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　今回は、東莞市内における工場移転に関する労務問
題について、皆様と情報の共有をさせていただこうと
思います。

一、背景
　東莞市に位置するＡ社は今年、東莞市内での移転を
計画しています。Ａ社は移転の発表に際して、従業員が
経済補償金の支払いを求めてサボタージュを起こすの
ではないかと懸念しています。

二、法律分析
1、関連法令
　「企業組織形態変更過程における労使紛争の防止業
務の徹底に関する広東省人力資源及び社会保障庁の
意見」（粤人社規〔2013〕3号，以下「意見」という）
　（三）労働契約の継続履行問題について
　企業が市の行政区内で移転をし、従業員の通勤につ
いて、市の交通機関を利用できる、又は企業が通勤手
当を支給する、もしくは無料の交通手段で送迎するな
どの便利を提供することによって、従業員の生活に明ら
かな影響を生じさせない場合、原労働契約は継続履行
されるものとする。
　原労働契約が継続履行される場合、企業は経済補償
金を支払う必要はない。企業及び従業員は原労働契約
の約定に従い各々の義務を履行する。企業は従業員の
報酬待遇を随意に引き下げてはならず、従業員の当該
企業での勤続年数は継続して計算する。労使双方は労
働契約又はその他の書面により従業員の当該企業で
の勤続年数を明記することができる。
2、移転先に同行する従業員について
　前述の「意見」の規定によりますと、移転先に同行す
る従業員について、原労働契約が継続履行されるた
め、経済補償金を支払う義務はなく、当該従業員の勤
続年数は連続して計算されることになります。

3、移転先への同行を拒み退職を申し出た従業員について
　前述の「意見」の規定及び当職の経験に照らします
と、東莞市内で移転をする場合、次の各号に掲げる条
件の一を満たす場合、今回の移転は従業員の生活に明
らかな影響を生じさえるものではないとみなされます。
したがいまして、この場合には、従業員が移転を理由に
退職を申し出たとしても、経済補償金を支払う義務は
生じません。
•引き続き旧工場付近に居住する従業員に無料の交通
手段を提供する
•引き続き旧工場付近に居住する従業員に交通手当を
支給する
•引き続き旧工場付近に居住する従業員が東莞市の公共
の交通機関（バス、地下鉄など）を利用して通勤できる

三、サボタージュの対応策
1、今回の移転は東莞市内であり、法律上は経済補償金
の支払い義務は生じえませんが、実務上は、従業員が
移転を理由にサボタージュをし、経済補償金の支払い
を求めてくる蓋然性が高いといえます。
2、サボタージュが生じる蓋然性を低減するため、移転ス
キームの制定にあたっては、現地の社区管理部門、労働
部門などの政府行政機関の意見を聴取し、移転発表時
や労働組合など従業員代表との労使交渉時において
は、政府行政機関の人員に現地に立会をしてもらうこと
が望ましいでしょう。移転スキームの説明においては、移
転の必要性及び合理性、並びに従業員の賃金待遇を維
持すること、勤続年数は継続して計算されること、無料の
交通手段を提供すること又は交通手当を支給すること
について盛り込むべきです。そして、会社上層部は、政府
部門の人員、労働組合委員、弁護士などの在席のもと、
従業員の意見を聴取し疑問に回答する機会を設け、従
業員の情緒安定に努めることが望ましいでしょう。
3、サボタージュが生じた場合、従業員に代表者を選定

して対話をするように要求し、かつ、必要に応じて政府
行政部門の人員に仲介、調停をしてもらうことが望まし
いでしょう。政府部門の人員の意見は、従業員にとって
会社内部の人員の意見よりも説得力があるといえます。
また、通知などの書面を掲示することなどによって、従
業員には正常に勤務する義務が有ることを強調し、職
場放棄をした従業員は、その時間帯の賃金を支給しな
いこと、サボタージュを扇動した従業員は規則制度に
則り厳しく処罰すること、会社に生じた損害賠償請求を
することなどを強調します。これらの手段を講じて、サボ
タージュの早期解決を図ることができます。

