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SOHOにくり出そう！

仕事を早く片付けて
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◆進化し続けるSOHOの最新情報を網羅
◆あの人がオススメする「このお店」
◆次の注目エリアはココ！ 高街ってどこ？ 

SOHO
特 集
6ページより！

ビジネスページ 好評大型連載

今週の注目ページ

香港・華南で輝く
日本の先端技術

胸

を張
ろう！

力力 14
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香港の水インフラを支える

トリシマポンプ
酉島製作所



香港

　じりじりと太陽が照りつける夏が到来。夏休みを利用して引越しを、と
いう方も多いが、家具の解体、荷物の移動など、引越しで最も体力を使う
のが荷造。殊に暑い夏の引越しは他の季節に比べて体力の消耗が激し
い。そこで、楽して引越ししたいあなたへ、日本では「飛脚宅配便」「飛脚
航空便」などでお馴染みの佐川急便の「飛脚ひっこし便」を紹介しよう。
迅速、確実、丁寧がモットーの飛脚シリーズなら、香港内・海外を問わず、
日本語で快適な引越しをサポートしてくれる。
　「飛脚ひっこし便」は多様なニーズに対応するプランも充実している。
「1人暮らしの方向けのプラン」や「家族向けプラン」では、「スタンダード
プラン」のほかに、引越し前の荷づくりから引越し後の荷解きまでをセッ
トにした「まるごとおまかせプラン」もある。また、「オフィスの引越し」で
は、什器の解体・組み立て、不要什器の廃棄処分等、煩雑な作業も引き
受けてくれる。ニーズや予算に応じてプランを選べる「飛脚ひっこし便」
なら、納得のコストパフォーマンスで引越しができる。

　これからの引越しを考えている方は、プロフェッショナルならではのき
め細かいサービスを提供する佐川急便に相談、見積もりを取ろう。「飛脚
ひっこし便」の見積もりは無料。エキスパートが日本語で対応してくれる
ので、まずは気軽に問い合わせてみよう。

プラン充実、任せて安心、納得価格の「飛脚ひっこし便」
香港内も海外へも、お引越しは佐川急便にお任せ

佐川急便（香港）有限公司
SAGAWA EXPRESS (H.K.) CO., LTD
電話：(852)2439-2118
メール：info@sagawa.com.hk
担当：尾崎さん（携帯電話(852)6627-2839）
       宇田川さん（携帯電話(852)6627-2849）

歌で人生を変える！
天才少年が起こす感動ストーリー
　奇跡の歌声を持つ天才少年の成長を描いた話題の作品「BOYCHOIR」
が香港で6月25日から公開される。
　シングルマザーの母親と暮らす12歳の少年ステットは天使の声と称
される歌声の持ち主。普段はトラブルを起こしてばかりの問題児だが、
母親の事故死をきっかけに今まで縁のなかったエリート少年合唱団を
持つ音楽学校に入ることに。ところが音楽を全く学んだことがないス
テットは周りの生徒とも馴染むことができず、妥協を一切許さない厳格
な校長とも衝突する日々が続いていた。それでも練習に励むうちにス
テットの歌声はますます進化をしていく。彼の才能溢れる歌声を聞き、
厳しかった校長や対立していたライバルたち、ステットを避けていた実
父との関係にも少しずつ変化が―。
　監督は映画「レッドバイオリン」の監督やシルク・ドゥ・ソレイユの演出
も担当したフランソワ・ジラール監督。2度のアカデミー賞受賞経験を持

つダスティン・ホフマンが校長を演ずるほか、キャシー・ベイツ、エディ・
イザードなど豪華キャストが登場する。今回映画初主演になるステット
を演じる新人ギャレット・ウェアリングにも注目が集まっている。困難を
乗り越えながら成長していくステットの姿に胸が熱くなる作品だ。

Boychoir
公開日：6月25日
監督：フランソワ・ジラール
出演：ダスティン・ホフマン、キャシーベイツ、エディー・イザード、
       デブラ・ウィンガー、ケヴィン・マクヘイル、ギャレット・ウェアリング

香港トピックス
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NikeLab x sacai
Summer Collection

発売中

動いてこそ美しいウェアが登場
　スポーツウェアブランドのトップを走る「NIKE」と、若い世代からの支
持が高いファッションブランド「sacai」がタッグを組み、動いてこそ美し
さが映えるデザインのスポーツウェアが誕生した。メッシュ、サテン、フ

リースやナイロンなどが独創的なスタイルに
仕上がっており、鮮やかな生地の色合いが見
え隠れするのが特徴。

毎日の紫外線はこれ1本でカット!
　高保湿のコスメが幅広い世代の支持を得ているニュートロジーナよ

り、夏の強烈な紫外線をカットする日焼け止めが登場! 水のようにスーッ

と伸び、直後に透明に変わるテクス

チャーはサラサラとした使い心地で

化粧下地に最適。オイルフリー、かつ

ウォータープルーフで、汗ばむ夏に

ぴったりの1品。

Neutrogena Ultra Sheer®
Liquid Daily Sunscreen Broad Spectrum SPF 70

台湾ニューシネマのルーツを探る。
　昨年のベネチア国際映画祭で世界中から注目を浴びた台湾ドキュ

メンタリー映画が特別に上映される。80年代前半、民主化運動が活発に

なった台湾では芸術的にも大き

な転換期を迎え、映画界では「台

湾ニューシネマ」という新ジャン

ルが誕生。本作品では、誕生から

その後、世界の映画界にどのよ

うな影響を残したのかを描く。映

画好きには見逃せない作品だ。

Flowers of Taipei: Taiwan New Cinema
ドキュメンタリー映画

6月18日公開

NikeLab
G/F., 7 Pak Sha Rd., CWB
12:00～22:00
(852) 2577-0703
http://news.nike.com/news/nikelab-x-sacai 

各Mannings, Watsons, Sasa店にて
HKD159.90 / 40ml

監督：チンリン・シェイ
出演：ホウ・シャオシェン、アピチャートポン・ウィーラセタクン、
　　　アピチャートポン・ウィーラセタクン、オリヴィエ・アサヤス、
　　　是枝裕和、アイ･ウェイウェイ

景色も香りも楽しめる絶品浜焼き
　ビクトリアハーバーに臨む蟹家鉄板焼から世界各地の新鮮素材を集

めた浜焼きがスタート。懐かしい磯の香りと共に素材のうまみを活かし

た海鮮を贅沢に堪能できる。

オススメは蟹の身と味噌を甲

羅で焼き上げた一品。他にも

アワビや牡蠣、海老といった

新鮮なメニューも味わえる。

いい眺めをバックにお酒が

すすむことも間違いなし！

蟹家 鉄板焼
浜焼き スタート

Shop P901, 9/F., World Trade Ctr., 280 Gloucester Rd., CWB
(852)2808-2481

今週の香港ピックアップ

G/F., Champagne Court, 40-46 Carnarvon Rd., TST
日～木 8:00～24:00(lo 23:30)     金、土 9:00～25:00(lo 24:30)
(852)2368-8842
ウェブ：http://napolis.glossmgt.com         フェイスブック：Napoli's Hongkong
ピッツァ：HKD35～、セットメニュー（ピッツァ・フライ・ドリンク）：HKD50～ 

