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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 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 

香港WORKS
企画・広報・経営管理系/
メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

香港/九龍 30K～40K管理マネージャー（財務・人事・総務）。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問 香港 30K～60K

資産運用企業より日本人顧客を対象としたRM
業務（商品：投資信託・債券など）、新規開拓、
金融セミナー実施。★英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
深圳

経営・店舗管理・
現場責任者/建設・建築・
内装・住宅関連 

USD5K～6K
※能力・経験に
より応相談

ベトナム
建設現場の監理、現地スタッフのマネージメ
ント(教育指導)。★土木・設備関係とマネージメ
ント経験をお持ちの方。英語日常会話レベル。
ホーチミン勤務。

インテリジェンス
香港20K香港

情報サービス企業にてアソシエイト募集。顧客
サービスチーム配属にて営業サポートとリ
サーチ作業など。★英語日常会話レベル。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

広州 RMB18K～
(相談可）

インテリジェンス
広州

日系大手企業で保育園/園長職。★1）日本の
保育士資格保有者。2）日本の保育園か幼稚園
の管理経験がある方。【語学力】不問（通訳を
付けることも可能）。

インテリジェンス
深圳RMB～25K深圳

総経理補佐。★海外でのローカルスタッフ管理
経験。射出成型用金型設計・製作経験、実務全般
経験。成形材料知識全般。普通語：準ビジネス。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子） RMB～30K

プレス表面処理部門責任者。★精密プレス金型、
プレス加工技術（金属製品）管理経験3年以上。
製造部門での管理職経験が豊富な方。語学不問。

東莞

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
その他・教育・公的機関など 

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 

東莞 RMB～25K
樹脂成型の金型設計管理者。★樹脂成型の金型
設計経験者、管理経験必須。車載の樹脂成型
部品、顧客対応の実務経験必要。語学不問。

インテリジェンス
深圳

IT・技術系/
メーカー（機械・電気・電子）

RMB～18K広州
日系商社で営業職の募集。★1）日系企業での
仕事経験。2）営業（特に樹脂・自動車業界・商社）
5年程度。普通語：業務交流できるレベル。

営業・販売系/
専門商社・総合商社

インテリジェンス
広州

経営・店舗管理・
現場責任者/
外食・フード 

USD3K～
+住宅補助ありベトナム

大手飲食チェーン企業より、店舗管理マネ
ジャーとホールスタッフ同時募集。現地スタッ
フの教育など。★接客業・マネージメント経験
者で、英語日常会話レベル。

インテリジェンス
深圳 華南WORKS

生産管理・品質管理/
メーカー
（素材・化学・エネルギー） 

東莞 RMB
20K～25K総経理候補。

香港WORKS営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 25K～35K香港/九龍 営業マネージャー。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

20K～40K香港
電子部品基板の実装における、日系企業様宛の
営業業務全般。★電子部品実装技術の経験者
の方。英語又は普通話出来る方優遇。

25K～35Kサービス系/
外食・フード 日本人宿舎料理スタッフ（日本食）。

香港WORKSサービス系/
エステ・美容・理容 香港/香港島 13K～18K脱毛施術エステスタッフ。

香港WORKS営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～40Kプロジェクトマネージャー/ビジネス英語/会

計知識優遇。 

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
コンサルタント 

18K～21K香港/香港島 ジャパンデスク/英語。

香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

18K～25K香港/九龍 営業担当。

香港WORKS香港/九龍
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス 

40～50/1h顧客窓口、メール対応、事務全般。

香港WORKS香港/九龍生産管理・品質管理/
メーカー（機械・電気・電子） 20K～30Kプロダクトコントロール（生産管理）。

香港WORKS香港/新界

ビジネス（香港・広東共通）
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香港香港

＜抜き打ち検査＞
　移民局のホームページを見ていると、毎月一定数の
不法就労者とその雇用者の拘置・逮捕等が記事になっ
ています。タスクフォースを組織し、主に建設現場、工
場、レストランや展示会場等をターゲットに定期的な調
査を行っているようです。実際に飲食店を経営される当
社のお客様から「時々抜き打ち検査が回ってくる」という
話をよく聞きます。
　香港では展示会や○○物産フェア等もよく開催され
ていて、日本人と思しき方もよく見かけます。もちろんお
手伝いされているのは就労ビザをお持ちの方だとは思
いますが・・・。
　これらの場所ではオフィスと違い人目につきやすい
事も多く、現場での何気ない指導やちょっとした手伝い
でも、就労ビザをお持ちでない方が行ってしまうと不法
就労とみなされてしまう事もあり得ます。不法就労は最
高HK$5万の罰金及び2年の禁固刑、雇用主の場合は最
高HK$35万の罰金及び3年の禁固刑が課せられます。

＜研修ビザは意外と面倒＞
　「本社の若い社員を香港に送りたいが職歴も短いし就
労ビザの取得が難しそうなので、研修ビザについて知り
たい」というような質問を受けることがあります。就労ビ
ザと異なり、申請者の職歴が審査の重要ポイントにはな
らない為、比較的取得し易いと考える方も多いかも知れ
ません。ですが、実際には想像以上に面倒といえるかも
しれません。研修ビザは最長12ヶ月ですが、希望すれば
満期で発給してもらえるという訳ではありません。12ヶ月
を希望する場合を例にとると、先ず期間内の細かい研修
内容をスケジュールとして提出する必要があります。大
まかな区切りや内容では、追加書類の提出を求められ
二度手間になってしまいます。1ヵ月毎の具体的な研修
内容を記述し、且つその研修内容が香港で行う必要が
あると納得出来るようなものでなければ希望する期間
のビザを取得することは難しくなります。取得後も、ビザ
延長や就労ビザへの直接の切り替えは認められず研修
終了後は一旦香港を離れる必要があります。

＜スポンサー変更の際の注意点＞
　転職された方のビザスポンサー変更の手続きにおい
て、以前の勤務先から提出した書類とこれから提出する
書類の職歴や担当業務の記述に違いが無いかの確認
が必要という事は、これまで何度か書いてきました。これ
以外に雇用条件の変化も移民局がチェックするポイント
の一つです。転職により給与額や役職が下がる場合、そ