四、まとめ
　東莞市内の移転において、従業員の生活に明らかな
影響が生じない場合、経済補償金の支払い義務は生じ
ませんが、実務においては、従業員がサボタージュに
よって経済補償金の支払いを求めてくるケースが多く
ございます。そのような事態に適切に対処するために、
事前に弁護士などの専門家や現地の政府部門に相談
の上で対応策を検討することが肝要であると考えます。

東莞市内における工場移転について
中
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広東盛唐法律事務所
SHENG TANG LAW FIRM
法律顧問
大嶽 徳洋 Roy Odake
行政書士試験合格 
東京商工会議所認定
ビジネス法務エキスパート 
Tel: (86)755-8328-3652 
E-mail: odake@yamatolaw.com

ビジネス（香港・広東共通）
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深圳

Golden Pacific Garden

エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店エイブルネットワーク深圳店
(86)136-3285-3590(代表 本間)

深圳市福田区金田路3037号
金中環国際商務大厦B1129室

(86)755-2398-5391

（所在地） 深圳市福田区新洲路与福华路交汇处

（間取り） 2ＬＤＫ

（室　内） 全家具・家電付き。新内装

（環　境） 購物、公園に近い

（月　額） 13,000元／月

（所在地）　南山区中心路2233号宝能太古城

（間取り） ３LDK

（室　内） 新内装。家電・家具も新品

（環　境） all city Shoppingmall、

 庭園、後海の海岸cityに近い

（月　額） 20,000元／月

（所在地） 南山区中心路1088号鸿威海怡花園

（間取り） 4LDK

（室　内） 内装が綺麗

（環　境） 小鳥のさえずりも聴こえる、緑豊かな庭園あり

（月　額） 20,000元／月
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Property Agency List
日系不動産代理一覧
トロント不動産 TEL (852) 2882-1922
14A, Hoi To Court, 275 Gloucester Rd., CWB
スターツ（香港） TEL (852) 2836-0760
Unit 1805, 18/F., Causeway Bay Plaza 2,463-483 Lockhart Rd., CWB
三宝不動産 TEL (852) 2566-0155
Rm. 1003, 10/F., Marina House, 68 Hing Man St., Sai Wan Ho
南洋不動産 TEL (852) 2891-4113
20/F., Flat A, Fairview Court,15-17 King Kwong St., Happy Valley
グレートユニオン不動産 TEL (852) 2856-2382
Rm. A, 25/F., Capital Ctr., Tower 2, 28 Jardine’s Crescent, CWB
リアルエステート TEL (852)2838-2117
Rm. 1601-2, Workingfiled Comm. Bldg., 408-412 Jaffe Rd., CWB
エイブル（大建不動産香港） TEL (852)2525-2083
Rm. 1601, Dina House, 11 Duddell St., Central 
ベターハウス 広州支店 TEL (86) 20-3877-1528
広州市天河区天河北路僑林街47号中旅商務大厦東塔2304号
友和不動産 TEL (86) 20-8729-4501
広州市天河区粤墾路38号広墾商務大厦7F
スターツ（広州） TEL (86) 20-3877-0041
広州市天河区体育東路138号金利来数碼网絡大厦410室
フルホーム不動産 TEL (86) 20-3801-2651
広州市天河区五山路141号之一尚徳大厦B棟22-24階 
ライフパートナー TEL (86) 20-3881-3137
広州市天河区珠江新城花城大道３号南天広場6階F2-IB室
広州ラクラシ不動産 TEL(86) 20-8753-4146
広州市天河区天河路371号隆徳大厦東棟1808-1810号室
OK-Support 深圳 TEL (86) 755-2360-2214
深圳市福田区彩田路東方新天地広場D座1805
エイブルネットワーク深圳 TEL (86) 755-2398-5391
深圳市福田区金田路3037号金中環国際商務大厦B1129室