1枚90秒で完成！釜焼きピッツァのファーストフード
　4月に香港1号店をオープンした日本発の釜焼きピッツァ店「Napoli's PIZZA & CAFFÉ」
が早くも話題を集めている。ピッツァの生地のノシ作業からトッピング、焼き上がりまで
を、1枚約90秒で仕上げてしまうという、作業の効率化を図ることで低価格化を実現。例
えば、25cmサイズの窯焼きマルゲリータをHKD35で提供する。
　この店をフランチャイズで展開するGloss management Co., ltd.の代表取締役石川
佳照氏は、「Napoli'sのビジネススキームの魅力は美味しい、早い、安い、が揃っているこ
と。ピッツァは高いイメージだったがそれが覆す革命というコンセプトに惚れた。オー
プンにあたっては、飲食出店コンサルタント会社  Merit link ltd.に色々とサポートいただ
き出店する事が出来た」と語る。ピッツァの種類も豊富で、サイドメニューやアルコール
類、デザートも取り揃える。仲間や家族とさっそく出かけてみては？

Napoli's PIZZA & CAFFÉ
ピッツァ革命の波が香港上陸
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【01】Sohofama（ヘルシーオーガニックチャイニーズ）
▶電話：(852)2858-8238
▶ウェブ：http://sohofama.com/
▶香港でお馴染みの雑貨屋「G.O.D.」と健康食品を扱
う「LOCOFAMA」のコラボレストラン。モダンな店内
では、体に優しい中華料理が味わえる。

【02】Aberdeen Street Social（ヨーロピアン）
▶電話：(852)2866-0300
▶ウェブ：www.aberdeenstreetsocial.hk
▶ミシュラン星付きシェフによる店。店内は2層に分
かれ、下階はバーやカフェが気軽に楽しめ、上階は本
格的なレストランでモダンな英国料理を提供。

【03】Edition（モダンコリアン）
▶電話：(852)2336-6695  
▶ウェブ：http://edition37peel.wix.com/edition
▶コリアンとアメリカンがミックスした料理を提供。カ
クテル類も充実し、ハッピーアワーとウィングスマン
デーは見逃せない。

【04】Jaspas（オーストラリアン）
▶電話：(852)2869-0733
▶ウェブ：www.casteloconcepts.com
▶80席ある広い店内では、朝食からランチ、ディ
ナー、バータイムまでいつ訪れても満足できる幅広い
メニューが魅力。

【05】Chom Chom（モダンベトナム料理）
▶電話：(852)2810-0850 
▶ウェブ：www.chomchom.hk
▶ベトナムのビールとともにハノイの伝統的な屋台
の味がお洒落に味わえる。そのほかカクテル、ワイン
などのバーメニューも充実。

【06】Nom（カジュアルイタリアン）
▶電話：(852)2540-7988
▶ウェブ：www.nom.com.hk
▶新鮮で高品質な食材を使用した伝統的なイタリア
料理がカジュアルに楽しめる。2014年にオープンした
香港レストランの中で人気TOP10に選ばれるほど。

【07】Ho Lee Fook（創作チャイニーズ）
▶電話：(852)2810-0860
▶ウェブ：http://holeefookhk.tumblr.com/
▶1960年代のニューヨークにあるチャイナタウンの
夜をイメージしたファンキーな中華料理が味わえる
店。台湾出身のシェフが味覚も心も楽しませてくれる。

【08】Oolaa（オーストラリアン）
▶電話：(852)2803-2083
▶ウェブ：www.casteloconcepts.com/our-venues/oolaa
▶バーラウンジ、ワインコーナーを揃えた広い店内
は、落ち着いた雰囲気が漂う。ボリューム満点のサラ
ダや魚介類のメイン料理が人気。

【09】一宝 日本食（天ぷら）
▶電話：(852)2468-0641
▶ウェブ：www.ippoh.com/hongkong.html
▶築地から空輸された厳選食材を使用。小ぢんまり
とした店内では調理人との距離も近く日本のおもて
なし料理が味わえる。

【10】Sift Dessert Bar（デザート）
▶電話：(852)2530-4288
▶ウェブ：www.siftdesserts.com
▶2006年にオープンして以来、デザート好きの間で
人気沸騰の店。ケーキ類のほかデザートワインや
シャンパンも味わえる。

【11】Iberico & Co.（スペイン料理）
▶電話：(852)2752-8811
▶ウェブ：www.enoteca.hk/iberico/iberico.html
▶スペインとポルトガル料理を提供。中でも店名にも
なっているイベリコ豚を用いたメニューが人気。天井
の高い店内は広々として開放感があふれる。

【12】Peak Café Bar（ヨーロピアン）
▶電話：(852)2140-6877
▶ウェブ：www.cafedecogroup.com
▶中国と東南アジアの伝統的な料理を中心に、サラ
ダやピザ、サンドウィッチなども気軽に味わえる。バー
カウンターもありアルコールの種類も豊富。
　　
【13】Aldente（イタリアン）
▶電話：(852)2869-4563
▶ウェブ：www.aldentegroup.co
▶イタリア・地中海料理をもとに伝統的な「母の味」
が楽しめる。定番のパスタのほか、ステーキ、グリル
シーフードの盛り合わせが人気。

【14】Nood food Soho（ヘルシーオーガニックフード）
▶電話：(852)8199-8189
▶ウェブ：www.allnood.com
▶体にいいオーガニック食材を用いたジュースやス
ムージーなどのドリンクや、ナッツ、チョコレート、
サンドウィッチなどの軽食を販売。

【15】SAAM Food & Drinks（新感覚ヨーロピアン）
▶電話：(852)2645-9828 
▶ウェブ：www.saamhk.com
▶アフリカの言語で「一緒」を意味する店名。食材の
質と新鮮さにこだわり新感覚の料理が味わえる。ヘル
シーなランチメニューは必見。

【16】The Butchers Club（肉屋のハンバーガー）
▶電話：(852)2347-0777
▶ウェブ：http://thebutchers.club/burger-hk/
▶広大なオーストラリアの牧場で育った牛の肉を使用
したボリューム満点のハンバーガーが有名。シンプル
なメニューで肉好きにはたまらない店。

【17】Taku（日本食）
▶電話：(852)2545-9966    
▶ウェブ：www.taku.com.hk
▶外見から「和」を感じさせる店内には畳部屋を設置
し、くつろげる空間を提供。繊細でモダンな日本料理が
味わえる。

【18】La Panpa（アルゼンチンステーキハウス）
▶電話：(852)2868-6959
▶ウェブ：www.lapampa.com.hk
▶香港で初めてのアルゼンチンステーキハウスとして
1999年に開店。ベストレストランなどの数々の賞を受賞
する名店。