のオファーを受けた理由について説明を求められる事
があります。
　ビザ申請では給与額というのは一つの大事なポイン
トで、実際「それぞれの役職には給与の相場がある。現
地スタッフで充足できない前提でビザ申請を行いその
ポジションに就くのだからサラリーなども然るべき高待
遇でなければ不自然」と移民局オフィサーから説明を受
けた事もあります。申請内容の全体的な整合性も大事な
ポイントと言えます。

T&MORRIS VISA+ CONSULTING LTD.
住所：Rm.1010, 10/F., Tai Yau Bldg., 181 Johnston Rd., Wan Chai
電話：(852)2881-6326　   メール：t-morris@tmorris.com.hk
ウェブ：www.tmorris.com.hk

香港ビザ申請のパイオニア！！
1992年の創業以来、累計5,000社を超える取引社数。
蓄積された豊富な経験と様々なケースのデータを元に日本人スタッフが
お客様をサポートします！

＜会社設立・税務コンサルティング＞
T＆Morrisではビザ申請のサポート以外に、会社設立（各種）とその管理、
経営者や富裕層の為の香港移住とそれに伴う各種コンサルティング、
各種銀行口座開設や税務に関するコンサルティングなども行っています。
また、昨今厳しくなっている香港法人銀行口座開設サポートも
責任を持ってお世話しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最終回

ビザ
のこと

香港ビジネスの基本の「キ」
正しく
知って
おきたい

今まで様々なケースについてお話ししてきましたが、
2016年の最終回となる今回は、
最近受けた問い合わせの中から
気になった案件を3点程ご紹介いたします。

T&Morrisではビザ申請を却下された方のお手伝
いをさせて頂きます。費用は取得に成功した場合
のみの成功報酬です。過去3ヶ月以内に申請を却
下された方が対象です。
諦める前に一度試してみませんか？
また、審査途中でお困りの方も是非ご連絡下さい。
御相談は無料で承っております。

ビザ申請でお悩みの方へ
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香港香港

その他、疾病保障保険などもある。
詳しい商品内容は、NWBに問い合わせを

Nippon Wealth Limited,a Restricted Licence Bank
住所：16/F, The Peninsula Office Tower, 18 Middle Rd., TST
電話：(852)3958-8828
メール：info@nipponwealth.com

お
知
ら
せ

保険活用で
未来に備える

11月4日、香港在住の日本人向けに、保険活用セミナーが尖沙咀のハーバーシティ―内にあるパシフィッ
ククラブにて行われた。主催者は、保険や証券などの金融商品を始め、日本での不動産投資に興味の
ある、富裕層に向けて金融サービスを提供しているNippon Wealth Limited, a Restricted Licence 
Bank（以下NWB）。
日本で保険と言えば、生命保険や損害保険などをイメージするが、こと香港においては、資産運用とし
て活用する人も多い。香港在住でないと購入できない保険とはどのようなものか。セミナーから探った。

NWB 未来計画、はじめよう！ 保険活用セミナー レポート

NWBなら、日本語対応が可能なので、安心して購入できる
海外で金融商品を購入したいと思った時に、最も心配なのは言語ではないだろうか。金融商品は
専門用語が多い。その点、NWBなら日本人スタッフが滞在しているので、常時日本語で対応するこ
とが可能だ。また、投資口座開設者には月次報告書や年間の取引報告書などの資料も日本語で
提供している。NWBのサービスポリシーとして、「ジャパン・クオリティ」を徹底している。きめ細か
く丁寧な対応やケアを大切にしている。

香港で保険を購入するメリットとは？

❹
次
世
代
に
備
え
る

　（
手
厚
い
保
証
で
家
族
を
守
る
）

❸
円
安
に
備
え
る

　（
米
ド
ル・香
港
ド
ル
で
資
産
防
衛
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❷
イ
ン
フ
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る
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で
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ジ
）

❶
老
後
に
備
え
る

　（
終
身
年
金
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これからの時代、4つの備えが必要

保険商品で備えることが可能

●終身年金保険
毎月複利運用コースと積極運用コースの2種類があり、ライフスタイルに合わせた選択ができる。
毎月複利運用コースの特徴
・毎月複利運用、最低保証利率付で日本の同様の商品に比べ、相対的に高い運用利回り
・定期ボーナス付で、長期保有者に対して、より利益が還元される商品設計
・選択肢豊富な年金受け取り方法で、元本はもとより、増やした分も取りはぐれがない
・保険料の増額ができる柔軟性のある商品性
・死亡時の保証付

積極運用コースの特徴
・ 高利回り運用を目指した運用戦略ができる
・ 長期投資と複利効果による資産形成ができる
・ 死亡保険として支払保険料の100%保証がされている
・ 選択豊富な年金受取が可能
・ 5年、10年の保険料分割支払い (USD)

●教育・終身年金保険
子供向け商品で、将来学費の高い海外大学などに進学させたい方には特におすすめ。
子供の老後資金としても活用できる。
特徴は毎月複利運用コースと同じで、さらに、18歳以降に親が子供名義に変更することが可能。

●ユニバーサルライフ保険
日本でいうと、生命保険と貯蓄を合わせたようなもの。
しっかり保障や運用をしたい人におすすめ。

特徴
・柔軟性を活かした仕組みで、掛け捨てではなく、余った保険料の一部は運用することが可能
・定期ボーナス付で、長期保有者に対して、より利益が還元される商品設計
・毎月複利運用、最低保証利率付で日本の同様の商品に比べ、相対的に高い運用利回り
・オーダーメード形式を取っており、 ライフサイクルに合わせて死亡保障の金額・支払期間を
  自由設計できる
・「生前給付型保障特約」を付けられる。三大成人等の特定の疾病にかかった場合、請求により
  被保険者本人に死亡給付金の一部を生前に引き出すことができる

保険の種類とは？

日本で販売されている年

金保険を見てみると、積立

利率は高くても0.89％とな

る（6社調べ）。それに比べ

て、香港で販売されている

年金保険の積立利率は最

低でも3％以上であり、そ

の差は歴然としている。長

期の保有になればなるほ

ど差が大きくひらく。

メリット1
積立利率が高い積立利率が高い

香港では高金利の保険商

品が多く出ているが、日本

の保険業法で日本居住者

への海外保険加入を規制

している（条件によっては

購入可能）。そのため、購入

は香港居住者に限られ、利

回りの高い商品を購入する

ことは、香港居住者のアド

バンテージとなっている。

メリット3
日本では購入できない日本では購入できない

香港の保険は柔軟性が高
いことも特徴の一つ。例え
ば、ある一定額を支払って
いると、一時支払い停止が
可能で、一時停止したとし
ても、契約はそのまま継続
する。また、途中で引き出
しが可能な商品が多く、子
供の学費として使用するこ
ともできる。保険料の増減
に関しても自由にできるの
で、ライフステージに合わ
せた支払いができる。