ジュノー不動産 TEL (86) 755-8219-5546
深圳市羅湖区深南東路5002号地王大厦主楼40-10単元
ベターハウス 深圳支店 TEL (86) 755-8367-8712
深圳市福田区益田路江蘇大廈B座1013室
不動産NAVI 羅湖店 TEL (86) 755-2584-5960
深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼401号室
不動産NAVI 南山店 TEL (86) 755-3660-7226
深圳市南山区海岸城東座225号

ライフ（香港・広東共通）
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ルタオ氏ってどんな人？
　ルタオ氏は占い師の傍ら、昼
間は金融マンという別の側面
を持つ。父親の影響で5歳の時
に日本に興味を持ち、日本の大
学・就職していた経験から日本
語が堪能。丁寧なヒアリングと
占い結果を日本語でわかりや
すく助言してくれるため、日本
人のリピーター率は90％を超
えている。夜と週末のみ占うス
タイルで2017年4月現在、占っ
た人数は350人以上。

どんな占いスタイル？
　占いスタイルは特徴的。まずはヒアリングから始
め、ヒアリング結果から、絵柄や特徴の異なる20種
類のカードから使うものを選ぶ。質問内容や雰囲
気、性格の特徴によってカードを選ぶことが多いと
言う。カードは「タロットカード」だけでなく、オリジナ
ルカード「レノノ」を所有する。「レノノ」とは、ルタオ
氏の師匠、パリス氏が考案し作成したカードだ。特
に特徴的な点は、ひとつのカードだけで占うのでは
なく、複数のカードで占ったり、占星術、ギリシャ神話
など異なる占術を組み合わせて占うことだろう。

占い師になるきっかけは？

学院に通うため、シドニーに住んでいたルタオ氏は
街で偶然、怪しい雰囲気の店に遭遇した。実はその
店は、のちにルタオ氏の占いの師匠となるパリス
（Paris Debono）氏の占いの館だった。実際に中に
入ってみると、棚には水晶がたくさん飾ってあり、い
かにも…な怪しい雰囲気。不安を覚えたルタオ氏
が、店を出ようとしたその時、パリス氏に「占いをす
るか」と声を掛けられ、このことがきっかけとなり、占
いに目覚め、占い師ルタオが誕生した。シドニーで

占いを続けるうち
に、リピーターが
増え、独立を検
討。2008年からは
拠点を香港に移
し、占っている。

　ルタオ氏の気さ
くな人柄は肩ひじ
張らずに話しやす

人も多いだろう。香港は人よりも占い師は多いにも
かかわらず、リピーター率90％というのは納得でき
る。あなたもぜひ、占ってみてはいかがだろうか。

住所：64 Tung Lo Wan Rd.,CWB
電話：(852)9136-0453（日本語可）
時間：月～金19：00～22：00
　　  土・日10：00～22：00　※完全予約制　
料金：HKD600/40分（以降＋HKD100/10分）
ウェブ：www.thehealingkingdom.com

ルタオ氏からのメッセージ
「星はいつも未来を照らし、カードは鏡のよ
うに今を写しながら、私たちの運命の輪をま
わしています。

その中、自分なりの道を見つけ、怯まず先に
進むことが大事です。カードと星はいつでも
私たちの声に答えてくれていますから、

勇気を持って聞きましょう。幸せは必ずやっ
てきます。」
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お 香港の人気占い師「ルタオ」が

あなたの悩みを占い、未来へ導く
「突然香港に住むことになり生活に不安がある」、「子供の出産はどこですべきか」、
「遠距離恋愛中のパートナーとの将来が気になる」など悩んでいる人はいないだろうか。
そんな方に人気占い師ルタオ氏を紹介しよう。
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　99年に「Gardener(ガーデナー)」シリーズを発表し、アート・トイの先駆者となったマ
イケル・ラウ。彼は香港やパリ、日本、LAなど世界の主要都市で18年以上に渡り、同シ
リーズのために創作した119以上のキャラクターでポピュラーカルチャーやストリート
シーンを反映したアートトイの世界に多大なる影響を与えてきた。今回ガーデナーシ
リーズはCarhartt WIPと協力し、「GARDENER SAYS WORK IS OVER!」のタイトルで限定
フィギュアを発売する。
　シリーズの仮想世界ではラウが最初に作ったキャラクター、MAXXを中心に、スト
リートカルチャーブームを反映したストリートキッズ、バスケットボール選手、グラフィ