【19】La Vache（フレンチステーキハウス）
▶電話：(852)2880-0248
▶ウェブ：http://lavache.com.hk/
▶良質でボリュームたっぷりのステーキをお手頃価
格で提供。パリの街が描かれた店内はカジュアルな
がらも落ち着いた雰囲気が漂う。
　　
【20】DK Cupa CAFÉ（ヘルシーカフェ）
▶電話：(852)2771-2847
▶ウェブ：www.aroma.com.hk
▶オーガニック食材を使用し、低脂肪・低糖のヘル
シーなメニューを提供。アロマの心地よい香りが漂う
店内では、落ち着いた時間が過ごせる。
　　

SOHOにくり出そう！

仕事を早く片付けて

　世界各国のレストランやバーなどが集うおしゃれなグルメスポットとして知られ
るエリア「SOHO（ソーホー）」。セントラルからヒルサイドエスカレーターに乗って、
看板を目印に、スタントン通りやエルギン通りで下りると、その界隈がSOHOだ。
　昼間はブティックや画廊、雑貨店めぐりを楽しんだあと、優雅にランチを楽しむ
人もいる。夜になると風景は一変。お酒を片手に、おしゃべりする西欧人が路上に
もあふれる。西欧人が集い、異国の雰囲気が漂う。
　そんな賑やかなエリアも、かつてはローカルの人々が暮らす静かな場所だった。
印刷工場や陶器店などが並び、昔ながらの香港の風景が広がっていた。しかし、
1993年に、セントラルと高級住宅街ミッドレベルを結ぶヒルサイドエスカレーター
が造られてから、街は少しずつ変貌を遂げていく。まず外国人がこのエリアに移っ
て住み始めるようになった。このエリアの賃料は他の外国人が住む地域より安く、
エスカレーターを使えば、セントラルから歩いて数分で行くことができた。1階に店
を設けて、上層階に住む人もいた。
　そんな中、グレーを基調とした地味な通りに、フランス料理店「ル・フォション」が
突然オープンし異彩を放つ。1990年代半ばのことである。壁はアニマル柄の黄色
で人目をひいた。この店はミッドレベルの住民の人気を集め大ヒット。続いてオー
プンしたネパール料理の店も大繁盛した。この後は、競うように、新しいレストラン
やバーが続 と々オープン。現在のSOHOが形づくられていった。
　「SOHO」という名前は、エルギン通りのレストランオーナー、トーマス・ゴッツ氏
が「ハリウッド通りの南側（South of Hollywood Road）」の頭文字をとて名づけた
という。このエリアを人々の集う場所に開発しようと考えたゴッツ氏は、SOHOで最

初のビジネスグループを発足するなどその発展に貢献した。1998年には、こ
のエリアのレストランが加盟するSOHOアソシエーションが設立されてい
る。
　SOHOと呼ばれるエリアは、西に向かって拡大を続けており、アバ
ディーン通りまで広がっている。ベトナムやスペイン、メキシカンなど本格

的な各国料理が味わえる店もあれば、新
感覚ヨーロピアンや創作チャイニーズ、ヘ
ルシーオーガニックフードなど個性的な
店もいっぱいある。
　SOHOで食事やお酒を楽しんでみたい
けれど、素敵なお店が多くて迷ってしまう
という人もいるのでは？そこで今回の特
集では、SOHOのレストラン・バーなど50
店舗を編集部が厳選してマップ付きでご
紹介。このマップを片手に、家族や仲間と
SOHOへ繰り出してみよう！
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【21】Stazione Novella（イタリアン）
▶電話：(852)2559-0559
▶ウェブ：www.stazionenovella.com
▶朝から深夜に至るまでシンプルなイタリア料理が
カジュアルに味わえる。イタリア産ワインも充実な品
揃え。

【22】Little Burro（SFスタイルメキシカン）
▶電話：(852)2336-0505
▶ウェブ：www.little-burro.com
▶サンフランシスコ生まれのメキシコ料理が味わえ
る。名物のブリトーのほか、タコス、ライスボウルなど
のメニューは、オーガニックの牧場から食材を輸入。

【23】Cali-Mex（テキサスメキシカン）
▶電話：(852)2325-0233
▶ウェブ：https://cali-mex.com/
▶ボリューム満点のブリトー、タコス、サラダ、ナチョ
スが楽しめる。アメリカンスタイルのメキシコ料理を
提供し、配達も行う。

【24】Wagyu Lounge（オーストラリアン）
▶電話：(852)2522-1438
▶ウェブ：www.casteloconcepts.com
▶優しい照明と木の温もりが感じられる店内には、
バーカウンターがありカクテルの種類が豊富。食事メ
ニューも充実し、ランチもおススメ。

【25】Gourmet Burger Union（ハンバーガー）
▶電話：(852)2581-0521
▶ウェブ：www.gbu.hk
▶クラシックなアメリカンバーガーが味わえる店。
ウェブにて配達受付も行う。ニュージーランドの良質
な牛肉、オーストラリアの鶏肉を使用。

【26】Flying Pan
　　 （24時間営業オールデーブレックファスト）
▶電話：(852)2140-6333
▶ウェブ：www.the-flying-pan.com
▶オムレツ、パンケーキ、ワッフルなどを提供する朝
食やブランチに最適な店。キッズメニューもあり、休
日の朝は家族で訪れる人も多い。

【27】Fatty Club（東南アジア料理）
▶電話：(852)2521-2033
▶ウェブ：www.fattycrab.com.hk
▶牡蠣やサーモン、チリクラブなどの魚介が味わえ
る。同店オリジナルのFatty Hourでは、ビールやワ
インのほか、軽食もお手頃価格で提供。

【28】Chilli Fagara（四川料理）
▶電話：(852)2893-3330
▶ウェブ：www.chillifagara.com
▶火をテーマにした店内は赤い壁と落ち着いた木の
色が特徴。新鮮な魚、野菜、肉を使用した四川料理
は、刺激的な辛さがたまらない。

【29】Naked Gurume Gyarari
　　 （モダンジャパニーズ）
▶電話：(852)2363-7299
▶ウェブ：www.naked.com.hk
▶ギャラリーという店名だけに、料理の1つ1つが繊
細な芸術作品のよう。グローバルな経験を持つシェ
フがモダンな料理を提供する。

【30】brunch club（ブレックファスト+ブランチ）
▶電話：(852)2526-8861
▶ウェブ：www.brunch-club.org
▶エッグベネディクトやオムレツ、サンドウィッチなど
ブランチメニューがお手頃価格で楽しめる。夜はアラ
カルトのほか、コース料理も提供。

【31】Bistronomique Staunton（フレンチ）
▶電話：(852)2385-9883
▶ウェブ：www.facebook.com/bistronomiqueStaunton
▶モダンで明るい店内では、カジュアルなフランス料
理が味わえる。ボリューム満点のメイン料理のほかデ
ザートのタルトも見逃せない。