メリット2
柔軟性が高い柔軟性が高い

費用/全日程参加　HKD3,000　
場所/12月1日：ザ・ペニンシュラ・オフィス・タワー16階
　　  12月2日～3日：ペニンシュラホテル香港6階

●NWB第３回投資フォーラム  12月1日（木）～3日（土）予定

詳細は、お問合せください。

ビジネス（香港・広東共通）
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広東

香港

一、強制清算の公告
　2019年９月、深センゴルフ倶楽部有限公司（以下
「SGC」といいます）は、強制清算をすると発表しました。
その理由は、SGCの経営期間が既に満了したためとし
ています。公告の主な内容は以下２点です。
①会員とSGCとの契約関係は終了となる。
②会員はSGCの会則などに基づき「保証金など」の返還
を受けることができる。

　この内容では、入会金などゴルフ会員権購入時に支
払った金員の払い戻しを受けることができるのか不明
確であるため、深センゴルフ倶楽部の会員部に赴き、担
当のマネージャーにヒアリングをしました。

二、ＳＧＣ会員部マネージャーの回答
　SGC会員部に赴き、入会金の返金についてマネー
ジャーにヒアリングをしたところ、マネージャーの回答
は次のとおりでした。
・「会員資格証書」には、入会金と保証金の2種類の金員
が記載されている。そのうち、保証金は返金するが、入
会金は返金しない。それは、会員資格証書及び会則に
明記されている。
・現在、SGCは強制清算手続きに入ったが、現在は他の
会社名義で経営を継続しており、会員は引き続き、政
府が土地を徴収されるまでゴルフ場を利用すること
ができる。

三、会員資格証書及び会則の定め
　SGCの会員資格証書には、次の記載があります。
　SGC「上記記載の金額は深センゴルフ倶楽部の入会
金及び保証金である。会員が10年経過以降に退会する

場合、保証金は無利息で返金する。」
　会則の第12条には次の記載があります。
　「保証金は無利息で本会に差し入れる。保証金の差
し入れから10年が経過した後、本会は会員の求めに応
じて保証金を返金する。但し、保証金の返金を受けた会
員は自動的に会員資格を喪失するものとする。なお、入
会金は返還しない。」

四、会員は入会金の返金を求めることができるか？
　「経営期間満了のため会社を清算するが、入会金は返
金しない」という対応は適法なものでしょうか？
　SGCの会員資格証書及び会則には、「会員が十年後に
退会する場合、保証金を無利息で返金するよう求めるこ
とができる。」という約定が存在しますが、これを反対解
釈すると、SGCは会員に対して最低十年間はゴルフ場を
利用させる義務があるということです。したがって、もし、
会員権が過去十年以内に購入された物である場合は、
SGCは強制清算によりその義務を果たすことができなく
なるため、残りの年数について入会金の返金をしなけれ
ばならないと解釈することもできます。しかし、殆どの会
員が会員権購入から10年以上経過していると思われま
すが、其の場合はどうでしょうか。会員資格証書及び会
則には、入会金の定義が約定されていませんが、入会金
の定義は「優遇価格でゴルフ場を優先的に利用できる
権利に対する対価」であるものと考えます。そうすると、
会員はその権利を10年以上享受したことになるため、入
会金を支払うことに対する反対給付は既に受けている
ものともいえます。SGCはこの観点から抗弁をしてくる蓋
然性が高いと思われます。
しかし、ゴルフ場の終身会員は、長期間ゴルフ場を利用

することができるという期待を有しています。そして、そ
の期待は法的に保護されるべきです。ゴルフ場が一方
的に「経営期間が満了したから契約は終了となる。入会
金は返金しない。」と主張することは、この法的に保護さ
れるべき終身会員の期待を裏切ることになります。しか
も、SGCが入会金返金を拒む根拠としている会則はSGC
が一方的に作成した約款です。契約法によりますと、会
則がゴルフ場の責任を免除し、会員の責任を加重し、会
員の主要な権利を排除する場合、該当条項は無効となり
ます（契約法40条）。そして、争いが生じ無効とされた条
項は会員に有利に解釈するとされています（契約法41
条）。この点を争点として、入会金を返還しないとする会
則の条項は、ゴルフ場の責任を恣意的に免除し、会員の
権利を排除するものであるため無効であると主張すれ
ば、法的には、一定金額の返金を受けるチャンスはある
と考えます。

深センゴルフ倶楽部の強制清算について

中
国
法
律
コ
ラ
ム 12

広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
中国深圳市福田区福華一路一号
大中華国際交易広場15階西区
電話：(86)755-8328-3652  
メール : odake@yamatolaw.com
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香港ではおおよそ3年に一度、賃貸契約更新がある。更新の
度に、賃料の大幅値上げがある場合が多く、借主の頭痛の種
になっている。また、物件オーナーによる強制退去もここ香
港では例外ではない。そうなると、オフィスの移転を余儀なく
されるのだが、オフィスの移転をするにも、時間や予算が読
めない、物件探しが困難、内装工事の依頼先がわからないな

ど、多くの悩みを抱えることになる。オフィス環境についても
日本とは違う。例えば、OAフロアは香港ではあまり存在しな
い。そのため、日本のような配線がなくフラットな床にしたい
場合、LANを這わせるための溝を掘る必要がある。水や電気
などのインフラ設備についても、契約がビルオーナーお抱え
の指定業者が多く、調整に難航することも多い。そして、セ

キュリティ環境ともなると、違いが明白だ。日本では、社内に
IT部を設置し、セキュリティ強化に努めている企業が多いが、
香港ではセキュリティへの認識が違うため、強化があまり行
われていないのが現状である。近年、サイバースパイグルー
プ「Buckeye」からのサイバー攻撃の標的がアメリカから香
港に変わるなど、対策が必要となっている。

