■事例（業績悪化による整理解雇）
電子機器製造企業であるF社は、工場設立から10年を迎えた。立ち
上げ当初から業績を順調に伸ばしてきたが、リーマンショック以降、
業績が悪化し、現在も低迷を続けている。会社の存続のためには、半
年先までにスタッフとワーカー合わせて300名いる従業員を200名
まで削減する必要があり、会社は整理解雇を検討。 

■会社方針の確定
重要度は非常に高いものの、緊急対応を迫られる場面ではないた
め、まずは新規採用の抑制などによる自然減や契約期間満了による
契約終了などでどの程度の人員を削減できるかのシミュレーション
を行った上で会社方針を確定します。
１．適用法規の確認 
　大量の人員整理が必要な場面ですので業績悪化による整理解雇
（労働契約法第41条（二）項）を中心に検討すべき場面ですが、従業
員の同意が取れそうな場面では個別に協議一致による契約解除
（労働契約法第36条）を進め、訴訟リスクの低減を図るという方法
もあります。

※労働契約法第41条（要旨）
20名以上、あるいは20名未満であるが従業員総数の10%以上の
人員削減が必要である場合で、以下の状況の一に該当する場合：
(二)　生産、経営が極めて困難になった場合
使用者は30日前までに工会、あるいは労働者全員に状況を説明し、
工会、あるいは労働者の意見を聴取した後、人員削減方案を労働行
政部門へ報告し、人員削減することができる。

＜対象者選定時に優先的に残さなければならない人員＞
(一)　当該使用者と比較的長期の有固定期限契約を締結した者
(二)　当該使用者と無固定期限契約を締結した者
(三)　家庭内に他に就業者がおらず、扶養しなければならない高齢
者あるいは未成年者がいる者
２．解雇可否とリスク検討（図1．を参照）

労働契約法第41条（二）項を用いる場合、解雇までに数多くのプロ
セスを踏まなければなりません。工会や従業員への説明と意見聴取
はもとより、労働行政部門への報告が必要となります。法律では報
告とされているものの、実際の場面では承認取得に近い感があるた
め、過去の財務諸表や決算書類などを用意するなどし、会社の生産・
経営が極めて困難な状況にあることを客観的に証明しなければなり
ません。また、解雇制限（医療期間や女性三期にある従業員などに
対する解雇禁止）や、対象者の人選に関する法律規定が存在するこ
とにも留意が必要です。 
３．補償プランの確定 
法定の経済補償金以外に＋αの支払いを求められることも考えられ
るため、あらかじめその支払い可否および限度額を決定しておきます。

■解雇シナリオの策定と実行
　整理解雇は会社からの一方的な契約解除通知であるため訴訟リ
スクは高まります。労働契約法第41条（二）項が規定するプロセスを
踏みつつも、できる限り協議解除を目指し、協議解除に至らなかった
場合にはリスクを覚悟の上で整理解雇を行うという流れが望ましい
と考えます。基本的なシナリオが定まれば、これまで当シリーズで説
明してきた流れに沿って解雇を実行、フォローしていきます。

■これまで計6回に渡って労働関係処理のポイントについてご案内
してきました。弊社が会員企業からいただくご相談の内、約2割は解
雇に関するものですが、採用した社員を途中で解雇しなければなら

ないというのはやはり心苦しいものです。とはいえ、一旦会社として
の方針を定めた以上はその方針をブラさず粛 と々進めなければなり
ません。先送りすればするほど対応が難しくなることもまた事実で
す。過去に何代もの総経理から同一の不良社員に関するご相談を受
け、いまだに処理に至っていないケースなどもありますが、何もアク
ションを起こそうとしない会社を他の社員が冷ややかな目で見る、と
いう状況は危険です。また、明らかに適性がない社員を雇用責任と
いう名目でそのままにしておくことは、他の社員に対する誤ったメッ
セージの発信となるだけでなく、実は社員本人のためにもならない
ことがあります。
　企業トップは理想とする組織像を明確にし、それに対する強い
メッセージを常に社員に示し続けることが問われています。