【32】Tate Dining Room & Bar
　　  （ジャパニーズ＆フレンチ）
▶電話：(852)2555-2172
▶ウェブ：www.tate.com.hk
▶白を基調としたくつろぎの空間を提供する同店で
は、モダンなジャパニーズフレンチが味わえる。季節
ごとのカクテルやコース料理が魅力。

【33】Bouchon Bistro Francais（フレンチ）
▶電話：(852)2525-9300
▶ウェブ：www.diningconcepts.com 
▶フランス産ワインとフランス料理がお手頃価格で
味わえる。前菜にエスカルゴも選べるサンデーブラン
チは見逃せない。

【34】Torimen（日本食）
▶電話：(852)2546-8008
▶ウェブ：www.et-troop.com.hk 
▶ランチには海老の出汁が効いた旨みたっぷりの
ラーメン、夜は焼き鳥などの串焼きを中心に日本食
を提供する。日本酒やウィスキーの種類が豊富。

【35】Little Bao（バオレストラン）
▶電話：(852)2194-0202
▶ウェブ：www.little-bao.com
▶牛肉や鶏肉を挟んだものやアイス入りのデザート
感覚のものまで、中華ならではの包（バオ）を使った
料理が気軽に味わえる人気店。

【36】Life Café Restaurant and Bar
　　  （オーガニックベジタリアン）
▶電話：(852)2810-9777
▶ウェブ：www.lifecafe.com.hk
▶2004年にオープンした体に優しい料理を提供する
オーガニックベジタリアンレストラン。野菜や植物の
種を使ったヘルシーなデザートが人気。

【37】Vasco Spanish Dine Dining
　　 （高級スペイン料理）
▶電話：(852)2156-0888 
▶ウェブ：www.vasco.com.hk
▶バルセロナにあるミシュラン2つ星獲得店からきた
シェフが送る本格的なスペイン料理が味わえる店。芸
術のような料理とスペイン産ワインで贅沢な時間を。

【38】Bep Vietnamese Kitchen（ベトナム料理）
▶電話：(852)2522-7533
▶ウェブ：www.bep.hk
▶ベトナムの街中にあるカフェのような感覚で気軽
にベトナム料理が楽しめる。生春巻きやフォーの種類
も豊富。

【39】Posto Pubblico（アメリカンイタリアン）
▶電話：(852)2577-7160
▶ウェブ：www.postopubblico.com
▶ニューヨークのシェフによるイタリア料理店。ボ
リュームのある前菜とパスタが人気で店内は常に賑
わう。

【40】Linguini Fini（アメリカンイタリアン）
▶電話：(852)2387-6338
▶ウェブ：www.linguinifini.com 
▶アメリカンスタイルのイタリア料理店。新鮮で質の
良い食材を仕入れ、リングイネを使用したパスタが
人気。

【41】Le Souk（中東料理）
▶電話：(852)2522-2128
▶ウェブ：www.aldentegroup.co 
▶伝統的なモロッコ、エジプト、レバノン料理などの
本格アラビアン料理が味わえる店。異国情緒溢れる
店内では、水タバコも楽しめる。

【42】Sahara Mezz Bar（中東料理）
▶電話：(852)2291-6060
ウェブ：www.facebook.com/saharamezz
▶アラビアンナイトを楽しむならここ！本格的な中東
料理が味わえる同店は、外観から店内の内装まで中
東の雰囲気を体感できる。

【43】MOYO（モダンコリアン）
▶電話：(852)2858-2777
▶ウェブ：www.facebook.com/moyohongkong
▶シンプルでお洒落な店内は、清潔感も感じられ落
ち着いた時間が流れる。定番のビビンバやキムチを
用いた料理など、モダンな韓国料理が満載。

【44】Alchemy（フレンチ）
▶電話：(852)6821-2801
▶ウェブ：www.alchemy-concept.com/lounge/home
▶モダンなフランス料理が味わえるレストラン・バー
と併設する暗闇レストラン「in the Dark」が話題沸騰中！

【45】Quinary（カクテルバー）
▶電話：(852)2851-3223
▶ウェブ：www.quinary.hk
▶五感がフルに楽しめるカクテ
ルが揃い、カクテルの新世界へと
客をいざなう。昨年世界のベスト
バー50に選ばれた実力を持つ。

【46】Bistro Elgin 伊利居
　　 （四川料理・北京料理）
▶電話：(852)2522-8970
▶ウェブ：http://bestpointdevelopment.wix.com/bistro-elgin
▶レトロな上海をイメージした店内では、辛旨の四
川料理から北京ダックまで中華料理が味わえる。日本
人オーナーが経営し、接客も抜群。

【47】SEPA（ベネチア料理）
▶電話：(852)2521-9800
▶ウェブ：www.facebook.com/SEPABacaroVeneziano
▶「バカロ」というベネチアならではの居酒屋風レス
トラン。ベネチアの伝統的な料理にこだわり、魚介を
使ったメニューが勢揃い。

【48】The Saint
　　（イギリス料理・ガストロパブ）
▶電話：(852)2522-2646
▶ウェブ：www.thesaint.com.hk
▶ロンドンにあるガストロパブをベースに、モダンな
イギリス料理が味わえる。スポーツをテレビ観戦でき
るイベントも目白押し。

【49】Libertine（フレンチビストロ）
▶電話：(852)2858-2022
▶ウェブ：http://libertine.com.hk/
▶名物のタルタルステーキ、ムール貝の白ワイン煮
のほか、ワインやカクテルも気軽に楽しめる。

【50】Aberdeen Street
　　 （地中海料理＆バー）
▶電話：(852)2546-5833
▶ウェブ：www.aberdeenstreet.com.hk
▶子供も楽しめるようにチョークのお絵かき壁も備
えたテラス席が人気。ムール貝や牡蠣を用いた地中
海料理を提供。

【51】CRAFT BREW & CO.（クラフトビールバー）
▶電話：(852)2885-0821
▶ウェブ：http://craftbrew.com.hk/
▶世界中のクラフトビールが楽しめる。予約制で行う
グループテイスティングも必見。低脂肪肉を使用した
料理も味わえる。
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　エジプトで日本人旅行者のガイドを
やっていたという陽気なオーナーが腕
を振るうアラビアンレストラン。そこが
香港だということを忘れてしまいそう
になるほど優美なアラブランプで彩ら
れた店内は、異国情緒を体感したい
方にぴったりの空間だ。ホモス(ヒヨコ
豆のペースト)やクスクス、ラム料理など日本人の口にもなじみやすい料理が多く、モロッコ
のタジン鍋を使用した料理はオススメ。他ではなかなかお目にかかれないエジプトのビー

ルやレバノンのワインも試してみよう。種類豊
富なフレーバーの水タバコもお忘れなく。

Sahara Mezz Bar　　　　　　
住所：G/F., 11 Elgin St., SOHO Central
電話：(852)2291-6060
時間：18:00～2:00
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　一度味わうと癖になりまた訪れてた
いと思わせてくれるいわずと知れた人
気店。グラハムストリートから同じく
ソーホーのオールドベイリーストリー
トに移転し、店も広くなりモダンなイン
テリアに様変わりを遂げた。火をテー
マにしたという店内は赤い壁と落ち着いた木の色が特徴的でゆったりと食事が楽しめる。
　新鮮な魚、野菜、肉を使用した四川料理は、刺激的な辛さの中にも甘さを感じ、辛い物好
きにはたまらないメニューが勢揃い。なかでも水煮魚は人気がありはずせない1品だ。常に
予約客で混んでいるため1週間前には予約をしたうえで訪れよう。