　「まとめてオフィスサービス」は、移転の
ためのプロジェクトマネジメントをKDDI
香港が代行し、内装工事からIT環境まで、
引っ越しに必要な一連の業務をお客様に
なり替わりワンストップで行っている。
　移転の際、オフィス構築を考えるうえで
最も大事なことは、引っ越した翌日から前
日の業務がスムーズに行えること。つま
り、パソコンや電話、サーバーなどのIT関
連が問題なく再設定されることが大切。
LAN配線やサーバー構築だけではなく、
入退室管理や監視カメラの位置などのセ
キュリティ関連もまとめて相談できる。内
装においても「組織が活性化するオフィス造り」をテーマに、スタイリッシュなオフィスを提
案。効率的な導線、コミュニケーションの取りやすいレイアウト、様々な種類の家具など、お客
様の働き方も考えた提案を目指している。

オフィス移転や
セキュリティ対策は

プロにお任せ！

KDDIと聞いて、au携帯を思い出す人も多いかも知れないが、
実はKDDI香港では、IT環境構築を中心に
オフィス移転や構築のサポートや、
セキュリティ対策を強化するサービスにも力を入れている。
今回は任せて安心、「まとめてオフィスサービス」と
「まとめてセキュリティサービス」を紹介する。

　「まとめてセキュリティサービス」は、企業の
情報セキュリティ対策に関して、現状分析、調
査、対応検討、対策実施の一連の業務をKDDI
が受け持つサービス。情報セキュリティ対策
は、外部からの不正アクセス防止だけでなく、
内部からの持ち出し情報の保護、情報漏洩の
監視や防止、アクセス権限強化など、多面的
に捕らえる必要があり、プロに任せるのがい
い。情報セキュリティ対策は売上を生み出さ
ないコストとなるが、情報漏えい時に大きな
損害に繋がる。そのためリスクマネジメント
対策として導入する企業も多い。

KDDI HONG KONG LIMITED.
住所：Suites 1101-1103, 11/F, 1063 King’s Rd., Quarry Bay
電話：(852)2919-5244（月～金　9：00～17:00）
メール：jp-sales@kddi.com.hk
担当：岡本、八木谷、溝口

お問合せは、下記電話もしくはメールまで　

社内だけで進めるのは不安…という人に安心して任せられる２つのサービスをご紹介！
まとめてオフィスサービス まとめてセキュリティサービス

【香港のオフィス事情】

内装
レイアウト
デザイン 内装工事

運送・運搬
（家具・IT機器）

オフィス
家具調達

原状復帰
IT、電話
デザイン

パソコン・
ネットワーク
疎通確認

国際、香港内
ネットワーク
移設

セキュリティ

LAN配線

プロジェクト
マネジメント

回避

防御

安心

出入口対策：インターネットやメール等、
外部との接続する場所への対策
外部からの侵入を未然に防ぎ、可能な限り情
報を盗まれない対策が必要。不正な通信を
確実にブロックし防御する

利用者対策：PCやプリンターなどの
利用者への対策を行い、管理する
OS/定義ファイルアップデート、持ち出し
制御/暗号化対策ソフト等の対応が必要。
情報を常に最新化し管理することが大切

業務継続対策：何かあった場合の準備と
して、業務継続のための対策を準備する
回線/機器冗長・Datacenterプラットフォーム・
クラウド・データBackup等、インシデント発生
時の対策を準備しておくことが大事

セキュリティ対策の3つのポイントKDDI香港が行っているサービス

内装関係

IT関係

ビジネス（香港・広東共通）
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Qオープンから今までを振り返ってみてどうですか？
A大陸（広州）から香港に引っして、店始めて…。振り
返るとあっという間の3年間でしたね。

Q店名の由来を教えてください。
A広州で今と同じ雰囲気のお店をしていた時、常連の女
性のお客様が、酔っぱらって手元が危なっかしくなった
おじさまたちに、お酒がもったいないからこぼすなって
いう意味合いで「酒の一滴は血の一滴　涙こぼしても酒
こぼすな」と毎回言っていたんです。今や、彼女たちは日
本に帰ったり、別の国に行ったりでみんなバラバラにな
ちゃって…。その彼女たちの気持ちをずっと受け継いで
いこうと思って、この店名でやっています。12月に同じビ
ルの14階に移転しますが、もちろん店名は変えません。

Qお酒はワイン、日本酒、焼酎、ウイスキーなどがいた
だけるそうですね。仕入れ先にこだわりはありますか。

Aつくり手と直接交流があるところから仕入れたいと

思っています。つくり手の思いがわかると、飲んでくれ
る人に伝えられたり、今年の出来もわかったり…お酒
を楽しむアイテムの1つとなりますね。

Q料理はどのようなものを出していますか。
Aポテトサラダなど作り置きできるお惣菜とカレーや
シチューなどメインものを日替わりメニューで出して
います。特にオススメなのは汁なし担々麺。中国山椒
を使った、大陸仕込みの本格担々麺になっています。

Q最後に、どのような時にこの仕事していてよかったと
思いますか。

Aお金が入ったとき（笑）もちろんそれだけでなく、みな
さんが楽しそうにお酒を飲んでいる姿を見た時、私も楽
しいなって思いますね。ある意味、毎日飲み会じゃない
ですか。みなさんにとっては仕事が終わってプライベー
トできている。そのプライベートな一部を共有できるの
は貴重なことだと思いますね。広州の時から、お客様に
は過ごす時間を楽しんでもらえるよう意識してきました。

酒の一滴は血の一滴　

涙こぼしても酒こぼすな

弊紙ではインパクトある広告でお馴染みの「酒の一滴は血の一滴　涙こぼしても酒こぼすな（以下、酒の一滴）」。
同店は尖沙咀に店を構え、12月8日にオープン3周年を迎える。そこで、編集部がオーナーの真希ママにインタ
ビュー。また、同店の魅力について、常連客に伺った。

酒の一滴は血の一滴　涙こぼしても酒こぼすな
住所：16/F., SOHO Tower, 25 Hart Avenue, TST（12月より14Fへ移転）
電話：(852)6089-1803　
時間：月～土 18:00～ママが酔っぱらうまで

