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　中国華南地区にて長年 IT サービスの仕事に携わっ
ている著者です。つい先日のことですが、世界規模でサ
イバー攻撃やセキュリティの脆弱性をついたコン
ピュータウィルスの蔓延がメディアでも大々的に取り上
げられ話題となりました。その中で頻繁に「ランサム
ウェア」というワードが出てきましたが、これはマルウェ
アの一種で特に「WannaCry」が世界中で猛威を振るい
甚大な被害を与えました。インターネットを介してゲー
ムを楽しむ個人ユーザにはじまり、世界的な大企業や
各国の公的機関に至るまで亜種（※）を含む様々なラン
サムウェアの感染被害が数多く報告されており、最悪の
場合は一時的な業務停止に追い込まれた組織も頻発
したとのこと。実際に中国華南地区の日系企業の間で
もランサムウェアの被害が確認されています。

　ウィキペディアによると、ランサムウェアとは
「Ransom（身代金）」と「Software（ソフトウェア）」を組み
合わせた造語で、これがコンピュータに感染すると、利
用者のシステムへのアクセスを制限し、この制限を解除
するために身代金（Ransom）を支払うよう要求すると
いった悪質なマルウェアであると紹介されています。要
約すると、システムのハードディスク内のデータを勝手
に暗号化し、その解除と引き換えに金を払えと恐喝を行
うような仕組みです。当然、支払ったところで解決するも
のではなく、一度感染するとデータが使用不能に陥ると
いうやっかいなもの。

　この悪質なランサムウェア、感染経路はダウンロード
された不正プログラムやMicrosoft 製の旧 OS に見ら
れるネットワークサービスの脆弱性をついたもので、そ
こを起点に感染が拡大するようにプログラムされてい
ます。最新のWindows OS でセキュリティ更新を常に
完璧に行っていれば基本的に感染することはありま
せんが、多くの企業では現在でもWindows 7 やそれ以
前のOSを使用しているところもあり、感染被害の拡大
が懸念されています。Microsoft 社では既にサポートの
終了したOS に対しても例外的に修正プログラムを提
供しています。今回の大規模感染においては、個人利用
の PC だけでなくサーバ用OS にも同様に感染が広が
りますので、社内サーバなど多数のユーザが共有して
いる機器への感染も注意が必要です。

　ランサムウェアに感染しないためには、①不審な
メールの添付ファイルは絶対に開封しない、②不審な
メール本文中に記載されているリンクへのアクセスは
しない、③OS は常にセキュリティの更新を怠らず最新
の状態に保つ、④サポートが終了しているOSを使用し
ている場合はサポート提供中の新しいOSに移行する、
というのが基本になります。ウィルス対策ソフトの定義
ファイルも常に最新のものとなるよう気を付けましょう。
運悪く感染してしまった場合はそれ以上 PC の操作は
行わず電源をオフにし、自社の IT 担当者や専門機関に
対応を依頼してください。

　　　　　　　　　　　　 赤座 卓也 （あかざ たくや）

Solution ビジネスにおけるソリューション・
ナレッジや解決法

【ランサムウェアに要注意】

兆星電脳有限公司
TERASTARS Computer Ltd.
広東省佛山市順徳区大良街道宜新路1号銀海大厦14楼A8
Tel：(86)757-2238-3352　Fax：(86)757-2238-3353

Web：www.terastars.com※亜種…「特定のウィルスに似ていながら、微妙に異なる特徴を持つもの」
（※インターネットより情報を抜粋）
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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

就労ビザ申請上のチェックポイント
　就労ビザの申請では、そのポジションを外国人に担
当させる理由とそのポジションに対し、当該申請者が適
性のある人材であることの説明が重要であることは御
存知の方が多いと思います。この点について香港移民
局のオフィサーに納得してもらうことは大前提ですが、
それ以外の細かい点もしっかりチェックされています。

ビザ申請と給与額について
　「ビザを申請するのに給与額はどれくらいに設定すれ
ばいいか？」という質問を受けることがあります。この点
について、あるケースでつい最近、オフィサーに確認を
取りました。ポイントは先ず「外国人がある程度の余裕
を持って生活するのに十分な額か（家族帯同の場合は
十分扶養できる額か）？」という点を見られるようです。
香港の治安の維持ということに繋がっていくのだろうと

思います。もう一方で、その給与額で届け出るポジション
の相場に達しているかどうかをチェックされます。外国
人向けの職種毎の基準給与額についての情報は香港移
民局内で管理されているようですが、オフィサーによっ
ては判断基準に差もあるようです。現地のスタッフで代
替出来ない大事な人材という前提でのビザ発給ですの
で、相応の報酬を得ているはずと言う考え方です。

オフィスの賃貸契約書
　ビザ申請に当たり、色 と々細かい書類の提出を要求さ
れます。その中で恐らく、読者の皆様が考えているよりも
内容をしっかりチェックされているものが賃貸契約書で
す。契約書はページ数が多いものありますし、その内容全
てではなく住所や家賃、契約者等、主要な部分のみの確
認だろうと考えてしまいそうですが・・・実は物権の使途に
ついての記述も目を通していたりします。一社で物件を
賃貸している場合は特に問題ありませんが、複数の会社
でシェアしているケースではその契約内容について更に
踏み込んだ質問を受ける事があります。また稀に工場や
倉庫として使用されていた建物の中には使途を制限して
いるものがあり、それが申請に影響する場合もあるので
注意が必要です。