ティアーティスト、ラッパー、DJ、
スケートボーダーなど彼を取り
巻く友人たちと、それぞれのス
トーリーを繰り広げる。今回は2
種類のMAXXのフィギュアが登
場した。

●STREETMAXX;16 years old; Skateboarder 
ストリートマックス；16歳　スケートボーダー
90年台の文化の影響を受けて育ち、スケートボードと落書き、ボーン・リベルに夢中。
高校を卒業したばかりで夢を追うこと、家族の期待にもがきながらも必死に働く。
服装：Carhartt WIPs　クラッシックアクティブジャケット、
　　  カモフラージュ・アビエーションショーツ
「Work In Over」のタイトルが入ったCarhartt のオレンジのスケートボードを携えている。

●WORKMAXX; 33 years old; Painter
ワークマックス：33歳　職業　画家
困難に満ちた人生を送りながらも、自らの思想と描くことに信念を持つ自由思想のプ
ロ画家。「よく働き、よく遊べ」がモットー。クラッシクなアメリカンワーカースタイルを好
み、オーバーサイズの服はもう着ていない。口ひげにこだわり有り。
服装：ハミルトンブラウンのCarhartt WIP ミシガンチョアコート、
　　  ビブオーバーオール、アクリルウォッチハット
コラボレーションロゴが入ったリバーシブルの「WORK IS OVER」 トートバッグ付き。

　両製品とも12インチのアクションフィギュアで、汎用性のあるジョイントと比率にカ
スタマイズされている。
　なお、フィギュア購入者先着50名にはマイケル・ラウのサイン入りコレクターミニス
ケートボードがプレゼントされるとのことなので、このチャンスはお見逃せない！

CARHARTT WIP X GARDENER by 
michael lau Collectible 12” action figure
STREETMAXX;16 years old; Skateboarder 
価格: HKD 2,800　限定50体

WORKMAXX; 33 years old; Painter
価格: HKD 3,200　限定150体
限定商品。一部のCarhartt WIP店舗で入手可能。(国際展開は3月24日～）

［ CARHARTT WIP X GARDENER by michael lau Collectible 12” action figure ］ 

アート・トイのパイオニア
マイケル・ラウの特別アクションフィギュアが発売
アート・トイのパイオニア
マイケル・ラウの特別アクションフィギュアが発売
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　5月６、13、20、27日と6月３日には、屋上を開放してのフランス映画の
鑑賞会が開かれる予定（19時開演予定）。入場は無料で、開放感あふれ
る空の下でソファーに寛ぎながら映画を愉しめる。また、「唞啖戲」と題
される活動は、D2 Placeの屋内で毎週水曜日に行われるもうひとつの映
画鑑賞会。5月３日には、
あの【失楽園】も放映予
定だ。「唞啖戲」の入場
チケットに関してはウェ
ブサイトを参照のこと。

　2013年にオープンしたショッピングモール【D2 Place】は、現在では第２期の【D2 Place Two】も完成したアートで文
化的な西九龍のランドマークをコンセプトにした総合商業施設。荔枝角駅から続く地下道で、D2出口から出るとすぐ前
にあるので、名前と共に分かりやすい立地だ。クリエイティブなライフスタイルを提案するファッションや雑貨店、アップ
デートし続けるカフェやレストランなどがテナントとして入っており、週末のウィークエンドマーケットや、屋上での映画
上映など、愉しめるイベントも盛りだくさん。