熊谷真希さん
宮城県塩釜市出身。旅行で訪れた香港に魅せられたことが
きっかけで、広州に語学留学し、北京語を学ぶ。深圳での就
職を経て、広州で焼酎バーのママに。これまで広州で時と場
所を変え、三軒のバーを切り盛りをしてきた。その後充電期
間を経て、2013年に、尖沙咀（チムサーチョイ）に現在の
バーをオープン。12月に同ビル14Fに移転する。営業開始日
は電話で確認を。

12月に同ビル
14Fに移転します！

祝3周年！ 真希ママにインタビュー祝3周年！ 真希ママにインタビュー祝3周年！ 真希ママにインタビュー祝3周年！ 真希ママにインタビュー

なぜ、「酒の一滴」に通われているのですか？

雰囲気、程よい座席
数がもたらす空間は香港
では唯一無二。カラオケの騒
音もなく、ゆっくりママでも隣
客とでも忌憚なく会話できる

から
（金太郎・男・57歳）

少しだ
け飲もうかな…と

思った時に行ってしまう事
が多い。いつもちょっと飲んで、
ちょっと食べて帰るつもりが、残
念ながらちょっとで終わる事は
少ない。他のお客さんとの交

流も面白い
（Ｊ・男・43歳）

一人で気楽に飲め
る。来ているお客さん同
士が、たわいもない話で時
間を過ごすことができる。酒

の肴が手頃
（S.Y・男性・55歳）

どのような時に訪れますか？

早めに仕事が終
わった時や、別で飲んで
もう一杯飲みたい時、バス停
へ向かっている途中、「〇〇
作ったよ～」と連絡が入った

時かな
（Ｊ・男・43歳）

一人で外食する時。多少飲
み過ぎても良い日
（S.Y・男性・55歳）

日本から出張者が
来たとき、裏メニュー料
理が恋しくなったとき、ママ
から「本日の特別料理案内」で
出頭命令が出たとき（笑）
（金太郎・男・57歳）

店内のデザイン、雰囲気どのようなところがいいですか？

シンプル。カウンターが
一つのテーブルのように感
じられるところが特に好き
（S.Y ・男性・55歳）

お父様の撮影した
写真、ママが幼少期に使
用したランドセルのミニチュ
アを飾り、カウンター越しに
作ってくれる料理が自宅居酒
屋空間的に癒してくれる
（金太郎・男・57歳）

落ち着いた感じで良い
（Ｊ・男・43歳）

真希ママの魅力ってどのようなところですか？

飾り気のない気さくなところ
（S.Y・男性・55歳）

会話中に話を被せ
ることなく、楽しい話は２
倍に、辛い話は半分にしてく
れる笑顔と笑声。香港に親戚
が一人いるように感じさせ

てくれるところ
（金太郎・男・57歳）

魅力！？
それが分からず探しに

行っている（笑）。他のお客さんに
よく質問をするが回答をもらった記憶
がない（笑）。真希さんは人見知りで、好
き嫌いがはっきりしててわかりやす
い。そしてよく笑っている。結果やっ
ぱりよく分からない（笑）

（Ｊ・男・43歳）

常連客に聞きました！ 「酒の一滴の魅力って？」常連客に聞きました！ 「酒の一滴の魅力って？」
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　タイ料理と言えば日本人にも人気の料理
の1つ。ここ香港でもローカル系からお洒落
な高級店まで多くのタイ料理のレストラン
がある。最近では新たなブームとしてタイの
屋台料理にフォーカスしたカジュアルなお店のオープンラッシュが続いている。タイの
バンコクにアメリカ人がオープンしたことでも話題となった人気タイ料理レストラン

「Soul Food」が、中環（セントラル）のSOHOに
オープンした。海外初のオープンとなる同店は、
「Ho Lee Fook」、「Chom Chom, Carbone」などの

人気レストランを展開している飲食グループ「Black Sheep Restaurants」の新店。バンコク
店と同様に気軽で毎日でも通いたくなる、心温まるタイの各地の郷土料理を提供する。
　もともとトラベル・フードライターだったオーナーのJarnett氏は、8年間仕事でタイの

各地を回りその土地の料理を味わい、その奥深さに虜に
なった。そして「学んだ食文化と知識を盛り込んだタイ料
理を様々な人とシェアしたい」と自身の店「Soul Food」を
オープンしたという。
　同店の料理は比較的優しい味付けに調理されている
が、それでいてタイ料理の特徴をしっかり残している。
そんな彼のレストランはバンコクでは絶大な支持を受け
る人気店で、タイ航空でバンコクのおすすめレストランと
紹介されるほどだ。

　おすすめは茄子の炒めものに半熟の卵を添えた「ヤムマクーアヤーオ」。まろやかな
卵と一緒にピリ辛な茄子が美味で、前菜だけど白いご飯が欲しくなる料理だ。同店の一
押し、ポークベリーのカレー「Gaeng hang lay」は濃厚なカレーでしっかり煮込まれた
ポークベリーがとても柔らかく味わい深い。タイの伝統的なスナックで、新鮮な葉にロー
ストしたココナッツにマンゴー、ナッツ、干しエビなどを包んで食べる「ミヤンカ」は、レタ
スにお肉やピーナッツ、唐辛子などのスパイスなどを包んでアレンジを効かせている。
レモングラスとカシューナッツをまぶして揚げたタイのチキンウィングの「Thai Chicken 
Wings」は香り豊かで食感も楽しめて、ビールがぐいぐいすすむメニュー。料理のお供に
はタイのビールシンハーで乾杯。女性に特に人気があると言うタイにインスパイアされ
たカクテルもおすすめだ。

優しい味付けだが本格派！
タイのバンコクの人気店が香港初上陸
優しい味付けだが本格派！
タイのバンコクの人気店が香港初上陸

Soul Food Hong Kong
住所：26-30 Elgin St., SoHo, Central
電話：（852）2177-3544
営業時間：日～木 18:00～23:00、金土 18:00～24:00
ウェブ：www.soulfood.com.hk

オーナーのJarnettさん

お店の人気メニューのポークベリーの
カレー「Gaeng hang lay」

Soul FoodSoul Food
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　オンラインのフードストアからビジネスをスタートさせた「Feather and Bone」は、中
環（セントラル）のフラッグショップの成功を経て、今秋ハッピーバレーに2件目を出店。
新店のFeather and Boneでは、クオリティの高い食材とカジュアルな食事を1つの店舗
で提供する。
　ダークグリーンの色合いと整然と並ぶカウンターが美しい店内は、印象的だが親しみ
やすい雰囲気。テラスに12、店内には26の席を設けており、友人たちとのプライベート