トラブル
　最近の話ですが、九龍サイドのとあるライブ会場に香
港移民局の捜査が入り、ちょっとした騒動がありました。
英国のバンドのメンバーが就労ビザを取得せずにライ

ブを行ったことが原因です。このライブの主催者、前回
はしっかりとビザ手続を行ってバンドを招聘したのです
が、今回は怠っていたようです。たった1日、それもわず
か数時間のことと油断したのかも知れません。この件に
ついての報道の中で、香港移民局のオフィサーが「短時
間、短期滞在であっても、そして仮に報酬を得ていなく
ても就労は認められていない。」と発言していました。
　この記事でも度々書いていますが、滞在期間や報酬
の発生如何に関わらず、Visitorで認めている範囲を超え
る商活動は違法です。手間は掛かりますが、短期であっ
ても必ずビザを取得して下さい。

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。

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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　香港を代表する繁華街の一つである尖沙咀（チムサーチョイ）
の中心部に位置する絶好のロケーションを有する5つ星ラグジュ
アリーホテル「Langam Hong Kong」。モダンでエレガントなヨー
ロピアンスタイルのホテルで日本人観光客にも定評がある。ロ
ビーラウンジでのアフタヌーンセットやミシュラン三ツ星の広東
料理のレストラン「唐閣」でも有名だ。
　そんな同ホテルのヘルスクラブとルーフトッププールがリニュー
アルを終え、外の喧騒を忘れさせてくれる都会のオアシスとして待
望のオープンを迎えた。今回注目したいのは、ヘルスセンター内に
新たにオープンしたスパ「Chuan Body＋ Soul 」。Chuanとは中国語
で、水が穏やかに流れる事を意味し、流水は生命と調和の源を表し
ている。同スパでは、風水の法則をお店のインテリアや建築デザ
インに用いることでその調和を表現。単なるマッサージに留まらな
い極上のリラクゼーションを味わうことができる。
　同店では、中国の自然哲学の思想の五行思想（木・火・土・金・水）

に基づいて、伝統的な中国マッサージのテクニックに、同店オリジナルの心と身体のバ
ランスを整えるエッセンシャルオイルを組み合わせた様々なマッサージ、フェイシャルト
リートメント、フットセラピーを提供する。同店の看板メニューであるチャイニーズマッ
サージ「Chuan Massage」は、指圧の手法を用い、筋肉の凝りをほぐして体の中の気の巡り
を良くし、「Chuan Harmony」は、治療的な要素と様々なリラクゼーションテクニックで心と
身体の調和と幸福感を刺激してくれる。
　さらに、街中にいながら休日気分を味わえると注
目を集めている“ステイケイション”パッケージ
「Chuanリトリートパッケージ」も新しく登場。この
パッケージには、ラグジュアリーなワンベットス
イートの宿泊、スパでの「Chuan Signature」または
「Chuan Harmony 」ボディーマッサージ（2人分）、
Langam Hong Kongのクラブラウンジへのアクセ
ス、高速インターネットの無料アクセスが含まれてHKD5000から。旅行に行ってゆっくり
したい。だけど、なかなかそんな休みも取れない、主婦業で毎日忙しいなんて人にぴっ
たり。自分へのご褒美にホテルでのプチリトリートで毎日の疲れを癒してみては。

CHUAN BODY + SOUL
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

都会の真ん中で
      味わう究極の癒し体験

CHUAN BODY + SOUL
住所：15/F., 8 Peking Rd., TST
時間：9:00～22:00
電話：(852)2132-7880

屋外スイミングプール 洗練されたスパの外観

設備の整ったジム

癒しを感じる施術室

施術の様子
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阳 光 海 滨 花 园  

深圳

第一太平戴维斯赛嘉公寓-Savills Residence（サービスアパート）

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） 南山区蛇口沿山路
（間取り） 1ＬＤＫ
（室　内） 全家具・家電付き、新内装
（環　境） 地下鉄2号線（海上世界駅、徒歩約8分）
（備　考） セキュリティー良、日本人学校近く、
  蛇口のシンボル物件、日本人人気物件、
 日本人学校のバスのルート内
（月　額） 11,000元／月

（所在地）　深圳市南山区后海滨路1168号
（間取り） 4LDK
（室　内） 新内装、家電・家具新品
（環　境） All city Shoppingmallまで一駅、
 庭園、後海の海岸city近く、
 日本人学校バス停
（月　額） 20,000元／月

（所在地） 南山区后海滨路116号
（間取り） 1LDK
（室　内） 内装が綺麗
（環　境） All city Shoppingmall近く、厳密なセキュリティ
（備　考） 家賃込サービス：部屋のクリーニング週二回、ベッド用品週一回交換、
 二回殺虫サービス／月、NHK日本チャンネルあり、インターネット、
 ジム無料、サウナ、子供用遊び室
（月　額） 18,000元／月

H
o
n
g
 K

o
n
g

G
u
a
n
g
 D

o
n
g

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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広告内のサービスの利用、契約等に関しては利用者の自己責任となりますのでご了承ください。