ビジネス（香港・広東共通）
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香港 香港

香港

クラウド×Excel タイムシート管理…②

　
●Microsoftアカウントの登録

　最初に行うのはOutlook.comを利用するための
Microsoftアカウントの登録です。Internet Explorerに
以下のURLを打ち込むと「アカウントの作成」ページ
が表示されますので、必要な情報を入力して下さい。

　このとき1つ注意点があります。タイムシート管理
では社員の予定情報を管理することを目的として
いますので、アカウント登録は、社員に任せるので
はなく管理者側で一括して行うのが望ましいです。
Microsoftアカウントでは「ユーザー名」に会社の
メールアドレスを使うことができますので、会社の
メールアドレスとパスワードの組み合わせで一括
して登録してしまえば管理も簡単です。

　尚、中国語で登録したい場合は、「アカウントの
作成」ページの右下の「日本語」をクリックし、「简体

中文」を選択して保存します。
 
　Microsoftアカウントを登録すると、Internet 
Explorerを通じて8つのアプリケーション（メール、
アドレス帳、カレンダー、ストレージ、Word Online、
Excel  Online、PowerPoint  Online、OneNote Online）
を利用することができます。今回利用するのはこの
うち「カレンダー」の機能です。尚、会社のメールア
ドレスをMicrosoftアカウントとして登録しても、
Outlook.comのメール機能を使って会社のメール
を送受信することはできません。通常通りPC側の
Outlook2010を利用してください。

●Outlook2010とOutlook.comカレンダーの同期

　次にPCのOutlook2010とOutlook.comのカレンダーを同期します。Outlook.comのカレンダー
をそのまま使ってもよいのですが、InternetExplorer経由のため接続速度が遅く、また使い慣れた
Outlookの方が入力者にストレスがかからないと思います。Outlook2010とOutlook.comを接続す
るためには、Outlook Hotmail Connectorをダウン
ロードして、PCにインストールしておきます。

　Outlook Hotmail Connectorのインストールが完了したら、Outlook2010を起動し、[ファイル]→
[アカウントの追加]→[自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする（手動設
定）]→[その他、Microsoft Outlook Hotmail Connector]とクリックし、先程登録したMicrosoftアカ
ウントの情報を入力します。
 
 
 

 
　今回の作業はここまでです。設定ばか
りで多少退屈ですが、最初の1回きりで
すのでがんばって乗り切ってください！！
ご不明な点はsaito@szx.jpまでメール
をいただければ回答いたします。

出張の多い海外ビジネスパーソンのための

さくらコンサルティング
斉藤孝史

中国・香港子会社のシステム化をサポートします。
お問い合わせ：(86)755-8637-9929
ウェブ：www.szx.jp

Microsoftアカウントの登録URL
https://signup.live.com

名称 機能
Outlook.com メール
People アドレス帳
カレンダー カレンダー、タスク
OneDrive ストレージ
Word Online Word
Excel Online Excel
PowerPoint Online PowerPoint
OneNote Online OneNote

図1：Microsoftアカウントの作成

図2：「アカウントの作成」画面で会社の
　　 メールアドレスを入力

図3：中国語の選択

図4：Microsoftアカウントの機能

図5：Outlook2010と
　　Outlook.comの接続

Outlook Hotmail ConnectorのダウンロードURL
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=24677

前回はタイムシート管理の意義と全体像を見ていただきましたので、今回からは具体的な方法を説明していきたいと思います。
尚、途中つまずいてしまった場合はsaito@szx.jpまでメールでお問い合わせいただければ回答いたしますし、
連載にも反映していきたいと思います。
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香港クラシファイド