パーティや、家族でゆったりした午後の時間を過ごすにもよい。アイ
ランド型オープンキッチンの中では、エグゼクティブシェフのEric 
Taluy氏が店内で販売されている高品質の食材を使い、昼夜にわ

たって腕を振るう。なかでも、焼き立てのパンとローストした野菜、シェフ厳選のチーズ
を使ったSourdough Tartine(HKD128)や、トマトや玉ねぎなどフレッシュな野菜たっぷ
りのMartina Omlette(HKD88)などが人気だそうだ。デリスタイルのサラダバーでは自
分好みのサラダをオーダーでき、オーストラリア産エイジングビーフなど、こだわりの食肉
が並ぶ「The butcher's counter」では、その場で購入し、好みの調理法を伝えて調理しても
らう、もしくは店員から種類に合った最適なレシピのアドバイスを受けることもできる。
甘いものがお好きなに方は「Spicy Chocolate Fondant」や「French Crème Brûlée」など
魅惑のスイーツメニューも揃っているので、Kim & Co. coffee
の豆を使ったコーヒーやフレッシュな100％ジュースととも
にお楽しみあれ。その他にも慎重にセレクトされ管理され
たワインや、フランス産のハムやフォアグラ、各国のアワード
を受賞したチーズなど、店内には食通をうならせる品々が
揃っている。
　Co-founderのNicholas Reymond氏は、「我々はファミ
リー志向のビジネスを展開しています。今回ハッピーバレーで食材とサービス、両方を
これまでに無い高いレベルで提供できることを誇りに思います。Feather & Boneでは食
材のプロフェッショナル達が、食に造詣の深いお客様のお越しをお待ちしています。」と
語ってくれた。
　まさに食料品店を超えた食料品店、Feather and Bone。近所の住民のみならず、高い
クオリティのフードを求める人で賑わうこと必至だ。競馬場近くの閑静なエリアで、豊か
な食との出会いを楽しんでみてはいかがだろうか。

良質の食材やデリを扱うフードストアが
ハッピーバレーにNEW OPEN
良質の食材やデリを扱うフードストアが
ハッピーバレーにNEW OPEN

Feather and Bone - Happy Valley
Shop A & C, G/F., Winner Bldg., No.11 Wong Nai Chung Rd., Happy Valley 
電話：(852)2836-3770
時間：月曜～日曜  7:00～ 22:00
メール: info@featherandbone.com.hk
ウェブ、 オンラインストア：https://featherandbone.com.hk

Feather & BoneFeather & Bone
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Go East!!
香港島を

東へ！
Go East!!
香港島を

東へ！
「香港島」と聞いて、
あなたはどのエリアを思い浮かべるだろうか？
セントラルの蘭桂坊？　SOHO?
それとも湾仔か、コーズウェイベイ？
はたまた、西のはずれで近頃注目のケネディタウン？

太古の日系スーパーには馴染みがあるけれど、
「そこから先へは行ったことがない」という人も多い。

ふと考えてみると、
確かに香港島東部のことをあまり知らない自分に気づく。

今回は、何か楽しい「発見」を探しに
香港島を東へ向かった。
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「そこから先へは行ったことがない」という人も多い。
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確かに香港島東部のことをあまり知らない自分に気づく。
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香港島を東へ向かった。
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い坂を登って行くと、「はてな？」と思わずにいられない、あることに気づ
く。トラムが走るメインストリートのはずのキングスロードがAEONの手
前で左へ逸れ、いきなり「脇道」になってしまうのだ。ここからAEONの前
を通って西湾河方面へと抜けて行くトラムロードの名は康山道（コーン
ヒルロード）。名前の“格”からしても英国キングの名を冠した英皇道の方
が上のはずなのだが…。
　実は80年代前半まで、太古城の南側にはそそりたつような傾斜の小
山がコブのようにあり、英皇道はトラムの軌道とともにこの山の縁をぐる
りと迂回していたのだ。これを切り崩
し、そこに康怡花園（コーンヒル）や康
山花園（コーンヒルガーデン）といっ
たマンションが次々と建てられ、康怡
廣場（コーンンヒルプラザ）や、現在は
AEONが営業している商業施設などが
つくられた。道路は切り通しとなり、ト

　日々の生活のなかで、自分の住んでいる街の
歴史についてどれくらい意識したことがあるだ
ろうか。どの街にも長い短いに関わらず必ず歴
史がある。しかも、その歴史が現状から全く想
像できないようなものであることも珍しくない。
香港島の中心街、中環（セントラル）からMTRで
東へ10数分、２つの日系スーパーがあり、日本
人学校へのアクセスも便利ということで、以前
から日本人にも人気のある街 太古（タイクー）
も、そんなエリアの一つ。このエリアの象徴とも

言える「太古城」はその昔、なんと造船所だった！香港で知らない人はい
ない、英系大手財閥スワイヤーグループ（太古集団）が1902年に着工し、
1907年に完成。当時香港最大の造船所として、一時は5,000人以上の労
働者が働いていたという。その後、同造船所を埋め立て、1977年に建て
られた「翠湖台」から一番新しい「海天花園」まで、約10年をかけて建設
された68棟にも及ぶマンション群と、ショッピングモールの「太古城中心
店（Cityplaza）」、そしてその隣にある４つ星ホテルの「東隅（EAST）」から
なる現在の太古城の姿となっていく。
　さて、鰂魚涌（クォーリーベイ）から東へ英皇道（キングスロード）の緩