Chilli Fagara
住所：Shop E, G/F., 51A Graham St., SOHO Central
電話：(852)2893-3330
時間：月～日 11:30～14:30、17:00～23:30
ウェブ：www.chillifagara.com

Page 07 map 28
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　空前のクラフトビールブームを迎えている
香港。その中でも「Tipping Point Brewing Co.」
は、店内でビールを醸造し提供するブリューパ
ブの先駆け的存在だ。ビールを移動させる必
要がないため新鮮なまま味が楽しめる点や、
季節によって素材を変えているためシーズン
毎に味の変化を堪能できる点などが魅力とし
て話題を呼んでおり、連日大勢のビールファンが店に足を運んでいる。スナックやチーズなどの

軽食から、ハンバーガーやグリル料理などのバーベ
キュー料理などビールが進むメニューが豊富で、賑わ
いながら楽しいビールを飲むのにうってつけ。

Tipping Point Brewing Co. 
住所：79 Wyndham St., Central
電話：(852)2868-2892
時間：月～土11:30～27:00、日13:00～25:00

店内で醸造のクラフトビールは鮮度抜群！店内で醸造のクラフトビールは鮮度抜群！
　職場が近いので仕事の帰りによく立ち寄り
ます。お店は2層になっていて、下の階ではた
くさんあるビールの中でもオーナー達がこだ
わって作っている3～6種類のオリジナルビー
ルが楽しむことができます。大きな貯蔵タンク
が空になると、新しいオリジナルビールにな
るそうで、毎回楽しみにしています。今ある中
でお勧めは「MC3」というビール。階段を上が
るとビールに合う美味しい料理が食べられま
す。ほどんとのメニューがシェアできるので、
女子会に使ってます。

Tipping Point Brewing Co. 
私の
オススメ
店は…

SO
HO

西田恵理さん
aQuaeria Nail&Lash
オーナー

西田恵理（にしだえり）さん：香港在住暦13年。ネイ
ル＆ラッシュサロンオーナー。最近ハマッていること
はお気に入りのSPAを探すこと。

女
子
会
で

    

ワ
イ
ワ
イ
し
た
い
時
に・・・。

aQuaeria Nail&Lash
電話：(852)2526-9313
メール：aquaeria@gmail.com
ウェブ：www.aquaeria.asia

ココ！

　食事後の二次会で
利用することが多いで
すね。店内は薄暗く、内
装がオシャレです。広々
としていてあまり騒がしく
ないので、ゆっくり友人と
会話を楽しみながら飲み
たいときには最適だと思い
ます。お酒の種類も豊富で、
ウイスキーが好きでよく飲み
ます。

　穴場的なバーで大切な人とお酒を楽しみたいという方
は、ぜひセントラルの「STOCKTON」へ足を運んでみよう。
ウィンダムストリートの2階に位置する同店は1890年代の
ロンドンのバーを再現しており、クラシックな調度品の数々
が贅沢な大人の空間を演出してくれる。カクテルは17～18
世紀の食材や時代背景を参考に創作されており、特に
「Ribston Apple」は1708年にイングランドのヨークシャー
で初めて作られたとされる、リンゴの甘みがシナモンの香

りとベストマッチする一杯。
バーテンダーとお好みの一杯
を探す一夜にしてみてはいか
がだろうか。

STOCKTON
住所：G/F., 32 Wyndham St., Central
電話：(852)2565-5268
時間：18:00～深夜

私の
オススメ
店は…

SO
HO

二宮義和さん
オンワード樫山香港
マネージングダイレクター

二宮義和（にのみや よしかず）
さん：香港在住歴4年3ヵ月。オン
ワード樫山香港マネージングダ
イレクター。趣味はサッカー。

ココ！

食
事
の
後
、

友
人
と
語
り
合
い
た
い
時
に・・・。

レトロな雰囲気の隠れ家的レストランバーレトロな雰囲気の隠れ家的レストランバー
STOCKTON

あっち、こっち、SOHOあっち、こっち、SOHO

四川料理 中東料理

予約必須の人気店。 癖になる辛さがたまらない！予約必須の人気店。 癖になる辛さがたまらない！ 試してみたい！エキゾチックにアラビアンナイト試してみたい！エキゾチックにアラビアンナイト
Sahara Mezz BarSahara Mezz Bar

ブリューパブ
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　イタリアでお袋の味と言われる「ミー
トボール」が自慢のカジュアルイタリ
アンレストラン。まるで家に帰ってきた
様な、心温まる食事と雰囲気が味わえ
る同店は、2014年にオープン。香港レス
トランの中で人気TOP10に選ばれるほどの人気店だ。シェフが母親から譲り受けた秘伝のレ
シピを使用したミートボールは全8種、そのほか新鮮で高品質なイタリア食材を使用した自家
製のこだわりピザやパスタなどのメニューが並ぶ。豊富な種類が揃うワインのお供には、人気
メニューの生ハムの盛り合わせも忘れずに注文しよう！

Nom
住所：G/F., 1-5 Elgin St., SOHO
電話：(852)2540-7988
時間：月～金 12:00～14:30、18:00～24:30
　　  土 18:00～24:30（ラストオーダー22:30）  
　　  日曜定休、祝日ランチ休
ウェブ：www.nom.com.hk
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　肩肘張らないカジュアルでフレンドリー
なサービス、豊富なメニュー、そして良心的
な価格設定と三拍子揃った人気のレスト
ラン。木の温もりが感じられる店内はゆっく
り食事を楽しむのにぴったりの空間。オー
ストラリア和牛を使用したハンバーガー
と、グリルしたマグロをトッピングした具だ
くさんのサラダは同店の人気メニュー。毎週火曜日と水曜日のディナータイムは、メイン1つ
オーダーでメインメニューの中から好きな一品を提供してくれるサービスも! 混み合うので
予約を忘れずに。ハッピーアワーのドリンクは驚きのHKD30から。

Wagyu Lounge
住所：LG/F., Hollywood Commercial House, 3-5 Old Bailey St., SOHO
電話：(852)2522-1438
時間：月～木  7:30～25:00、金  7:30～28:00、土  10:00～28:00、日 10:00～24:30
ウェブ：http://www.casteloconcepts.com/our-venues/wagyu-lounge
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　イギリスの街角に軒を連ねるカ
ジュアルなガストロパブの雰囲気を
楽しみたい方は、エルギンストリート
にある「The Saint」に足を運んでみよ
う。今年の4月にSOHOに仲間入りし
た同店はモダンなイギリス料理、
ビール、そしてカクテルが楽しめる大
人の社交場。代表的なメニューはビールとの相性抜群、タルタルソースでいただくシラスの
フライ。メインにはボリュームたっぷりのバターミルクスプリングチキンを。1人でもシェアし
て食べるのにもオススメ。店内でスポーツ観戦できるイベントもあり、同じチームを応援する