～語学を楽に ！～
生徒募集中。大人の英/広/北京語/TOEIC/
TOEFL対策。子供の英/日/広/北プレイ
グループ。 
TEL/WhatsApp/LINE：
ケント(852)9346-4743（大人）
ヘレン(852)6189-3941（子供）まで。
日本語可。
ウェブ：www.facebook.com/MissHeleneLang
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニールズヤード認定
アロマセラピー基礎クラス5月期生募集
◆募集日程：
①木曜日午前クラス：2014年5月8日～6
月12日　9:45~12:00  (週1回全6回）
②木曜日午後クラス：2014年5月8日～6
月12日　14:30~16:45　（週1回全6回）
③土曜日3回集中クラス：2014年5月10
日～5月24日　13:15～18:00※途中休
憩あり（1日2回全6回）
④金曜日夜間クラス：2014年5月9日～6
月13日 18:00-20:15 (週1回全6回)
◆募集人数：4～6名（各クラス）
◆場所：MTRフォートレスヒル（炮台山）
駅徒歩3分
◆受講料：HKD2,800（実習教材費＋テ
キスト代込み）
※4名様以上のグループでお申込みの
場合は、日時に関して別途ご相談をさせ
ていただきます。
詳しくは、下記ブログをご確認のうえ、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
ブログ：http://ameblo.jp/furong-jp
メール：info@furong.jp  (大和田まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クォリーベイ)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駅改札口Aを出て
徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バスケやりたい子集まれ！部員募集
小4から中2までを対象にしたバスケクラ
ブJSBBCでは、新入部員を募集していま
す。練習は、土曜日の午前9時半～12時半、
場所は日本人学校中学部の体育館です。
参加希望の方は、電話(852)9086-9180、
もしくはメールjsbbchk@gmail.com
（担当：佐野）までお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
多国籍社会人ジャズビッグバンド・メンバー募集
Island Express Jazz Orchestra
18歳以上の楽器経験者で譜面が読める
方。ジャズの経験は問いません。現在以
下のパートメンバーを募集しています。
サックス・ピアノ・バストロンボーン・ト
ランペット
毎週火曜日・夜8時からモンコック（旺
角）で練習しています。
お気軽にご連絡ください。
ウェブ：www.iejo.hk
メール：info@iejo.hk　まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ギタリスト募集
香港各地で活動しておりますシカゴスタ
イルBlues BandのThe Catfish Kingsで
は、現在ギタリストを募集しております。
月に2回ほどの練習と、ライブも定期的に
行っております。興味のある方、Bluesが
お好きな方、 ご連絡お待ちしております！
メール：kingsbass44@yahoo.co.jp　
電話：(852)9681-7299　梅津　聡
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、霞にそびゆ、わが白
亜城、青山学院卒業生および関係者の
皆様は、お気軽にご連絡ください。隔月
で同窓会を開催中です！

メール：aogakuhk@gmail.com
Facebook：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！    連絡窓口：高橋
メール：mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852)6850-9300
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイムスタッフ募集！
「何かしたいなぁ」と思っている主婦の貴
方！ランチタイム11:30～14:00頃まで、尖
沙咀東の和食屋でアルバイトしてみま
せんか？週３日ぐらい。飲食店での経験
者大歓迎！年齢や語学は不問。先ずはお
気軽にお電話ください。
林まで(852)6048-7445
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東京姉妹店　日本料理店とん勝   料理人募集！
日本料理または寿司職人として2年以上
の経験が必須。料理作り、メニュー開発
等担当、給与2万ドル～。日本人マネ
ジャーと日本語堪能のスタッフがいます
ので、広東語が分からなくても安心して
勤務できます。店は尖沙咀N2出口より徒
歩2分、便利。
電話:(852)3106-3308　 高江洲まで。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カスタマーサービススタッフを募集

尖沙咀にある通信商社Asian Telecomで
は日本語が話せるカスタマーサービスス
タッフを募集しています。明るく責任感の
有る人なら経験は問わず誰でもOKです。
勤務時間は10時から19時まで。週休2日。
応募、問い合わせは尾ヶ井(オガイ)まで。
ウェブ：asian-telecom.com
電話：(852)2314-7144
メール：info@asian-telecom.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
尖沙咀にある「カルトブランシュ」トータ
ルビューティサロンでは、下記の人材を
募集しています。
◆ネイリスト
◆アイリスト
◆受付兼庶務
フルタイム、パートタイムいずれも募集
しています。
経験者・資格保持者の他、別途未経験者
の枠もありますので、お気軽にお問い合
わせください。
また、ただ今、韓国語のできるネイリス
ト募集中です！
【お問い合わせ・エントリー】
担当：トチカワ
メール：administrator@dionysus-beauty.com 
電話：97018517
【カルトブランシュについて】
日本人技術者が多数在籍する実力派日
系サロンです！
ameblo.jp/carteblanche-hk