　Sawaの香港初心者日記第2弾！今回は中環の「PMQ」へ行ってきました！
と、、、その前にまずは腹ごしらえで、ミシュラン1つ星、「一樂燒鵝」へ！流石の長
蛇の列で10分程待って入店し、一番人気のグースオンライス(HKD50程)を注
文！タレがご飯に染みて、お肉も油がジューシー！あっという間に平らげてしま
いました！さて、お腹もいっぱいになり、運動を兼ねて徒歩でPMQへ！途中から
の長い坂道も、脇道のマーケットに寄ったり、散策しながらなので楽しくクリア！

PMQは元警察宿舎で、1951年に建設され、2007年迄実際に
使われていました。その後数年間放置されていたその建物を
「何かに利用できないか？」と改装されたのが現在のPMQだ
そうです！現在は若手デザイナーやクリエイ
ター、または人気ブランドのお店などが集
う、香港のクリエイティブな面を兼ね備
えた場所となっています！家族寮の間
取りを利用し、若手のデザイナー達が

それぞれの部屋に小店舗を持っているような
感じで、とにかくお店の数が多いこと！しかもそれら全てが
絶対に被らない、独特なデザインでウィンドウショッピングでも飽

きずに楽しむことが出来ました！1階にはマーケットが開
かれていて、なぜかその殆どが日本のもの！みたらし団子
なんか久しぶりにみて、かなりテンションが上がりました。

デザインやショッピングに興味のある方にうってつけの場所です！
また、警察宿舎時代の面影が残っていたり、地下に展示ギャラリーもあり、歴史
好きにもオススメです！
皆さんもお時間がある際に是非訪れてみては如何でしょうか！！

Panda Travel Agency Limited.
電話：(852)2724-4440 (9:00-18:00) 日本語でどうぞ
ウェブ：www.pandabus.com/hkg　メール：hkg@pandabus.com
住所：Rm. 507-508, 5/F., East Ocean Ctr., 98 Granville Rd., TST
LINEで気軽にお問い合わせください。（ID：@wcd7181u）
FACEBOOK、インスタグラムもチェック！！
フェイスブック：@PandabusHongkong　インスタグラム：pandabus_hongkong

週末パンダ散歩♪週末パンダ散歩♪

LINE

皆さんはMall姐(ジェ)をご存知でしょうか。
Mall姐はつい先日まで香港で放送されていたテレビドラマの主人公です。
彼女はショッピングモールを運営する会社のマネージャーで、
仕事に対して超ストイックな姿勢を貫きます。
仕事中に部下が勝手にトイレに行くことは許さないし、
夜中だろうが日曜日だろうが必要あればすぐに
部下を呼び出してミーティングを開きます(恐っ)

香港にはオフィスを舞台にしたドラマも多く、
こういったドラマを見ることで香港の文化を垣間見ることができます。
噂によると香港人はもはや香港のドラマなんて見ていないらしいですが、
日本人の私にとっては興味深い内容となっています。
そんな噂の一方で、私の妻もMall姐にはまり、
放送の終わった今は完全にMall姐ロス状態です…

日本人に比べると香港人の性格はシンプルで素直だと思います。
日本人よりももっと感動するし、もっと怒るし、感情表現が豊かです。
とりわけ香港人女性は男性よりもよりはっきりしている印象です。

例えばドラマ中のMall姐も「我を通すこと」に関しては天下一品ですし、
彼女の部下のCherryやAnnieもすごい怒るし泣きます。
「所詮ドラマだからね」と思う人も多いと思いますが、
何もこの香港人女性最強説はブラウン管(古っ!)の
中だけの話ではありません。
私のこれまで出会ってきた香港人夫婦、
香港人女性と結婚した日本人男性の家庭を
今頭の中で思い出してみたんですが…
亭主関白の家庭は香港に極めて少なく、
ほとんどの家庭がかかあ天下です(もちろん我が家も)。

さらに、香港に来てから私自身4回の引越しを
経験して気がついたことがあります。
香港の不動産に行ったときは必ず女性エージェントにお願いするべき！
ということです。
年齢は40～50歳がベストですね。
おっ、これはMall姐と同世代！
女性エージェントにお願いすると多少の
無茶ぶりも解決してくれることがあります。
いわゆる交渉上手なんですが、
何より相手を押し切るパワーが千代大海(古っ！)並みです！

香港でいい物件を見つけて、
「でも、あと1000ドル、家賃下げてくれたらなぁ」と
思ったときは女性エージェントにお願いしてみることをお勧めしますよ。

ルーシー龍（りゅう）
香港人妻との結婚歴3年目の日本人。沢木耕太郎の「深夜特急」を読んでチョンキンマン
ションに憧れて香港にやって来る。趣味は早く家に帰って妻と一緒にTVBのドラマを見る
こと。
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の
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の
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記
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Mall姐ロス
第5回

Japanese

Taiwanese

Hong Kongese

17Pocket Page Weekly 16 June 2017 No. 596
B

ライフ（香港・広東共通）



　沙田の香港文化博物館で7月24日まで
開催されているルーブル美術館展にPPW
スタッフが潜入。その様子をお送りする。沙
田駅の下にあるバスステーションから282
番のバスに乗り3番目のバス停で降りると
すぐ目の前にある博物館。今回の展示品
は、ギリシャ・アテネから出土した紀元前
500年頃の馬の首の塑像、紀元前2,500年
頃の古代エジプト第5王朝の高官の像な
ど、大変貴重な品々だ。筆者が到着したの
は日曜日の10:00過ぎだったが、早くも多く
の人が来館していた。入場券を購入し、エ
スカレータで２階まで上がり、入場すると、
約800年にわたりその時代の権力者により
美術・芸術のコレクションが集められた王
宮だったという歴史の展示から始まる。館
内は一部を除き写真撮影が禁止の為、撮
影できず残念だったが、単に展示物を展
示するだけではなく、場内がルーブル美術