香港島東區

造船そして製糖と
一大企業の成長と共に作られた
「実は」な歴史をもつ街

　香港島東区は香港島北岸の銅鑼湾（コーズウェイベイ）の東側から北角（ノースポ
イント）、鰂魚涌（クォーリーベイ）、小西湾（シュウサイワン）、筲箕湾（シャウケイワン）、
杏花邨（ヒョンファーチュン）、柴湾（チャイワン）の各エリアを指す。古くから筲箕湾や
柴湾などの入り江を中心に小規模な漁村が存在したが、19世紀に入って英国植民地
となってからは、埋め立てとともに開発が進み、採石場、造船ドック、工業地区として栄
えた。また、九龍半島との間で最も狭い水道の鯉魚門海峡は、航空機が出現まで、香
港防衛における最大の軍事的拠点であり、英国によってここに要塞が築かれている。
　1970～80年代以降、香港島東区の様相は大きく転換する。太古の製糖工場は中国
本土にその生産拠点を移し、多くの労働者を擁したドッ
クは大規模マンション群へと再開発されていった。同時
にMTR港島線、フリーウェイの「東區走廊」が柴湾まで開
通し、それまでトラムとバスだけだった公共の交通の便
は飛躍的に改善された。これにより現在では公共団地や
大型マンションなどが林立し、香港でも有数の人口集中
エリアとなっている。

太古太古
ラムもこちら側に付け替えられたが、英皇道の名前はそのまま残され、
康山道にメインストリートの座を譲る形となったのだ。
　もう一度太古城の西に戻ろう。英皇道沿いに建つ「太古坊」付近は、同
じくスワイヤーグループの砂糖工場があった場所だ。1881年から約90年
にわたりこの地で操業を続けた同工場は当時、スエズ運河以東におい
て最大規模の砂糖製造工場。現在は、生産拠点を全て中国本土に移動し
てしまっているが、今も「太古」ブランドの砂糖は香港人に愛されており、
スーパーマーケットなどでもお馴染みだ。
　いずれも今となっては、MTR太古駅と鰂魚涌駅のちょうど中間あたり
にある、英皇道から海に向かって伸びる「糖廠（砂糖工場）街」という通り

の名前と、Cityplazaの駐車場入
り口脇にある造船所の記念碑。
そして、当時、造船所の労働者の
子供のために設立された小学
校であった現在の太古小學
（Taikoo Primary School）の校章
に、スワイヤーグループの社章
デザインが使用されているとい
うことぐらいでしかその歴史を
知ることはできない。この街は
そんな「知る人ぞ知る」のユニー
クな歴史を持つ街なのだ。

Taikoo

古地図出典： Wikipedia
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前で左へ逸れ、いきなり「脇道」になってしまうのだ。ここからAEONの前
を通って西湾河方面へと抜けて行くトラムロードの名は康山道（コーン
ヒルロード）。名前の“格”からしても英国キングの名を冠した英皇道の方
が上のはずなのだが…。
　実は80年代前半まで、太古城の南側にはそそりたつような傾斜の小
山がコブのようにあり、英皇道はトラムの軌道とともにこの山の縁をぐる
りと迂回していたのだ。これを切り崩
し、そこに康怡花園（コーンヒル）や康
山花園（コーンヒルガーデン）といっ
たマンションが次々と建てられ、康怡
廣場（コーンンヒルプラザ）や、現在は
AEONが営業している商業施設などが
つくられた。道路は切り通しとなり、ト

　ジョギングをする人、散歩を
楽しむ人が行き交う海沿いの
プロムナード、鰂魚涌公園
（クォーリーベイパーク）に、赤
く塗られた一隻の「船」が展示
されているのをご存知だろう
か。それほど大きくはないと言
うものの、吃水の下から間近で
見上げる歴戦の船体には、本
物ならではの迫力が漂う。
　あえて「歴戦」と書いたが、こ
の船は1953年の就役以来、実
際に幾多の海上火災と“闘う”

など、このヴィクトリア港で活躍していた消防艇「アレキサン
ダー・グランサム号」。消防艇とは、水上や沿岸において発生した
火災の消火を行う船舶のことだ。全長38.9m、幅8.8m、高さ15m。
それまでの消防艇が小型のものばかりだった時代、当時の最新
設備を搭載した同艇は、消火効率を大きく向上させ、ヴィクトリ
ア港の安全を守るエースとしての役割を担った。1972年にヴィク
リア港で起こった、改装中の大型客船シーワイズ・ユニバーシ
ティ号（元・クイーン・エリザベス）の火災現場で消火にあたるな
ど、数々の火災現場に出動し、目覚ましい功績を挙げている。
　約50年にわたる活躍ののち、2002年に現役を引退。一回り大
型の新鋭消防艇「エリート号」に任
務を委ねた現在は、鰂魚涌公園の
海に面したこの場所に陸揚げされ
展示されている。
　備品などを除いた、往時のまま
のアレキサンダー号には実際に艇
内に入って見学できる。板張りの上
部デッキに上がれば、簡素で機能

的なブリッジを間近で見る事ができ、装備された消火砲に触れ
ることもできる。鉄と木でできたアレキサンダー号の船体は力強
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る。入場は無料。ぜひ家族で気軽に立ち寄ってみては。
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歴史についてどれくらい意識したことがあるだ
ろうか。どの街にも長い短いに関わらず必ず歴
史がある。しかも、その歴史が現状から全く想
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ない、英系大手財閥スワイヤーグループ（太古集団）が1902年に着工し、
1907年に完成。当時香港最大の造船所として、一時は5,000人以上の労
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消防艇アレキサンダー・グランサム展示館
（葛量洪號滅火輪展覽館）
場所：香港鰂魚涌公園（MTR太古駅から徒歩10分）
電話：(852)2367-7821
時間：10:00～18:00（火曜休館）
料金：無料
ウェブ：www.lcsd.gov.hk/ce/Museum/History/zh_TW/
　　　 web/mh/about-us/fireboat-alexander-grantham-exhibition-gallery.html
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ラムもこちら側に付け替えられたが、英皇道の名前はそのまま残され、
康山道にメインストリートの座を譲る形となったのだ。
　もう一度太古城の西に戻ろう。英皇道沿いに建つ「太古坊」付近は、同
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て最大規模の砂糖製造工場。現在は、生産拠点を全て中国本土に移動し
てしまっているが、今も「太古」ブランドの砂糖は香港人に愛されており、
スーパーマーケットなどでもお馴染みだ。
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にある、英皇道から海に向かって伸びる「糖廠（砂糖工場）街」という通り