1/F&2/F Mody House, 30 Mody Rd.,
Tsim Sha Tsui
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～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があり、丁寧な
顧客対応ができる方。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までお問い合わせください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
くは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。週5日勤務。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：3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートスタッフ募集
総合医療サービスの会社です。健康診
断業務関する事務処理、あるいは予約
受付等のお仕事です。特別な医療知識
が必要というものではありませんが、何
事にも積極的にかかわることができる
気持ちがある方を希望します。広東語あ
るいは英語が日常会話程度できれば大
丈夫です。詳細はメールにてお問い合
わせください。
連絡先：hori@mediport.com.hk(堀)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大阪県人会開催のお知らせ
6月6日（金）19:30から　大阪県人会の
食事会を開催！
私ども有志での開催は第一回目となり、
今後、不定期で食事会やボートパーティ
など開催予定です。大阪生まれの方、大
阪に住まわれていた方、楽しく食事しま
せんか？定員になり次第締め切らせて
頂きます、お早めに参加希望のご連絡
お待ちしております。場所は銅鑼湾の
Sowelu Dining Bar。
osakakenjin@gmail.com　 （橋本）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

探しています
犬（小型犬）猫用のケージ(輸送用)で不
要な物がある方は是非ご連絡お待ちし
ています。　
連絡先：(852)2881-8415　石田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調理師さん欠員で困られてる方に朗報
ZETSインターナショナルでは、調理師
さん不足で悩まれているレストランオー
ナー様のご相談をお受けしております。 
日本語でお問い合わせください。 
電話：(852)9225-8287　原

メンバー募集

求人

クラス

その他

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pocketpageweekly.com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。）

イベント告知

香港 香港

中国全土



深圳

深圳

読まれた記事ランキング
4月5日～11日 

　今回読まれたのは、大リーグの記事。4日のデビュー戦で見事初勝利を飾ったヤンキースの田
中将大と、40 歳で開幕を迎えたイチローへの関心が高いようです。7 位にも同じヤンキースの黒
田博樹の記事が入りました。ほかにも、STAP細胞問題で 9日に記者会見した理化学研究所の小
保方晴子研究ユニットリーダーに関する記事も、複数ランクインしました。4 月5日～ 11日に読ま
れた記事を紹介します。

米球界で「絶滅種」　田中将大の決め球スプリット （4月6日） 

競争であって競争でない…イチロー、それでも挑戦 （4月7日） 

（3）サポート切れのXP　「もったいない」が危ないわけ （4月8日） 

（4）狙われたニコン　外資を裁く中国のテレビ番組 （4月7日）
 
（5）研究者・小保方氏の語れない「真実」 （4月10日）
 
（6）トヨタ、世界で639万台リコール　ヴィッツやRAV4 （4月9日）
 
（7）必ずやり返す…黒田が示す大リーガーの必要条件 （4月8日）
 
（8）便利は危険と隣り合わせ　賢いクレジットカード活用術 （4月8日）
 
（9）小保方氏「STAP作製、200回以上成功」　正当性強調 （4月9日） 

（10）AKB人気は本当か　新世代の音楽チャート作れ （4月10日）
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住所：Unit C&D, 10/F., Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Rd., Wan Chai
電話: (852)3460-5458<荒木>
メール: info@languageworld.com.hk
ウェブ：www.languageworld.com.hk
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超入門クラスからビジネスクラスまで幅広く対応し、
アットホームなスクールとして定評のある「Language World(ランゲージワールド)」。
今回は先生と生徒さんにお話を伺った。