特 

集

荔枝角＆
ラ
イ
チ
ー
コ
ッ
ク

MTR荃湾ラインのほぼ真ん中に位置するMTR荔枝角駅付近は、古くから今でもアパ
レル関連の企業が集まるエリアであり、日系企業も多い。駅前のビルには服飾関係
の卸問屋が軒を連ね、香港各地の洋服小売店が買い付けにくる様子が今でも伺え
る。そんな荔枝角が再開発によりここ数年で著しい変貌を遂げている。駅の南側には
地下道で繋がる高層マンション群が建ち、日本人も多く入居している。その敷地内に
はスーパーやレストランが数多く入り、ひとつの街を形成し、近隣にはショッピング
モールがオープンしたりもしている。

今、荔枝角でHOTなショッピングモールD2 Place

D2 Place TWO

屋上で仏映画が観られる！

D2 Place ONE 一期
住所：9 Cheung Yee St., Lai Chi Kok

D2 Place TWO 二期
住所：15 Cheung Shun St., Lai Chi Kok

時間：「ONE」「TWO」共に10:00～22:00
ウェブ：www.d2place.com/
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PPW：まず、羅氏集団に関して教えてください。
羅氏：はい。弊社はもともとはアパレル関連の企業でして、40年
以上の歴史があります。グループ企業の中には、みなさんもご
存じの洋服ブランドBossiniもございます。緑色のロゴを街中
でご覧になられた事がございますよね。
PPW：荔枝角という工業街で、どうしてショッピングモー
ルを作ろうと思ったのでしょうか。
羅氏：このエリアにはアパレル関連の企業が非常に多く、弊社
もそのひとつとして、工業ビルを所有しておりました。数年前に
香港政府のビルに対するスキームが変わり、工業ビルの再開
発に取り組みやすくなりました。多くのビルはフロアやユニット
ごとに所有者が異なりますが、幸い弊社はビル１棟を丸々所
有していた為、社内稟議を経て、ショッピングモールを作ること
にスムースに着手する事ができました。当時は、どの企業も工
業ビルから商業ビルへの衣替えに対するリスクに及び腰だっ
た為、その証拠に今でも元々工業ビルだったショッピングモー
ルは今でも、香港内においては、このD2 Placeのみなのでは
ないでしょうか。

PPW：このショッピングモールを作る上で、大変だったこ
とを教えてください。
羅氏：まず、ビルの内部の内装工事ですね。工業ビルやオフィ
スビルと、ショッピングモールの造りは全然違います。吹き抜け
でエスカレーターを通したり、モダンな造りにしたりと莫大な投
資が必要です。また、今も継続的に行っている週末のウィーク
エンドマーケットは、当初１
着HKD2,000～3,000ほど
する洋服を販売していた
為、あまり売れませんでし
た。その後は、小物を増や
したり、単価の低い物や若
者に受け入れられやすい
物を増やしたりする事に
よって、定着して参りました。
PPW：ずばり日本人の来場数はいかがでしょうか。
羅氏：おかげさまで、オープン当時から多くの日本人の方にも
ご来場いただいております。このエリアには日系企業も多く、近
くのマンションには日本人の方がたくさん住まわれていますの
で、例えば当館の「日本料理店 鵜舞」なんかは、いつも日本
人客でいっぱいですね。
PPW：今後のD2 Placeとしての目標を教えてください。
羅氏：はい。D2 Placeの第三期目のD2 Place Threeを作るこ
とです。
PPW：最後に弊紙読者に一言お願いいたします。
羅氏：我々香港人は、一人一回は日本に旅行しているのでは
ないか。というくらいの日本旅行好きですが、日本人の皆さまに
も、香港に滞在されるのであれば、必ず一回はD2 Placeにお
越しいただきたいですね。お待ちしております。

PPW：ありがとうございました。

D2 Placeの仕掛け人・羅氏集団CEO
Bosco Law氏にインタビュー

D2 Place ONE 
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あんなお店や
　　 こんなお店が！
あんなお店や
　　 こんなお店が！