館の館内を模してデコレートさ
れており、ルーブル美術館

にいるような錯覚に陥
る。肝心の展示物

はというと10
メール四

方は超えるであろう

絵画のようなカーペットや、オランダの巨
匠レンブラント・ファン・レインの作品「病
人を癒すキリスト」など、かなりの至近距離
から観賞できるので、見ごたえがある。ま
た、ビデオでルーブル美術館の歴史や、遺
跡発掘の様子が学習できる。一部開放さ
れたエリアでは、香港景色を背景にしたモ
ナ・リザや、ミイラの模型と一緒に記念撮

影もでき、ちびっこ達の
人気を集めていた。そし
て別フロアでは、ブルー
スリーの展示品や、京劇
の歴史なども鑑賞でき
る別の展示会（こちらは
入場無料）も行われてお
り、週末のお出かけに

持ってこいである。1階には政府が運営す
るコンサートホールで店舗展開し、最近話
題を集めている
「牧羊少年咖啡・
慢遞館」というカ
フェもあるので、早
めに着いて朝食を
取ったり、鑑賞後
にランチすること
も可能。

　去る5月14日、九龍湾の展示場で行われた
布袋さんのライブに行ってきた。展示場内に
ある阿信屋759でビールを買って、ライブ会場
に入ろうとしたが、アルコールは持込禁止とい
うことで、泣く泣く破棄して入場。通常、ライ
ブって遅れて始まるものなので余裕こいて遅
れて会場入りしたら、既に布袋さんがギター
をウィーンウィーンと弾いているではないか！
おお！生の布袋さん。小学校高学年だか中学
生だった頃、同級生の姉が良くBOOWYの曲
を聴いていて、それから僕自身もBOOWYの
ファンとなり、今に至る。今でも僕はBOOWY
の大ファンである。来場客を見渡してみると、
前線には日本から来たであろう弾丸ツアーの
追っかけ組。みんなお揃いの布袋さんのツ
アーTシャツを着ている。布袋さんが『今日は
ココに香港人はいるか？』と挙手を求めると意
外にかなりの香港人が来場している事に驚い
た。50代、白髪混じりの香港人男性。きっと学
生の頃に日本に留学して布袋さんを好きに
なったんじゃないかな、なんて思える人達も。
いつかのオリンピックの開会式でギターを弾
いたり、イギリスに住んだりしただけあって、

曲の合間のMCは英語だった。バックバンドの
紹介では、布袋さんから影響を受けてギター
を始めたギターリストや、幼馴染み(と言って
いたような気が？！)のベーシストなど、アット
ホームなメンバー構成だった。ライブ中盤で
布袋さんが、彼の代名詞とも言えるあの白黒
の布袋柄ギターを手に取ると会場は拍手喝
采。それを揶揄うかのようにそのギターを肩か
ら降ろし元に戻す仕草をして笑いを誘った。布
袋柄ギターで演奏するのは懐かしのBOOWY
やコンプレックスの曲。気が付けば僕も右手を
上げて『New York！New York！ウォウォウォ！』
と熱唱。ライブ直前に布袋.comに『BOOWYの
曲やビーマイベイベもやってくれ。』とメールし
たら、『楽しみに待っててくれ。』と返信が来た。
布袋さんは本当に演奏してくれたのだ。GIGS
には行けなかった。LAST GIGSにも行けなかっ
た。BOOWYの再結成も今年の8月7日に何もな
ければ絶望的。でもVHSビデオで釘付けに
なって観ていたライブ映像と同じように、今、
目の前で腕をぐるんぐるん回しながらギター
を掻き鳴らす布袋さんがいるのだ。なんてプ
ライスレスな夜だったんだろう。

香港文化博物館
ルーブル美術館展

Inventing le Louvre: 
From Palace to Museum over 800 Years
場所：香港文化博物館
開催日：～7月24日
休館日：毎火曜日（祝祭日は除く）
入場料：HKD20（全日制の学生、高齢者や身体の
  　　　不自由な方には割引あり）
行き方：沙田駅よりバス282番で３つ目のバス停で下車

時間で香港の背景が入れ替わる
モナ・リザや、良くできたミイラの
レプリカ写真撮影スポットとして人気。

場内はまるでルーブル美術館内にいるようなデコレート。

ル
ー
ブ
ル
ピ
ラミ
ッド
を

模
し
た
パ
ン
フ
レ
ット
。  
 

入
場
の
際
に
1部
もら
える
。  
    

別フロアでは
ブルースリーの
展示品が充実。

1階のカフェで腹ごしらえして、
展示場へGOがお勧め。

レポート

鳥丸 雄樹（とりまる ゆうき）
元JEFユナイテッドのジュニアユースGK。
ロスの日刊サンへの寄稿を経て現在に
至る。随筆風FACEBOOKなど、現在は
香港を拠点に活動中。