【とにかく明るく、経験豊富な先生たち】
こちらの講師陣はキャラクターが素晴らしく、明るい先生ばかり。語学上達のコ
ツを聞いた。「間違ってもいいから、とにかく話すことです！間違えたらどうしよう
という不安はいりません。何度も繰り返し単語を書いて練習する必要もないで
すよ。単語を覚えても実際の会話で使えないと意味がないですから、会話の中
で繰り返し使用することで単語は覚えられます。」と教えてくれた英語講師のRita
先生は、元気で明るいキャラクターの持ち主。また英語だけでなく、広東語や北
京語の講師もベテランの先生が揃う。日本在住の経験を持ち、日本人の言語習
得における弱点を熟知している北京語講師、金子先生は「香港という立地を生
かしてぜひ北京語を勉強して欲しいです。ビジネスで北京語を使用する場合で
も日常用語から徐々に単語を増やして、ビジネス用語を勉強すると覚えやすい
です。また、日常でなかなか北京語を使う機会がない方でも相手がいると仮定し
て会話の練習をするのも効果的です。」と教えてくれた。

明
る
い
講
師
陣
と
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん

カナダ出身、英語のRita先生

中国出身、北京語の金子先生

楽
し
み
な
が
ら
学
べ
る
キ
ッ
ズ
ク
ラ
ス

英語のLJ先生はUSA出身で
ビジネス英語に定評あり

カウンセリングフォームを基に
定期的にカウンセリングを行う

【生徒さんへのアンケート】
こちらに通う生徒さんは、初の海外赴任で英語は初心者という会社員の方から、
娘の通うインター校の先生や友達ともっとコミュニケーションをとりたいお母
さん、香港人と結婚し日常会話は英語なのでもっとネイティブレベルに上達した
い主婦の方など実に様々。そんな生徒さんたちにLanguage World（以下LW）に
ついて聞いてみた。

■なぜLW決めましたか？
・他のスクールもいくつか体験に行ったが、スタッフの方がとても親切で丁寧に
　説明してくれたので安心して入学できると思ったから。（Tさん）
・実際にLWに通っている友人に勧められた。（Bさん）
■LWの授業についてどう感じていますか？
・ただテキストに沿って授業するのではなく、先生が各々工夫したアプローチを
　してくれる。グループレッスンのロールプレイは楽しい雰囲気でリラックスして
　参加できる。（Kさん）
・感覚で覚えることが苦手な私に、理論的に説明してくれる。（Iさん）
■LWのスタッフについてどう感じていますか？
・いつも明るく笑顔で迎えてくれるのでホッとできる。（Tさん）
・日本語が話せるスタッフがいる事も心強く、連絡のやり取りも不安がない。
　授業内容など悩んでいる事も親身に相談に乗ってくれるので助かる。（Kさん）
・スタッフと先生との間でもコミュニケーションが良く取れていると思う。（Kさん）

　日常ですぐ活用できる語学学習を目指し、授業は会話に重点を置く。初心者ク
ラスでは1対1の対話、中級レベルでは自分の意見を述べたりプレゼンテー
ションを行うことで仕事にも役立つ会話を目指す。また英語において日本人が
苦手な発音や単語に着目した日本人向けのスペシャルカリキュラムも導入して
おり、日本人には大変ありがたい。また5月よりベビーシッター制度を導入とのこ
とで、小さい子供がいる方でも安心だ。ぜひ一度体験に訪れてみて！
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お問い合わせ：

天河大都会校：(86)20-2282-9282 広州市天河北路183号大都会広場1505室　（地鉄三号線林和西站A出口）

天河珠江新城校：(86)20-2238-2196 広州市珠江新城華明路9-13号華普広場西座1211室　（地鉄三号線珠江新城A1和A2出口）

越秀世貿校：(86)20-2884-8682 広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室　（地鉄五号線淘金站B出口）

福田新城校：(86)755-25987982 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F　（羅宝線科学館地鉄站D出口）