　ずらりと並ぶ色鮮やか
な弾幕が目を引く店内に、
新鮮な食材が揃った炉端
焼きカウンター。昭和を感
じさせるどこか懐かしい雰
囲気は、思わず「生ビー
ル！」と注文したくなる店。
焼酎や日本酒などアル
コールの種類も豊富で、定番の居酒屋メニューはもちろん、「元祖博多焼
きラーメン」や「牛タンかつ」など、バラエティーに富んだ料理は酒の肴に
ピッタリ！日本人の料理人が常駐しているので、その味にも納得。現在、
月～水曜日限定で、焼酎や果実酒を１本購入につき、もう一本サービス
の期間限定スペシャルプロモーションを実施中。

　「可愛い、楽しい、新発見！！！」をコンセ
プトにすべての年代の人がエンジョイで
きる香港の日本百貨店を目指していると
いう「AQUA PLAZA」。現在香港には4店
鋪あり、フラッグシップストアであるアク
アプラザD2 Place店がこちらの店。今の
日本と変わらないトレンドを押さえた雑
貨やアクセサリーがあるかと思えば、昔
懐かしの人参の形をした駄菓子や、レト
ルトの肉じゃがなども販売しており、行く
度に新たな発見がありついつい長居を
してしまう。2016年には、日本の人気雑
誌「JJ」や「vivi」のモデルや、香港のアイド
ルが登場するミニファッションショーを
開催し、多くの報道陣が駆け付けた。

　台湾発の子供の遊び場とレ
ストランがひとつになった店。
砂場やカラーボールで埋め尽
くされた疑似プール、アスレ
チックなどの子供が夢中にな
れる環境を提供。2歳以下専用
のスペースもあり、幅広い年齢
の子供が愉しめる。

　画面に向かって打つシュミレーションゴルフ施設。本格的なコースを体
験しつつも、天候に左右されない屋内という空間において、より気軽に知
人や家族とゴルフを楽しむ事が可能に。併設されたBarでプレイ後の一
杯も格別な味わい。ゴルフ教室も展開中。

【買】AQUA PLAZAJapanese Lifestyle & Accessories

【子供】Mr.Tree 大樹先生的家Family Restaurant

【打】GREENLIVE Golfzon

住所：1/F, Shop 114-127, D2 Place ONE
電話：(852)2593-6888
時間：11:00～26:00

住所：1/F, Shop 103-107, 120-121, D2 Place TWO
電話(852)3184-0033
時間：9:30～21:00　火曜日定休

住所：1/F, Shop 104, 106-112, D2 Place ONE
電話：(852)2377-0255
時間：日～月: 11:00～21:00

住所： Shop 2, G/F, D2 Place One
電話：(852)2743-8011
時間：日～月 12:00～14:30
                        18:00～22:30
※プロモーションは急遽終了する事もあり

【食】日本料理 鵜舞
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荔枝角
エリア

　ここ数年で目覚ましい発展を遂げた茘
枝角は見所満載です。尖沙咀（チムサー
チョイ）から7駅目でわずか14分、私が住む
マンションはMTRの駅から地下道で繋
がっていて、下には大きなショッピング
モールがあります。モールにはたくさんの
レストランや日本の食材も揃うスーパー
マーケット、多種多様なショップ、美容院、
エステサロン、クリーニング屋、塾、歯医者
や内科もあり、本当に住みやすい便利な【街】を形成しています。
最近では更に新しいショッピングモールもできたりしています
ので、飲食業や小売りのビジネスをされている方には出店地と
して、狙い目なのではないでしょうか。住環境も整い、週末もこの
一角だけで十分エンジョイ出来る魅力的なエリアです。