布
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港モクモク会
月一回木曜日を目安にパイプ好きで集
まってモクモクしながら四方山話や情
報交換などしようという会です。禁煙
ブームで日頃肩身が狭いパイプ愛煙家
の加入お待ちしています。
seesaw5@Hotmail.com（松浦）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三重県人会メンバー募集

三重県好きの方なら誰でもOK。
定期的に楽しいイベントをしますので
参加したい方はお気軽ご連絡ください。
連絡先　中村・土屋
mieken.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東海大学同窓会  香港華南支部
東海大学出身・付属高校出身者、その他
ゆかりのある方。定期的にイベントを
やっておりますのでぜひご参加ください。
お問い合わせ先：岩田
電話：(852)6022-0700
メール：iwata@live.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
J Leaguers メンバー募集

日本にプロサッカーリーグ（Jリーグ）が
発足した1993年我々Jリーガーズは香
港初の日本人サッカーチームとして活
動を開始しました。創立以来、縁あって
ここ香港で出会ったサッカー好きと、毎
週末をエンジョイするために、大好き
なサッカーで汗を流し、試合後はメシ
＆飲みでワイワイやってます！
URL:http://jleaguers.exblog.jp
連絡先: jleaguershk@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港在住若手交流会
自分は今でも若手だと思っている独身
者を対象とした会です。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。お気軽に
ご連絡ください。
宴会本部長より
メール： kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
青山学院校友会香港支部

隔月で食事会、BBQ大会、クリスマス会
などを開催中です。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。日本国内および海外にある校友会
支部の紹介も可能ですので、青学OBの
ネットワーク作りにお役立てください。
Email:aogakuhk@gmail.com（担当：木津）
HP: www.alumni-aogaku.jp/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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19時または、ランチ
タイムに集います。経験不問・登録料など
いっさいかかりません。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
E-mail：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーケストラメンバー募集

アンサンブル・ディマンシュ香港では団
員を募集しています。室内楽や管弦楽の
好きな方、ぜひ一緒に演奏しませんか。
<募集楽器>フルート、オーボエ各若干
名。弦楽器(バイオリン、ビオラ、チェロ、
コントラバス)大募集中！月2回ほど日曜
午後3時間練習しています。見学のお問
い合わせなどお気軽にご連絡下さい。
連絡先:hkdimanche@gmail.com
HP:http://hkdimanche.weebly.com/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートタイム講師募集
日本人の小中学生を対象に、国語、算
数（数学）、英語を教えられる講師、また
はアシスタントをパートタイムで募集し
ています。曜日・週回数・時間帯は応相
談、指導可能科目は1科目でも可です。
お問合わせはメールに履歴書を添付
の上、下記までお送り下さい。
電話（852）2527-2833
mail:v.zemi.hk@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Holistic Oral & Dental Care Center
クリニックスタッフ急募!
ホリスティック&オーラルデンタルケア
センターではパートタイムの日本人ス
タッフを募集。月~土のうちの3日間、
一週間で計12時間勤務。2名アシス
タントの空席状況。月曜日、水曜日、金
曜日。または火曜日、木曜日、土曜日
（要相談）。
勤務時間4時間程度
時給:平日$150/土曜$200。
英語堪能な方。
連絡先:3100-7068 
  　　　Ms. Vivian Tse (English) 
vivian.tse@drgordonchiu.com 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

主婦パートさん募集中！
香港で29年の実績がある当社では、た
くさんの日系企業様ともお取引をさせ
て頂いております。そんな当社では、一
日の限られた時間でもハッピーバレー
のオフィスに出社してくださる主婦
パートさんを募集中です。英語・広東
語・北京語が話せる方で、日本語がネ
イティブな方であれば、未経験者も大
歓迎です。時給+歩合給もあります。お
気軽にお問合せください。
電話2982-1138 or 9460-4892
nanyang2@netvigator.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

看護師さん募集
英語または広東語ができるパートの日
本人看護師を募集しています。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断業務、通訳業務、関連事務作
業など幅広く行っていただきます。詳細
につきましては、メディポートまでお問
い合わせください。メディポート 堀まで
hori @mediport.com.hk
電話 25771568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飲食店スタッフ募集
尖沙咀にある当店では、子育てが一段
落された主婦の方、ワーホリの方など
アルバイトとフルタイムスタッフの両
方を募集中です。アルバイトは週２日
からの出勤も可能です。女性のお客様
が１人でも来れる明るい雰囲気を目
指しているお店です。ご興味がある方
はこちらまでメールで簡単な履歴書
をお送りください。追ってご連絡をい
たします。
sohotowertst@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
中環（セントラル）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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バーで働けるパートタイム募集！
尖沙咀駅N1出口から徒歩1分の日系バー
で働ける。パートタイムスタッフを募集し
ています。お酒への興味があり、おしゃべり
好きで、明るく楽しく働ける方、大歓迎！ご
興味のある方は、先ずご連絡ください。夕
方～深夜勤務ですが、条件など相談可能。
メール：hideomorikawa@gmail.com     
　　　  （森川まで）
電話：(852) 6989-0074
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、香港人で日本語を話
せる営業スタッフを募集しています。勤
務地は西湾河、明るく誠実な方のご応
募をお待ちしております。
電話：2566 0155
メール：info@sanpou.com.hk
ウェブ：www.san-pou.co.jp/hk
MOTEGI 又は TONG まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
北／広／日／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。
Tel:(852)2375-1342  林まで
E-mail: swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港で楽しく働こう!
東京に本店がある本場の日本料理店とん
勝は、日本語堪能、接客好きな方を募集
中!希望シフト制でプライベートも充実♪
TST駅N1出口から徒歩2分、通勤ラクラク
☆日本人店長で日本人のお客様が多い
から現地の言葉が出来なくても働ける!興
味があれば、まず応募してください!分か
らない事や不安な事をなんでも質問して
下さい。一緒に楽しく働きましょう！
高江洲（タカエス）
電話：(852)3106-3308
メール：tonkachi@f-cation.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Bartender Support(part time)
★ 酒吧日常運作(不用調尾酒)
★ 時薪 HKD60
★ 工作時間18：00～02：00、
　星期１～６(每週最少3天)
★ 會普通話
★ 工作地點尖沙咀
★ 有意者請在辧公時間打電話過來
　TEL：(852)2376-0633 Ms. Gigi
　09:30～18:30
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