愛マンダリン中国語学校
info.guangzhou@imandarin.net
www.iMandarin.net

これはなんだろう？
愛マンダリンの節日食べ物クイズ

キャンペーンもあります！
RMB49.9/レッスン
キャンペーンもあります！
RMB49.9/レッスン

奥様クラス奥様クラス

こんにちは！愛先生です。
前回の校舎クイズ、全問正解だった方はいらっしゃいますか？さて、今回は節日に出される食べ物のクイズで
す！下の写真は春節・元宵・端午・中秋の中国4大伝統節日に中国人がよく食べる料理です。どの食べ物がど
の節日に食べるものなのか分ったら、写真と節日名を線で結びましょう。それを携帯で撮って愛マンダリンの
WE CHATに送ってください。全問正解した人には、愛マンダリンのスタッフから特別ギフトをプレゼント！
分からない人は、文化も学べる愛マンダリンで勉強を始めてみませんか？ただ今、たったRMB9998で110
レッスン、RMB19998で230レッスンが受けられるという開校18周年キャンペーンを開催しています！お気
軽にお問い合わせくださいね。

愛マンダリン
WeChatへ

イメージキャラクター
愛 先生

A. 春節：（旧暦一月一日）

B. 元宵：（旧暦一月十五日)

C. 端午：（旧暦五月五日）

D. 中秋：（旧暦八月十五日）
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　「Dan Ryan’s Chicago Grill」は、香港で本格的なア
メリカ料理を提供するレストランとして1989年5月に
オープン。駐在員を中心に長年支持されてきたこの
店が、今年で創業25周年を迎える。Pacific　Place(PP)と
Festival　Walkにある2店舗のうち、今回はPP店にお邪魔
した。

　店内の内装は1940年代のシカゴをイメージ。店の名前も1940
年代の有名なシカゴの政治家から取っている。香港に居ながらに
して、アメリカのレストランにいる気分が十分味わえるよう、装飾

品には細部まで気を使う。壁には名前の由来となったライアン氏の肖像画が掛けられ、
アメリカならではのバッファローの頭のはく製も存在感たっぷりだ。
 　店内に入るとまず目に入るのはバー・エリア。テレビが数台設置され、ドリンクを飲み
ながら、食事をしながら、または仲間との会話を楽しみながらスポーツ観戦を楽しむこ
とができる。
　ここの料理の量は驚くほど多いので、品数を頼みすぎないようにご注意を。ハーフサ
イズで頼める料理もいくつかあるが、それでも多すぎるほど。このボリュームの理由は、
アメリカンサイズというだけでなく、沢山の仲間や家族と分け合って楽しめるようにとい
うことでもあるそうだ。
　さて、気になるフードメニューはというと、｢Taco Shrimp Salad（タコとエビのサラダ）｣、
｢Baby Back Rib（骨付き肉）｣、｢Dan Ryan’s Hamburger（特製ハンバーガー）｣、 ｢Key 
Lime Pie（キーライムパイ）｣など代表的なアメリカ料理が数々並ぶ。ガツガツかぶりつ
いて食べたい「Southern Chicken（フライドチキン）」は25周年の特別メニュー。今しか
食べられないのでぜひともオーダーしていただきたい。この店一押しのカクテルは
｢Bloody Mary｣。こちらのものはエビが添えられており、ほかとは少し違う一杯だ。週末
や祝日にはブランチも楽しめ、12歳以下の子供向けの｢Kid’s Menu｣も用意されている。
プレゼントの風船やバー内を走る機関車の模型は子供たちに大人気。子ども連れでも
気軽に立ち寄れる店だ。
　25周年を記念してのイベントも数々企画されている。4月と5月には懐かしのメニュー
の復刻や福引(Lucky Draw)などが開催される。イースター休みに家族で、または母の日
のお祝いに出掛けてみては？

40
年
代
の
ア
メ
リ
カ
を
感
じ
る
店
内

Dan Ryan’s Chicago GrillDan Ryan’s Chicago Grill

香港に居ながらにして
古き良きアメリカを感じられる場所
香港に居ながらにして
古き良きアメリカを感じられる場所

Dan Ryan's Chicago Grill
Pacific Place店
住所：112 Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
電話：(852)2845-4600
営業時間：月～金11:00～24:00
                   土、日、祝10:00～24:00
                  （ブランチ10:00～17:00)

あごが外れそうな(!)大きなハンバーガー　
(Hamburger/Cheese Burger)

ひとりでは食べきれない骨付き肉
(Baby Back Lib)

甘さと酸味が絶妙なキーライムパイ
(Key Lime Pie)