の名前と、Cityplazaの駐車場入
り口脇にある造船所の記念碑。
そして、当時、造船所の労働者の
子供のために設立された小学
校であった現在の太古小學
（Taikoo Primary School）の校章
に、スワイヤーグループの社章
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　SOHO Eastのレストランの中でお洒落でひときわ賑わっているタイとベト
ナム料理のレストラン「Mint & Basil」。カラフルでモダンなインテリアが目印
の同店は、厳選した新鮮な食材で作る本的な東南アジアの味を楽しむこと
ができる。おすすめのメニューは、タイ料理の定番、野菜たっぷりのタイの焼
きそばの「パッタイ」。辛い料理が
多いタイ料理の中で、甘い味付け
で誰からも愛される味。涼しくなっ
たこの時期は、そよ風を感じながら
オープン席での食事もおすすめ。

　西湾河（サイワンホー）の海の近く、日本人も多く住む「グランド・プロムナー
ド」に隣接する閑静なエリアに今年７月オープンした「道の駅・香港」。一歩足を
踏み入れると、小ぢんまりとした店内には、他の日系スーパーではあまりお目に
かかれない日本全国の貴重な果物、食材、食品、名酒、菓子類などの物産が所狭
しと並ぶ。「ここに来れば日本各地の隠れた逸品が手に入る」と口コミが広がり、
大手日系スーパーの品揃えだけでは満足できない「日本通」地元香港人を中心
に連日賑わっている。日本各地の地方物産のアンテナショップとしても機能して
おり、特に沖縄県内の各市、北海道、栃木県、岡山県、神戸市などが積極的に香港
に向けてのプロモーションを展開、または今後予定している。近所に住んでいる
という香港人女性は「散歩の途中に見つけて以来、時々立ち寄っています。日本の

果物をよく買います。日本の果物は品質が高く、甘くて
新鮮ですね。初めて食べた岡山の桃の美味しさに感動
しました！」と話してくれた。我々日本人にとっては「決し
て“全国区”ではないが懐かしい」という地方の食材・食
品や酒類に、ここ香港で出逢える場所かもしれない。
　今後、「道の駅･香港」は、中国国内をも見据えたe
コマース展開を予定している。

日本郷土美食産地直送
（道の駅-香港) Michinoeki
住所：Shop GB17, G/F., 41 Tai Hong St., 
　　  Lei King Wan, Soho East, Sai Wan Ho
電話：(852)2569-8388
時間：10:00～22:00

香
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道の駅・香港 街ぶらで見つけた！

　香港での賃貸物件探しとなると、そのあっけに
取られるほどの家賃の高さだけでなく、室内も日
本のマンションとはずいぶん勝手が違い戸惑うこ
とも。そして、何より重要なポイントはオーナーとの
交渉。賃料のことは勿論、設備に関することでも、ど
れだけこちらの要望をしっかり伝えられるかが実
際に生活する上での快適さに直結する。
　西湾河にある「和光不動産」は、1994年に設立。日
本人のスタッフに加え、日本語が堪能な香港人ス
タッフも在籍し、賃貸の斡旋から入居後のサポートまで、「手厚く丁寧」。しっかりと
したサービスが好評で、在港日本人からの信頼度が非常に高い不動産会社だ。
　そんな、香港での物件探しをする人の心強い味方である同社のマネージング
ダイレクター劉達偉（ルイス・ラウ）さんに、地元の不動産会社ならではの香港島
東地区における最近の不動産事情について少しお話を伺ってみた。
　日系スーパーも近く、その利便性から日本人には馴染みの深い太古城だが建
設されてから約30年が経ち、10年ほど前から西湾河の「グランド・プロムナード」
「ラ・セゾン」の人気が高いという。「西湾河は画一的な街並の太古城に比べ、旧い
街の雰囲気を残しながら街に変化があり、海に近いので部屋から鯉魚門海峡の
眺望も良いですね」とルイスさん。また、交通や生活の面でも不便さを感じさせな

い筲箕湾の「ラ・リビエラ」や「アイ・ユニーク」は単身者にお
すすめだという。
　香港島側で住まいを探すなら西地区よりも、意外な掘り
出し物件がみつかるかも。

和光不動産-香港  Wako Property Co.
住所：Rm.1605, 16/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
電話：(852)2569-8183
ウェブ：www.wakoproperty.com.hk
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西湾河をベースに
20年以上の実績 和光不動産和光不動産

　「ヴィクトリア港を船で渡る」といえば、中環（セントラル）⇄尖
沙咀（チムサーチョイ）を結ぶ「スターフェリー」が有名。その他、
北角（ノースポイント）⇄紅磡（ホンハム）、九龍湾（カオルーン
ベイ）線もあるが、ここ西湾河にもフェリーが健在なのをご存知
だろうか。「珊瑚海船務（Coral Sea Ferry）」が結んでいるのは觀
塘（クントン）と三家村（サームガーチュン）。「三家村ってどこ？」
と思われる方も多いと思うが、海鮮料理で名高い鯉魚門（レイ
ユームン）のことだ。MTR将軍奥線・油塘駅から近い鯉魚門だ
が、あえてフェリー（渡し船）で行ってみる、あるいは帰ってみる、
というのもいつもと違った雰囲気できっと楽しいに違いない。
西湾河⇄三家村（鯉魚門）は片道HKD9。約10分の船旅だ。

珊瑚海船務（Coral Sea Ferry）
電話：(852)2513-1103
フェイスブック：珊瑚海船務〈参考ウェブ〉http://zh.hkferry.wikia.com/wiki/

海鮮料理は
船で食べにいく！

健在！ 西湾河発着フェリー

和光不動産
マネージングダイレクター
劉達偉（ルイス・ラウ）さん

「美しく、優雅に、スマートに」を
コンセプトに開発整理された香港
でも新しいエリアの「SOHO 

East」。香港島の東、西湾河(サイワンホー)の海側の遊歩道に面したダイ
ニングエリアで数多くの洒落なレストラン、バー、カフェが数多く並ぶ。ビク
トリア湾のハーバービューが魅力。心地よい潮風に吹かれながら平日の
ディナーや週末にゆっくりランチやお茶を楽しむにはぴったりの場所。ほ
とんどのレストランは犬連れでもOKなので愛犬家にはうれしい。

Mint & Basil
住所：Shop GA 4-7, Site A, 45, Lei King Wan, 
　　  Site A, 45 Tai Hog St., Sai Wan Ho
電話：(852)2563-3388
時間：ランチ    12：00～15：00
　　  ディナー 18：00～23：00

Mint & Basil
そよ風に吹かれながら
本格東南アジア料理を

西湾河Sai Wan HoSai Wan Ho
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