美容スタッフ募集
尖沙咀にある日系トータルビューティ
サロンではネイリスト、アイリスト、スタ
イリストを募集しています。
☆土日祝働ける方優遇
☆資格保持者優遇
（スタイリストは美容師免許必須）
☆サロン経験者優遇
（スタイリストはサロン経験5年必須）
☆ネイリスト、アイリストはパートタイムも可能
エントリーの際は
administrator＠dionysus-beauty.com
のトチカワまで写真付き履歴書をご送付く
ださい。パートタイム希望の方はメールで
勤務可能な曜日、時間帯も記載ください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

語学学校スタッフ募集
LanguageWorld湾仔校では、セール
ス、受付スタッフを募集しております。
日本語と英語の話せる明るい元気な方。
お問い合わせはメールに履歴書を添
付の上、下記までお送りください。
電話：(852)3460-5458
メール：info@languageworld.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
銅鑼湾（コーズウェイベイ）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)2766-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  オープンルーム開催！
三宝不動産では、毎回ご好評をいただ

いているオープンルームを開催します。
西湾河の人気マンションG r a n d 
Promenade Tower 6　36階A室  3LDK 
934sqf/ net675sqf　
家賃HK$35,000（管・税込み）　家具家
電装備、バルコニー付き、全海景
★開催日時：6月11日（日曜日） 
AM10:00-14:00弊社スタッフが部屋で
待機しております。マンションのイン
ターホンから、又は携帯9866-3397鶴見
までお電話下さい。
三宝不動産2566-0155
info@sanpou.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  
新築マンション入居者募集！

旺角(Mong Kok)の駅近に完成した新築
マンションSkypark
単身者向きスタジオタイプ315sqf
（日本で言うワンルーム）
家賃HKD19,500（管・税込み）
マンションの最上階には、充実したクラ
ブハウスもあります。部屋の鍵あります
ので、いつでも内覧案内可。
お問合せは三宝不動産まで。
Tel: 2566-0155
info@sanpou.com.hk
http://www.san-pou.co.jp/hk
 三宝不動産　茂木
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

お部屋貸します！
MTR尖沙咀駅、AEON、公園に近く、超便利
で閑静な立地。綺麗で大きな窓で明るお
部屋。全家電、洗濯機、除湿機、家具完備。
キッチン、調理機材等、生活に必要なもの
は一通りそろっています。高速インター
ネットあり。1DK、1LDK月額HKD7,500～
（管理費、税金、水、GAS、WiFi込み）。
お問い合わせはMs. Linまで。
Tel / Whatsapp / Line：
(852)6800-1735（中、英、日語可)
仲介料なし
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  求 人

クラス

その他

メンバー募集

香港クラシファイドH O N G  K O N G  C L A S S I F I E D

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。）

昔「ものより経験」というワゴン車のCMがありました。

幸せそうな家族が、ワゴン車でキャンプに出かけるCM
だったかな？

オーストラリアの原住民アボリジニは、ものを所有しま
せん。
ボールで遊んでも、遊び終わると他の人にあっさり渡し
ます。
ボールで遊んだ「経験」を大切にしているから、ものに
は執着しないそうです。

わが国日本ではいかがでしょうか？
おもちゃをたくさん持っている子供ほど新しいおもちゃ
にすぐに飽きて「もっと、もっと」と欲しがります。
心が満たされないからです。

ものでは心は満たされない。
そのおもちゃを使って誰と遊ぶか、どんな時間を過ご
すかの方が大切です。

地獄にいる餓鬼という妖怪を御存知ですか？
ガリガリでクチバシのようなものがついていて、いつも
お腹を空かせていますが、食べ物が目の前に現れても
いつもボッと消えて無くなってしまいます。