　この辺りの穴場情報だと2つですかね。ひ
とつ目は、駅前の洋服の卸問屋がたくさん
入っている香港工業中心の2階にあるベジタ
リアンのお店「Ateen 社企素食」です。社会福
祉の企業で障害を持った方達を積極的に採
用しているのですが、ランチはHKD40で3種
類のおかずとご飯、スープがついてとてもヘ
ルシーなんです。このお店で日本人を見かけ
た事はないのですが、お坊さんを良く見かけ
ます。仏教の日取りで素食の日があるみたい
で、そういう日には大変混み合いますね。あとは、荔枝角と長沙湾の中間にある深水
埗運動場内の公園にテーブルつきのベンチがあり、青空の下、お弁当を食べてリフ
レッシュして、午後の業務に取り組む。といった気分転換がオススメです。

元祖北海道札幌拉麺
　カウンター、テーブル席を完備しており、1人で
立ち寄るのも良し、同僚や友人とわいわい楽し
むのにも持ってこいだ。「札幌」といえばなんと
言っても「西山製麺」！同店ではこの西山製麺を
北海道から取り寄せているこだわりよう。北海道
では知らない人がいないほど有名で、太くてコ
シのある縮れが特徴だ。豚骨が主流の香港だ
が、ここでは醤油、味噌、塩も提供している。「濃厚味噌ラー
メン」は、縮れ麺に濃厚な味噌がよく絡み、一度食べたらや
みつきになること必至。「塩バターラーメン」は、バターのコ
クがトッピングのコーンやワカメと相性抜群。スープは塩加
減が程良く、飲み干してしまうほど。その他、「醤油ラーメン」
や「味噌バターラーメン」、イカ飯や鮭とばを始めとした夜
のアラカルトメニューも充実している。 また、オーナー山田
さんは、香港の有志ラグビークラブ「Gaiwu-J」のスポン
サー活動も務めている。気になった人はすぐ連絡を。

大戸屋 荔枝角店
　Aeon内にある大戸屋荔枝角店。日本の大戸屋同様に優
しい家庭料理や定食を食べたくなったら訪れるもよしと日
常使いに使えるお店。日本から空輸で運ばれた新鮮な魚
を使用した焼き魚の定食や、海外にいるとどうしも恋しく
なる日本蕎麦など、香港にいる事を忘れてしまう料理の
数々。お子様セットも玩具付きだったり、あまり知られてい
ないが定食はご飯1膳お替り無料と、
家族で使える店だ。4月25日にリ
ニューアルオープンした同店の新メ
ニューにも注目したい。

CoCo壱番屋 荔枝角店
　同様に日本人の多く住むマンション碧海藍天の
Aeon内にあるおなじみのカレー屋。急に無性に食べ
たくなるカレー欲もこの店が満たしてくれる。セット
メニューやトッピング、ご飯の量、ルーの辛さも選べる
ので安心して家族でも利用できる。Aeonで買い物後に立
ち寄る邦人家庭も多いとか。

知らなくても損しない荔枝角まめ知識
　このエリアを歩くと、看板がないレストランが目立ち、実際入店し
てみると香港ではよく見かけるチェーン店だったりする。これはレス
トランのライセンスが入居ビルの人間にのみ食事を提供してよい
食堂ライセンスの為、建前上は外部の人間に食事を提供できない
からだ。ただ、外から入ってきた人間なのかどうか調べるすべもな
く、売り上げもあげたいので、ビル内からの入り口の他に、外からも
入店できる入口が開いている。

ちょっと足を伸ばせば
　荔枝角駅お隣の長沙湾駅まで足を伸ばせば、駅前に開発中に偶
然発見された古墳を博物館にした施設がある。入場は無料でライト
アップされた古墳内を見学する事ができ、陶器や青銅器、発掘作業
当時の写真などが展示されている。十字の形をした
古墳はもともと海に面していて、積まれたブ
ロックには花紋などが刻まれており神秘的。
時間があれば、是非立ち寄りたい。
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住所：G/F., 456 Castle Peak Rd., Cheung Sha Wan
 　　(荔枝角駅B1出口から徒歩10分ほど)
電話：(852)2370-2801
時間：12:00～14:30　18:00～22:30