どうやって食べるか思わず悩む
タコとエビのサラダ　
(Taco Shrimp Salad)

バーエリアの上部を走る
子供に人気の機関車模型
バーエリアの上部を走る
子供に人気の機関車模型

ウェブ：www.danryans.com/dans

Festival Walk店
住所：LG228 Festival Walk, Kowloon Tong
電話：(852)2265-8811
営業時間：月～木11:00～23：00
                  金11:00～24:00、土10:00～24:00
                  日10:00～23:00
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　IFCモールといえば有名店が軒を連ねる、香港でも人気の
ショッピングモールの1つ。昼夜問わず、近隣で働くビジネスマン
やMTR香港駅を利用する旅行者で賑わいをみせる。そんなIFCの
4階、ビクトリア・ハーバーが眺めることができる場所に、アジアン
フードに西洋のアレンジを効かせた料理が楽しめるレストラン
｢Glasshouse｣が新たにオープンした。
　同店は、1つのジャンルに限らず、各国料理のレストランを多彩
に展開するGaiaグループの新店。店内には高級な雰囲気が漂う
が、それとは裏腹に良心的な価格設定で気軽に利用できるレス
トランだ。モダンでありながら木の温もりが感じられ、農作業に使

われる手押し車や落ち葉をかき集めるくま手、テラコッタ色の土器などが並べられ、緑
溢れる田舎のハウスガーデンが再現されている。
　まずは、同店自慢のカクテルで乾杯。ウォッカにサワーミックス、パッションフルーツ
のピュレ、オレンジ、オレンジビター、卵の白身をミックスした「The Floating Heart」は甘
酸っぱさが癖になるカクテル。ハートの形にデザインされたビターが女心をくすぐる。
お酒が苦手な人には、血液の循環を向上してくれる効果があるという「Butterfly 
Rainbow Ice Tea」を。その中でも、レモングラス、ライムジュース、パイナップルジュース
にButterfly Teaを加えた｢Blue Sun Set」がおすすめ。虹のように色が変わる様を楽しん
でみて。
　同店の料理の特長は、何といってもそのユニークさ。東南アジアの料理に西洋の要素
を加えた、ほかではあまり味わえない料理が並ぶ。まずはタイの代表的な麺料理｢パッ
タイ｣。イカ墨の麺、バーベキューポーク、豆腐、ピーマンやモヤシなどたっぷりの野菜に
トローリ温泉卵を加えれば味わいまろやかに。お肉は香ばしい炭の香りが食欲をそそる
「ラムチョップ」。マスタードの代わりに、パクチーと生姜をペースト状に混ぜたソースで
いただく。蒸し魚料理に使われるこのソースが、ラム特有の臭みを上手く消してくれてい
る。添えられたマッシュポテトにはわさびが効いているのも面白い。
　香港でもお馴染みの「シンガポールヌードル」は、ロブスターの身とセラーノハム、
フォアグラが入ってとっても贅沢。自家製カレーで味付けされたこの一品は、脂っこくな
く意外とさらっと食べれる。最後には別腹でも必ず食べたいデザート。バナナたっぷりク
リームブリュレにエスプレッソを掛けて食べる同店のクリームブリュレは、デザート好き
はもちろん、そうでなくても虜になること間違いなし。さあ、あなたも新感覚のアジア料
理にトライしてみては。

GlasshouseGlasshouse

Glasshouse
住所：Shop 4009, Level 4, IFC mall, Central
電話：(852)2383-4008
営業時間：11:00～23:00
ウェブ：www.gaiagroup.com.hk/glasshouse

パッションフルーツのカクテル
「The Floating Heart」

ノンアルコールのティーカクテル
｢Blue Sun Set」

イカ墨のパッタイ
（Pad Thai black ink noodles）

ラムチョップ（Grilled lamb chops）

シンガポールヌードル
（Singapore style noodles with red lobster）

バナナクリームブリュレ
（Moscovado sugar banana crème brûlée）
バナナクリームブリュレ
（Moscovado sugar banana crème brûlée）

絶品の海景を眺めながら
アジア×西洋の新変幻の味
絶品の海景を眺めながら
アジア×西洋の新変幻の味
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