仲間に出会えるかも。

The Saint
住所：55 Elgin St., SOHO, Central
電話：(852)2522-2646
ウェブ：www.thesaint.com.hk
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　クラフトビールブームに沸く香港を牽
引し、連日多くの客で賑わう同店では、
世界中の高品質なクラフトビールが一
同に楽しめる。香港内外のビール職人
が丹精込めて醸造した香りも性質も異
なるビールを常時30種類以上取り揃え
るさまはこれぞ専門店！ビール好きには
たまらない店である。
　シンプルで開放的な店内では、ビールのほか、ミュンヘンソーセージや低脂肪の肉を使っ
たメニューなど人工的な香りや着色料は一切使わない質のよい料理を提供。さらに6人以上

の予約制で行うグループテイスティングは見逃せない。

CRAFT BREW & CO.
住所：17 Old Bailey St., Central
電話：(852)2885-0821
時間：月～日12：00～翌25：00
ウェブ：http://craftbrew.com.hk

クラフトビールのテイスティングが体験できる店クラフトビールのテイスティングが体験できる店

　リーズナブルなプライスと、異国情緒
溢れる料理で、多くの人を魅了している
多国籍レストラン「Mama San」。メ
ニューには中国、インドネシア、インド、
マレーシア、シンガポール、タイ、カンボ
ジア、ベトナム料理の要素をふんだんに
盛り込んだ創作料理が並ぶ。特に魚を
ベースにしたグリーンカレーはタイバジルなどのエスニック食材が盛り込まれ、夏にぴったりの

爽やかな口当たりを体感できるだろう。静かで知的な雰囲
気が溢れる店内は、大人同士が会話に華を咲かすのにもっ
てこいの空間だ。

Mama San
住所：1/F., 46 Wyndham St., Central
電話：(852)2881-8901
時間：12:00～15:00、18:00～23:00

レトロな内装で東南アジアフュージョン料理を！レトロな内装で東南アジアフュージョン料理を！
　「Mama San」は香港人の同僚に教えてもら
い、もともとはチームランチで来たのですが、
名前を初めて聞いた時は私を含め、チーム全
員が日本食だと思っていました。レトロな内装
に、ゆったりとした席の配置で、お店に入ると
ごみごみした喧噪がうそのようです。東南アジ
アのフュージョン料理はどれも美味しく、特に
辛いもの好きの方にはピッタリかも。ランチ
セットのグリーンカレーはおススメです。

Mama San
私の
オススメ
店は…

SO
HO

浅田緑さん

TMF Group日本企業事業部（APAC）
アソシエイト・ディレクター、
英国勅許税理士

浅田緑（あさだ みどり）さん：英国勅許税理士。四大会
計事務所のロンドン、香港オフィスの税務部門での10
年以上に渡る日系企業への税務アドバイザリーサー
ビスの提供を経て、APACでの日系サービスグループ
の立ち上げの為、2年前にTMF Groupへ移籍。香港在
住暦5年、英国人の夫との間に3歳の息子が一人。趣
味はジョギング。

喧
騒
か
ら
逃
れ
て
ゆ
っ
た
り
と

ラ
ン
チ
し
た
い
時
に…
。

TMF Hong Kong Ltd.
電話：(852)3188-8216
メール：midori.asada@tmf-group.com
ウェブ：www.tmf-group.com

ココ！

どんなお店！？どんなお店！？
オーストラリアン 中東料理

イギリス料理
ガストロパブ

あの人のオススメも
聞いてみた！

あの人のオススメも
聞いてみた！

和牛ハンバーガーとマグロのサラダは見逃せない！和牛ハンバーガーとマグロのサラダは見逃せない！
Wagyu Lounge　　　Wagyu Lounge　　　

「ミートボール」は心温まるお袋の味「ミートボール」は心温まるお袋の味

CRAFT BREW & CO.CRAFT BREW & CO.
イギリス情緒溢れるガストロパブ！イギリス情緒溢れるガストロパブ！

アジア多国籍料理
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SOHOSOHO

High Street

　セントラルのポッ
ティンガーホテルの3階
に店を構えるカクテル
バー＆レストラン。カクテルバー｢Quinary｣、｢Origin｣に続
く、香港でも世界でも活躍する有名ミクソロジスト・アント
ニオさんのお店だ。彼の作るユニークなカクテルを目当て
に多くの人が足を運ぶ。同店を訪れた際には、名物カクテ
ル｢True Blood（本物の血）｣を吸血鬼気分で味わおう！見
た目は衝撃的だが、実は、クランベリー、ジンセンリカー、
オレンジ、レモンなどをミックスしたヘルシーなカクテル
だ。そのほか、上品な大人の味が楽しめるカクテル｢ネグ
ロニ｣も見逃せない。女性に人気がある週末のアフタ

ヌーンティーもオススメ。

ENVOY
住所：2/F., The Pottinger Hong Kong, 
　　  74 Queen’s Rd. Central
電話：(852)2169-3311
ウェブ：www.theenvoy.hk

レストラン＆バー
ENVOYENVOY
吸血鬼気分が味わえる
カクテルはいかが？
吸血鬼気分が味わえる
カクテルはいかが？

　セントラルの中心に
位置するウィンダムス
トリートのすぐ側にあり
ながら喧騒から少し離
れた穴場のレバノン料理レストラン。隣には水タバコが楽
しめるバーが併設され、本格的な異国情緒が体験できる。
同レストランは、在港レバノン人も太鼓判を押すという人
気店。地中海料理と中東料理がミックスしたレバノン料理
は、素材の味を生かしたシンプルな味付けの料理から
ハーブが効いたエキゾチックなアロマが香る料理までが
揃う。クリーミーでリッチ、爽やかなレモンを利かせたホモ
スは自家製のピタパンと一緒に。臭みの少ないラム肉の
グリルは必食。食後は水タバコを楽しもう。

SUMAC
住所：8 Glenealy, Central 
電話：(852)2147-9191
時間：月～土　ランチ12：00～15：00
　　  ディナー18：00～23：00
ウェブ：www.sumac.com.hk