住所：Shop L003, G/F., Aeon Lai Chi Kok Store, 
　　  Aquamarine, 8 Sham Shing Rd., Lai Chi Kok
電話：(852)2749-6077
時間：11:00～22:00

住所：Shop No.G009, Aeon Lai Chi Kok Store, 
　　  Aquamarine, 8 Sham Shing Rd., Lai Chi Kok
電話：(852)2749-6379
時間：11:00～22:00

札 幌札 幌
元祖北海道札幌ラーメン

麺はサッポロ西山ラーメン

Ateen 社企素食
Shop A13, 2/F., Block A, Hong Kong Industrial Centre, 489-491 Castle Peak Rd., Cheung Sha Wan
TEL(852)2776-6290

人材仲介・紹介会社でお勤めの
マネージング コンサルタント

鎌田千賀子さん

荔枝角に10年住んでいる
川崎友也さん

APASS International Hong Kong Co., Ltd. 
住所：Unit 02, 26/F, Peninsula Tower, 
　　  No. 538 Castle Peak Rd., Lai Chi Kok
電話：(852)2328 9039
メール：confidentialkln@apass.com.hk
ウェブ：http://apass.com.hk/

荔
枝
角
在
住・お
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め
の

          

日
本
人
に
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い
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の
魅
力

李鄭屋漢墓博物館
住所：41 Tonkin St, Sham Shui Po
　　 （長沙湾駅A3出口から東京街を北東に直進）
電話：(852)2386-2863
時間：10:00～18:00（祝日を除く木曜日閉館）
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　中環（セントラル）にある「Lee Lo Mei」では、伝統的な香港料理の形式を守りな
がらモダンにアレンジした料理の数々を堪能することができる。
　「Spicy shelter crab」(HKD108) は揚げた蟹のすり身ボールと卵を抱き皮ごと食

べられる蟹の身少々、ネギの上に
たっぷりのガーリック・クラムがトッ
ピングされており、蟹の旨味を存分
に楽しむことができる一品だ。

　また、「A clay pot filled with seasonal vegetables with salted fish, garlic and 
ginger」(HKD88)もお勧め。中国産の新鮮で甘いケール、炒めた軽く香ばしいソース
に、柔らかくてマイルドなニンニクがマッチしている。「Turnip cake」(HKD88)はクリ
スピーなカダイフ（小麦粉と水でつくる生地を麺状にした、ビーフンのような食材）に
包まれた大根餅が自家製のXO醤ソー
スにマッチングし、味の良さはもちろん
新鮮な食感を楽しむことができる。
　「’’full of rice’’ chicken with whole 
abalone」(HKD268)は食事のハイライ
トになること間違い無しの一品。骨を
抜いたチキンに味付けされたもち米
を詰めて蓮の葉にくるんで塩釡焼きに
したもので、サーブの際、シェフが塩釡
を砕き蓮の葉を解くと素晴らしい香り
があたりに広がって食欲をそそる。
　モダンなデザートの「Sweet rice dumplings」(HKD88)は、よくある生姜の温かいスー
プに黒ゴマあん入りの餅が入った湯園（タンエン）とは一線を画し、トパーズ色の透
明な生姜スープボールの中に餅が入った見た目が美しい一品。一口で味わえば、溢
れだすスープと餅のコントラストが口一杯に広がる。
　趣きある店内は一階がバーになっており、カラフルでレトロな装飾が施されてい
るが安っぽさは感じられない。デザートを含むたった1ページのメニューながら、試
したくなる料理ばかりで目移りすること間違いなしのお店だ。Lee Lo Meiで、現代風
香港料理の世界を楽しんでみては。

セントラルの「Lee Lo Mei」で現代的アレンジの
香港料理を楽しむ
セントラルの「Lee Lo Mei」で現代的アレンジの
香港料理を楽しむ

Lee Lo Mei
住所：8 Lyndhurst Terrace, Central
電話：(852)2896-7688    
時間：ディナータイム 18:00～23:00
ウェブ：http://leelomei.hk

Lee Lo MeiLee Lo Mei
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