豊かになり、なんでも手に入る時代。餓鬼のような人間
が増えている気がしています。

もっとお金が欲しい。
綺麗な服が欲しい。
美味しいものが食べたい。

手に入ったとたん、次の「もの」を探し始めます。
終わりがないのです。

では、その「もの」を使って充実の体験ができたらどう
でしょう。

使い道のないお金がたくさん入ってくるよりも、
少しのお金でも家族でケーキを買って楽しくお喋りし
ながらお誕生日を過ごすことができたなら。

甘くて美味しいケーキの味。
家族みんなの嬉しそうな笑顔。
弟が歌う調子外れのバースデーソングにみんなの笑
い声。
ロウソクの炎の色。
吹き消した時の煙の匂い。

その全てが「経験」となり、自分の潜在意識に残ります。
そのストックが多ければ多いほど、新しいことを経験し

たときに、感覚と感覚が繋がり、
ワクワクしたり、
感動したり、
涙が溢れたりするのです。

そういう人を「感性豊かな人」といいます。
そして、豊かな「感性」に従って生きている人は、知識
や情報を処理して生きている人に比べて幸せです。

「もの」は要らない。
経験しよう。感じよう。
そして幸せになろう。

Kyou氏 プロフィール
海外で３兄弟を育てる中、人を育てる一大事業に頼れるもの
が何もないことに疑問を持つ。現在上海ママたちに心理学、
統計学、コーチングなどを基にした「ままサプリ」展開中。香港
にて講座開催中♪

zets_PPW@pocketpage.com.hkまでお問い合わせください。

ラジオ、コラム、無料動画公開中～♪
ままサプリ公式HP：https://mama-supple.com/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

「
ま
ま
サ
プ
リ
」

読
む
だ
け
で

マ
マ
が
笑
顔
に

連載 第31回 物より経験
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　PPWでもおなじみのフリーライター
「鳥丸 雄樹」とフェイスブックで友
達になり、香港の情報をいち早くゲッ
トしよう！

　 香港・華南
地区のお得な
情報を教えて
くれるので仲
良くなって損
はない 。今す
ぐ登録！！

ゼロからスタート 第79回広東語♪

SOWランゲージセンター   
教育署認可番号：562858  
日本人向けの外国語教育センター
住所: 5/F., Breakthrough Centre, 191 Woosung St., Jordan, KLN （佐敦駅より徒歩2分）
電話: (852)3520-2329（日本語可）  
メール: streamwisdomhk@yahoo.co.jp  
ウェブ: www.streamwisdom.com           : www.facebook.com/streamwisdom 
営業時間: 月～金: 9:30～22:00 ＆ 土: 9:00～19:00

今回は、職業に関する広東語の単語とフレーズを学びましょう。

まずは、香港の会社の一般的な部署名です。

広東語・発音・日本語

財務部

choi4 mou6 bou6

財務部

會計部

wui6 gai3 bou6

会計部

營運部

ying4 wan6 bou6

経営部

工程部

gung1 ching4 bou6

技術部

總經理

zhung2 ging1 lei5

社長

總裁/CEO

zhung2 choi4

総裁/CEO

經理

ging1 lei5

マネージャー

顧問

gwu3 man6

顧問

資訊科技部(IT)

zhi1 sön3 fo1 gei6 bou6

財務部

人力資源部(HR)

yan4 lik6 zhi1 yün4 bou6

会計部

公共關係部(PR)

gung1 gung6 gwaan1 hai1 bou6

経営部

市場部

si5 chöng4 bou6

マーケティング部

研究與開發部(R&D)

yin4 gau3 yü5 hoi1 faat3 bou6

会計部

顧客服務部(CS)

gwu3 haak3 fuk6 mou6

カスタマーサービス部

副總經理

fu3 zhung2 ging1 lei5

副社長

副總裁

fu3 zhung2 choi4

副総裁

副經理

fu3 ging1 lei5

副マネージャー

祕書

bei3 sü1

秘書

主任

zhü2 yam6

主任

助理

zho6 lei5

アシスタント

職場でよく使うフレーズ：

總經理去咗日本出差。

Zhung2 ging1 lei5 höü3 zho2 yat6 bun2 chöt1 chaai1.

マネージャーは日本へ出張に行きました。

聽日放工前要交份報告比主任。

Ting1 yat6 fong3 gung1 chin4 yiu3 gaau1 fan6 bou3 gou3 bei2 zhü2 yam6.

明日仕事が終わるまでに、報告書を主任に提出します。

　　　　　　　我今日下晝要開部門會議。

　　　　　　　Ngo5 gam1 yat6 ha6 zhau3 yiu3 hoi1 bou3 mun4 wui6 yi5.

　　　　　　　私は今日の午後、会議を開きます。

陳小姐，唔該你幫我影印呢份文件。

Chan4 siu2 zhe2, m4 goi1 nei5 bong1 ngo5 ying2 yan3 ni1 fan6 man4 gin2.

陳さん、すみませんがこの書類のコピーを取ってください。

　　　　 　　　張經理你好，呢位係我地公司既會計部總經理。

　　　　　 　　Zhöng1 ging1 lei5 nei5 hou2, ni1 wai2 hai6 ngo5 dei6 gung1 si1 ge3 wui6 gai3 bou6 zhung2 ging1 lei5. 

　　　　　 　　張マネージャーこんにちは。こちらは弊社の会計部マネージャーです。

聯絡完銀行之後就準備報價單。

Lün4 lok3 yun4 ngan4 hong4 zhi1 hau6 zhau6 jun2 bei6 bou3 ga3 daan1.