レバノン料理
SUMACSUMAC
レバノン料理が味わえる
穴場レストラン
レバノン料理が味わえる
穴場レストラン

第二のSOHOはここだ！
大きく変貌を遂げた注目の街大きく変貌を遂げた注目の街
西營盤西營盤

 ここ数年、発展が著しく第二のSOHOとの呼び声も高いサイイン
プン(西營盤)エリア。セカンドストリート(第二街)、サードストリート
(第三街)、そしてハイストリート(高街)からなるエリアにはこれまで
は、バス、ミニバス、タクシーのアクセスのみだったかMTRの開通で
アクセスがより便利になってさらに注目を浴びている。
　かつては香港でも最も古いエリアの一つでもあったサイイン
プン。ほんの数年ほど前までは、自動車の修理工場があちこちに立
ち並び、エリア中央の街市(市場)は買い物客で賑わい、香港のロー
カルな町並みを垣間見れる場所でもあった。そんなサイインプンエ
リアのメインストリートでもある正街（ジェンガイ）のエスカレー
ターとハイストリートが交差する角に、フレンチビストロの｢メトロ
ポリタン｣が2年前にオープンしたのを皮切りに次々にレストランや
店がオープン。今では各国料理のレストランや
バーをはじめワインショップなどが軒を連ねる
今注目のストリートに発展をとげた。
　その魅力は、どの店もカジュアルで気軽に足
を運べる店ばかりだからだという。セントラル
の中心地から徒歩10分～15分で行けるのも
魅力の一つ。住宅地でもあるのでほとんどの
店はセントラルなどと比べると比較的早めに
閉店。しかし、ゆっくりとした夜を過ごして早め
に切り上げるのもよし、その後、セントラルや
他の場所に移動するのもよし。

　そんなハイストリートを少し紹介しよう。まずはハイストリートに
最初に店をオープンした｢メトロポリタン｣。在港フランス人もオス
スメするモダンでカジュアルなフランス料理が楽しめ、スタッフもフ
レンドリーで笑顔が溢れる。また、イタリア人シェフの旦那さんと香
港人の奥さんの夫婦が営むイタリアンレストランの｢Trattoria Caffe 
Monteverdi｣は、20席のこじんまりした店。心温まるイタリアの家庭
料理が楽しめる。創業1964年という香港スタイルの洋食レストラン
｢St.Puman Restaurant(新寶馬餐廳)｣は、昔ながらのレトロな雰囲
気が健在の老舗店だ。
　サイインプンの魅力が人々に定着する日が来るのはそう遅くはな
いだろう。ぜひSOHOから少し足を延ばして、散策してみよう！

 クラシックでエレガントな大人な空間が広がるモダンフ
レンチレストラン。2つのコンセプトで展開する同店のグ
ランドフロアでは、良質なフランス産ワインを始めとする
種類豊富なワイン、カクテルと共にモダンなフランス料理
が味わえる。地下では香港初の｢ダイン-イン-ダーク｣を展
開し、暗闇の中で五感を働かせて食事を楽しむといった
ユニークな食体験が楽しめる。何も見えないからこそ口
で味わうもの、手で触った感覚もいつもより敏感に。何を
食べているのかを想像しながら食事をするのも楽しみの1

つだ。そして、食事後に
コースのメニューを写真
で紹介する。いつもとは
違ったディナータイムを体
験してみてはいかが？

フレンチ
AlchemyAlchemy
五感を働かせて味わう
新感覚レストラン
五感を働かせて味わう
新感覚レストラン

Alchemy
住所： G&LG/F., 16 Arbuthnot Rd., Central 
電話：(852)6821-2801
時間：月～土　19：00～23：00
ウェブ：www.alchemy-concept.com

ちょっ
と

はず
れる
けどちょっ
と

はず
れる
けど

番外編番外編まだま
だあっ

た！

個性的
なお店

！まだま
だあっ

た！

個性的
なお店

！

10 Pocket Page Weekly 26 June 2015 No. 493
B



　「Mr. Rocky」（洛奇先生餐吧）は、太古倉で一番熱いレスト
ランだ！2010年のオープン以来いつも賑わっている。イメー
ジは西部開拓時代。食にこだわるのはもちろん、各種エンター
テイメントも充実しており、ビリヤードやダーツを楽しめるほ
か、サッカー試合の中継観戦や定期的なバンド演奏もある。
　看板メニューは“果木烤扒”（ステーキ）と手作りピザ、それ
にカクテルだ。“果木烤”とはリンゴの木などの薪を使用して特
別なオーブンで焼き上げるロースト方法。木の香
りが閉じ込められてより味わい深くなる。ピザで
人気なのは、“金枕榴蓮披薩”（ドリアンピザ）。甘
いピザが苦手なら“青醬蜆殼粉双重芝士披薩”
（バジルソースコンキリエ・ダブルチーズピザ）が
おススメ！カクテルも各種豊富に取り揃えてい
る。毎日14:00～20:00はお得なハッピーアワー。
毎週水曜日は参加無料のビリヤード交流試合が
あり、3連勝すると指定ドリンク1杯獲得できる！

　太古倉碼頭は、レンガ倉庫を利用した
ショップ、レストラン、映画館が集まる施設
だ。地下鉄8号線「沙園」駅から徒歩約15
分、珠江南河道の東岸エリアにあたる。倉
庫群と3本のT字桟橋からなる埠頭は、もと
もと国際企業グループ・スワイヤーによっ

て建造された。「太古」という名称は、スワイヤー・グループの中国語名「太古洋
行」から取られた。実は、海運業の繁盛を願って「大吉」という名称が立案されて
いたのだが、中国語に疎い創業者ジョン・スワイヤーは「太古」と書いてしまい、
それが現在の中国語名となったと言われている。
　現在の太古倉は八つの
倉庫からなる。1号倉庫と2
号倉庫が「ワイン展示・貿
易センター」、3号倉庫が
「展覧展示センター」、6号
倉庫と7号倉庫が「ファッ
ション・デザイン、映画館」
となっている。T字桟橋は
遊覧船の船着場となって
いる。

広州のSOHOは、
珠江新城の「BAR Street」

だけじゃない！
レンガ造りの“オシャレBAR”がひしめく広州の新スポットを紹介！

太古倉
「
太
古
倉
」は
こ
ん
な
場
所

太古倉を選ばれたのはなぜですか？
この埠頭倉庫群は、1904年から1908年にかけて英国スワイヤー・グ
ループ（太古洋行）によって建設されました。100年以上の歴史が醸
しだす独特の趣があります。最近では、広州市が力を入れる重要改
造プロジェクトも立ち上げられました。つまり、ここが今後広州のラン
ドマーク的観光スポットとして発展することになります。今後の発展
性を踏まえてここに出店することにしました。広州のシンボル「珠海」
に隣接する立地も魅力の一つです。太古倉ではモール全体が珠江
のリバーサイドという場所は多くありません。最近は短編映画や広
告撮影のロケ地となったり、ウェディング撮影や結婚式の場所として
選ばれたりと、若い消費者層が注目するエリアとなっています。

レストランのお薦めメニューは何ですか？
メインはドイツ・ミュンヘンビール「Paulaner」
シリーズと、ドイツの伝統料理です。2フロアと
テラス席、合わせて200席あります。テラス席で
珠江の風景を眺めながらのひとときにお薦め
なのは、骨付き豚肉を皮がパリパリになるま
でローストしたシュバイネハ
クセ（烤脆皮原只鹹豬肘）、ド
イツソーセージ（碳烤什錦徳
国香腸）、ビーフリブの炭焼
き（果木碳烤牛肋条）、ドイツ
式牛タンのハニーマスター
ドソース（徳式芥末蜜糖醋汁
扒鹹牛脷）、イカスミパスタ
（海鮮墨汁意粉）などです。