銀行に連絡したのち見積書を準備します。

1

2

3

4

5

6

我係_______________________(公司) 嘅 ________________(部門) __________________(職稱)。

私は（会社名）（○○部）の(職業名)です。

我係SOW公司嘅營運部副總經理。

Ngo5 hai6 SOW gung1 si1 ge3 ying4 wan6 bou6 fu3 zhung2 ging1 lei5.
私はSOW会社経営部の副マネージャーです。

我係SOW公司嘅財務部顧問。

Ngo5 hai6 SOW gung1 si1 ge3 choi4 mou6 bou6 gwu3 man6.
私はSOW会社財務部の顧問です。

(例1)　

(例2)
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Revlonの
"Ultra HD Matte Lipcolor" HKD108
ワックスフリーで軽く、限りなくマットな仕上がり。

"Burberry Kisses" HKD250

サテンのような輝き、滑らかで豊かな色合いが
印象的で、重ねて塗ればより深い色味に変化す
る。ローズヒップと紅茶、ラベンダーの保湿エキ
ス配合。お勧めカラーは"Claret Pink shade"。
バーバリービューティーカウンターにて販売中。

顔の印象で大きな比重を占める口元のイメージ。
どんな製品ケアに選ぶかは悩ましいところだ。
今回は夏の唇を彩るお勧めのリップアイテム達をご紹介しよう。

Urban Decayの"Vice" HKD150
マットな仕上がりで汎用性の高いカラー、
"Backtalk"は、貴方のオフィスにいるお洒落な同
僚も使っているかも。

Burt’s Beesの
"Tinted Lip Balm" HKD119

唇の乾燥が気になる時にはシアバターと植物
性ワックスがたっぷり配合されたリップを。

MACの
"Retro Matte Liquid Lipcolor" HKD195

一度試せばお気に入りになること間違い無しのアイテム。気分を上
げてくれるトゥルーレッド、"Feels So Grand"は絶妙な色合い。

Tom Fordの"Patent Finish Lip Color" HKD410

鮮やかで深みのある色合いは豊かなベリーの色彩からインスパイアされたものだそ
う。軽い感触と、濡れたようなツヤと輝きも特徴的。タイムズスクエアとハーバーシ
ティのLane Crawford、the ifc flagship storeで販売中。

Coconut Matterの
"Natural Mineral Lip Gloss" HKD135

ココナッツオイル、シアバター、グレープシードオイル配合で、塗って
いることを忘れそうなほど軽いのに潤いあるつけ心地。3色展開で、
お勧めはピンキーレッドの"Sparks"。オンラインショップで販売中。

 Nudestixの
"Lip & Cheek Pencil" HKD185
クリーミーなテクスチャーでマットな質感が出る
るオールインワンアイテム。カバー力、配合、発色
はどれも素晴らしく、すべての肌のトーンにマッ
チする。ピンクヌーディな"Sin"でクールにキメて。

Kiko Milanoの
"Velvet Passion Matte Lipstick" HKD99

ビーチへ行く時間のない貴方も、トロピカルなオレンジマットの
このリップをまとえばバカンス気分に。ハーバーシティ、タイムズ
スクエア、観塘、テルフォード・プラザのショップにて販売中。

Sephora Collectionの
"Color Lip Last" HKD118

ひと塗りで魅力的な唇を演出する一本。Bloom-
ing Rose (shade 6) は叩いて塗ればヌーディで
夏っぽい表情に。水と滲みに強い機能性も◎。
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　佐敦(Jordan)にあるインド料理レスト
ラン、「Curry Leaf」ではお得なランチビュッ
フェを提供している。12時から14時半まで
の間は、1人わずかHKD78でサラダ、味自慢
のフィッシュカレー、ダル（豆）のカレー、サ
モサ、ジューシーなタンドリーチキン、スパ
イスとココナッツミルクで味付けされたマ
ドラスチキンカレー、じゃがいものスパイス
炒め、パン、スープ、ライスやデザートなど
を好きなだけ楽しむことができる。ソフトド
リンクもビュッフェ料金に含まれているが、
お勧めはHKD10を追加してオーダーする
ラッシー。味はマンゴー、ストロベリー、バ
ナナから選ぶことができる。（ディナータイ
ムはHKD35）コストパフォーマンス抜群の

ランチビュッフェだが、ランチタイ
ムの終了間際に行くと料理
がほとんど残っていないこ

とも多いため、早めの来店をお勧めする。
　骨無しの肉をヨーグルトとスパイスで味
付けした本格的なチキン・ティッカ(４ピー
スHKD80)や、スパイスの配合が絶妙なラ
ム・シークケバブ(HKD135)、じゃがいもとナ
スのライトな味わいが肉料理に好相性の、
アルベイガンマサラ(HKD80)など、ディナー
タイムも魅力的なメニューが揃っている。
　蒸し暑い日も多くなってきた香港。暑い
時に辛いものを無性に食べたくなったとい
う経験をお持ちの方も多いのではないだ
ろうか。
　これにはきちんとした理由があり、スパ
イスが持つ薬用の成分が、整腸、消化促進、
健胃、食欲増進など、暑さに疲れてしまった
内蔵を元気にしてくれるのだという。
Curry Leafの美味しいインド料理で、香港
の暑い季節を乗り切ろう！

“Curry Leaf”でお手頃価格で
本格的なインド料理を

Curry Leaf 
住所：Mau Lam Commercial Bldg., 
  　　16-18 Mau Lam St., Jordan
電話：(852)8100-0911         
ウェブ：http://curryleaf.hk
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