【バー】
❶Monster
　 場所：太古倉2号倉1階
　 電話：(86)131-7885-2282、(86)186-6461-4617

❷傾吧
　 場所：太古倉1号倉A108
　 電話：(86)183-2007-8581

❸VILLA
　 場所：太古倉2号倉1階
　 電話：(86)20-3100-2120、(86)136-3146-8815

❹熙斯夢酒吧
　 場所：太古倉2号倉
　 電話：(86)183-2007-8581

❺2号埠頭餐吧
　 場所：太古倉2号棧橋
　 電話：(86) 20-3441-1291

❻【スパ】
　 一心一境心霊健身会所：女性のための各種マッ
　 サージコースの他、ヨガレッスンもある。
　 場所：太古倉5号倉2階
　 電話：(86)20-2810-9813

❼【シアター】
　 太古倉電影庫：映画・芸術が一体化した複合映画施
　 設。3Dシアターも楽しめる。
　 場所：太古倉6～7倉
　 電話：(86)20-8430-9788、(86)20-8431-6969

❽【ヨットクラブ】
　 太古倉游艇会（T.G.C. Yacht Club）：2012年に立ち
　 上げられたヨットクラブ。フランス料理レストランも
　 あり、船上でのウェディングや撮影も受け付けている。

洛奇先生餐吧（Mr. Rocky）
住所：広州市海珠区革新路124号太古倉電影院1階
電話：(86)20-3448-0800、(86)20-8431-0896
時間：11:30～26:00

カントリー風レストラン& バー「Mr. Rocky」
ダーツやゲームをプレイしながらサク飲み&お食事！

珠江がこんなに近く！
開放的なドイツビールレストラン

宝蓮納徳国啤酒碼頭餐廳
（Paulaner Bier Pier Restaurant）
住所：広州市海珠区革新路124号太古倉埠頭1号桟橋4区
電話：(86)20-8963-6513
時間：11:30～26:00

今年2月にオープンしたドイツビール・ドイツ料理のレストラン「宝蓮納徳国
啤酒碼頭餐廳」（Paulaner Bier Pier Restaurrant）。副総経理Davidさんに太
古倉の魅力とレストランについて聞いてみた。

広
州

バジルソースコンキリエピザ
（青醬蜆殼粉双重芝士披薩）

各
種
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト

も
充
実

副総経理David Lauさん

目の前に広がる珠江にビールも進む！

ドイツビールにピッタリの
シュバイネハクセ

イ
カ
ス
ミ
パ
ス
タ

ドイツソーセージ

ドイツ式牛タン焼き

マ
ッ
プ
で
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
お
こ
う
！

太古倉MAP
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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

サービス系/
その他サービス 香港/香港島 インテリジェンス

香港18K～32K
福利厚生が充実のポジション！香港内のペッ
トサロンにてトリマー職。要3年以上の日本で
のトリマー経験および初歩的な英語。家賃補助
有り。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 インテリジェンス

香港20K～40K
革新的サービスが日本で注目を集める企業！
日系情報・ウェブサービス企業にて、主にロー
カル系顧客の開拓業務。要ビジネスレベルの
北京語と、IT知識。

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/
物流・倉庫

香港/九龍 15K～20K
物流のカスタマーサービス業務全般。物流また
は貿易実務の経験を持つ方。英語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港

サービス系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 15K

IT関連サービスの顧客対応業務および事務
作業。スマートフォンやタブレット端末の操作
が得意な方。英語日常会話レベル以上。

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 25K～30K

日系飲食店の管理業務全般。顧客対応やス
タッフへの指導など。3～5年の飲食業界での
経験。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 25K～30K
請求書管理。課金システムにおける料金・オー
ダーのチェック。会計、財務などの関連業界に
おける３～4年の経験要。英語ビジネスレベル。
要MS Excel・MS Accessスキル。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 20K香港/新界

飲食チェーンのウェブサイトや広告のデザイン。
関連する経験があり、創造的で斬新なアイデア
を持つ方。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

20K～30K香港/新界
アットホームな雰囲気の職場！日系IT関連企業
にて、金融サービスの日本語カスタマーサービス
業務。要3年以上の顧客対応経験と、コミュニ
ケーションレベルの英語。

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

25K～30K
（コミッション
を含む）

香港/新界

風通しの良い社風が魅力！外資系大手通信
企業にて、アカウントマネジャー職。香港の日系
顧客に対する新規開拓とフォローアップ。要3年
以上の顧客対応業務経験およびビジネスレベル
の英語。

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/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界 15K
総務および貿易のアシスタント業務全般。日常
会話レベル以上の英語もしくは広東語。柔軟
にマルチタスクな業務に対応できる方。

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

18K～22K香港/香港島
サービスツールの作成・管理・更新などのコー
ディネーション業務。ExcelおよびPower 
Pointの操作が得意な方。コミュニケーション
レベルの英語。

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/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～22K香港/香港島
インターネット関連サービスのカスタマーサー
ビス業務。米国での研修を予定。英語日常会話
レベル以上。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

20K～25K
（コミッション
を含む）

香港/香港島

社員のやる気と努力を評価する社風！大手
日系飲料関連企業での営業職。香港内の日系・
外資系企業へ、自社サービスやプロダクトを
積極的に新規営業。経験不問、要ビジネスレ
ベルの英語あるいは広東語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
仲介業(人材・不動産) 香港/香港島 応相談

人と組織の成長をサポートする仕事！主に日系
顧客への営業及び、社内のコンサルタントと
協力し案件のフォローアップを担当。要3年の
営業経験とコミュニケーションレベルの英語
あるいは北京語。

インテリジェンス
深圳

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 RMB

20K～25K
営業。電子業界で５年以上の経験（新規営業
経験者優遇）。北京語日常会話以上。

インテリジェンス
深圳

会計経理・経営管理/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K財務経理。製造業界での中国、香港での財務

の実務経験。北京語ビジネスレベル。
深圳

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/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 15K
アパレルブランドのカスタマーサービス業務
（電話およびメール）。経験不問、英語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
香港営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 20K～22K

業界未経験でもチャレンジ可能！大手物流
企業での営業職。主に日系顧客に対する物流
サービスの提案営業。要法人営業経験および
コミュニケーションレベルの英語あるいは
北京語。

香港/九龍 25K～30K インテリジェンス
香港

営業・販売系/
専門商社・総合商社

管理職へのキャリアアップのチャンス！大手
日系電子部品メーカーにて、営業及び部下の
管理・指導を担当。要5年以上の業界経験及び、
ビジネスレベルの英語。

インテリジェンス
香港

クリエイティブ系/
外食・フード 香港/新界

飲食チェーンで販売するペイストリーのメ
ニュー開発。パティシエの経験を持つ方。英語
日常会話レベル以上。

15K～25K

12 Pocket Page Weekly 26 June 2015 No. 493
B

ビジネス（香港・広東共通）
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