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　毎年通常4月に税務局 (IRD : Inland Revenue Department)より法人所得税
申告書(Profits Tax Return B.I.R.51)が発行されます。その後、M-Code(1～3月
決算)の場合、同年11月15日までに必要事項を記入した「法人所得税申告書
(Profits Tax Return B.I.R.51)」、「所得税計算書(Profits Tax Computation)」、
「監査報告書(Audit Report)」をIRDへ提出すると、およそ1ヶ月後に納税額通
知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of 
Provisional Tax,  I.R.C.1931)が税務局 (IRD)より発行されます。
　この納税額通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for 
Payment of Provisional Tax)に記載されている「確定年度納税額(Profits tax)」
及び「予定年度納税額(Provisional Tax)」が、税務局(IRD)へ提出した書類と一
致した場合は、期日通り翌年1月/4月に納税を行います。
　しかし、この納税額が一致しなかった場合は下記のような措置をとります。

⑴「確定年度納税額(Profits tax)」が提出書類と一致しなかった場合 
    －異議申立申請 (Objection) 
　不服理由を書面に明記し、税務局内国歳入局長官(CIR : Commissioner of 
IR)に対して異議を申し立てします。尚、異議申立書の提出は、「確定納税額通知
書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional 
Tax, I.R.C.1931)」受領1カ月以内に行う必要があります。
ちなみに、税務局内国歳入局長官(CIR)が、提出した申立書に承認をしなかっ
た場合は、記載通り納税通知に従わなければなりません。

⑵「予定年度納税額(Provisional Tax)」が
    提出書類と一致しなかった場合
    －支払延期•減額申請 (Hold Over)
　予定年度納税額は当期の確定税額に基づいて仮算出されているため、一
定条件のもとに納税額、または一部につき支払延期申請(Hold Over)を行うこ
とで減額することが可能です。
　ちなみにこの申請は、税務局内国歳入局長官(CIR)宛てに必ず書面で行い、
提出期限は下記の①または②のいずれか遅い日までに申請を行う必要があ
ります。

①予定納税期限の28日前まで
②支払通知書発行日から14日以内
又、対象条件は下記の1~4のようになります。

1.当年度の見積課税対象所得が、前年度の見込みが90％未満の場合。(その
際8ヶ月以上の署名された月次決算書を添付する必要有)
2.前期までの繰越損失が間違っていたり、考慮されていない場合。
3.納税者が事業を行っていない、または事業を行わない予定であり、前年度
の課税対象所得よりも少ないと見込まれる場合。
4.パーソナル・アセスメント(Personal Assessment)を選択し、その結果税額が
少なくなる見込みの場合。

　又、確定納税額については、納税条例第70A条にもとづき、課税年度終了後
6年以内あるいは納税額通知書の発行6ヶ月以内、いずれか遅い方までの期
間であれば、申請書あるいは計算書の誤りまたは不備を理由として、税務局に
納税額の査定修正を求めることが可能です。
　以上のように香港での法人税は、日本とは異なる為、難しく感じられたり、不
安を思われることがあると思います。弊社ではこのような会計•税務業務のご
相談をはじめ、会社秘書役やビザ申請代行などの業務、更にプロの助言でビ
ジネス支援等も日本語で行っておりますので、是非お気軽にお問合せ下さい。

KRSコンサルタンツ　リミテッド
上環の会計コンサルティング会社。
香港で20年以上の経験を有する所長のもと、日本語、広東語、英語顧客に対応。2011年創業。
住所: Unit1705-1706, 17/F., No.69 Jervois St., Sheung Wan
電話: (852)2167-8127　日本語担当：クルス、ヘンリー、イマイ
ウェブ: www.krsconsul.com

4月に発行された法人所得税申告書(Profits Tax Return)が届き、皆様の会社では税務局(Inland Revenue Department)へ
提出する書類の準備をはじめられた頃かと思います。
そこで今回は、書類提出後に発行される納税額通知書(Assessment Demanding Final Tax and Notice for Payment of Provisional)
受領後、内容に不服がある場合の異議申立てについて解説したいと思います。

法
人
税—

異
議
申
し
立
て
と
ホ
ー
ル
ド•

オ
ー
バ
ー

法
人
税—

異
議
申
し
立
て
と
ホ
ー
ル
ド•

オ
ー
バ
ー

ビジネス（香港・広東共通）

13Pocket Page Weekly 07 July 2017 No. 599
B



　三菱電機（香港）では、生活に欠かせない電力を安定供給する
ために必要な「変圧器」をここ香港でも納入している。今年4月に、
香港一の繁華街蘭桂坊（ランカイフォン）エリアに位置し、重要な
役割を担っている、香港電力Zetland変電所に132kV、56tの「ガス
変圧器」を納入した。56tもの重量物はどのように輸送されたのだ
ろうか。
　変圧器は三菱電機赤穂製作所から出荷され、神戸港より船で香
港港に到着後、香港電力のAp Lei Chau（アプレチャウ）のJettyまで
バージで輸送。変圧器は重量物かつ精密機器であり、衝撃を与えて
はならないため、坂の上の変電所までの輸送には輸送時間や速度
制限等、様々な制限があり、試験的なトライアルランが必要だった。

また、変電所の近くにはバーやクラブなどが多く集まるため、深夜
でも人が行き交う場所であり、さらに実施日は土曜の深夜であった
ため、人が多いことが予測され、慎重に準備が重ねられた。
　トライアルランは変圧器と同様のサイズの模擬機を使用して実
施。問題なく遂行できたため、本番の輸送は4月29日（土）の夜間か
ら4月30日（日）の早朝にかけて実施された。Ap Lei Chau（アプレ
チャウ）からZetland変電所までの区間、香港警察の白バイが先導
し、交通整備を行いながら、低床のトレーラーで1時間かけゆっく
りと運んだ。トレーラーが到着後、Zetland Streetの前の通りにある
Ice House Streetを深夜1時から5時まで完全封鎖し、変圧器を人海
戦術で90度に回転させ、搬入。無事、時間内に納入が完了した。

　屋外の過酷な環境下でも、美しく鮮明な高画質を誇る巨大スクリーン
「ダイヤモンドビジョン」。日本では「オーロラビジョン」の名称で親しま
れ、競馬場、野球場をはじめ、競技場やショッピングモールの外壁など
街中で見ることできる。香港では、ギネスブックに認定された沙田競馬
場と、ハッピーバレー競馬場に設置されているが、今年10月、SOGO銅鑼
湾（コーズウェイベイ）店の外壁に新たに設置、お披露目される。設置さ
れる「ダイヤモンドビジョン」は、三菱電機長崎製作所で制作され、370
枚のLEDモジュールユニットを取付け、約縦19メートル幅72メートルの
巨大なスクリーンとなる（テニスコート5面分に相当）。現在、設置工事が
開始。博多港より船でコンテナ輸送されたLEDモジュールユニットは、香
港港より一時保管場所の倉庫に移送され保管される。建設部/SUBCON
と連携をとり、工期に合わせ必要な枚数をSOGOのサイトまで輸送し、取
付け作業が着々と進められている。10月1日（日）の国慶節にはオープ
ニングセレモニーが開催される予定だ。

三菱電機（香港）社会インフラ事業部を支える
ロジスティックス部門の“物流力”

【第一回】“Road to Victory 2017”

三菱電機（香港）社会インフラ事業部の製品を納期通りに搬入・引渡しするために必要
不可欠な“物流”はどのように行われているのか。今年4月に香港電力の変電所内に納
入された「変圧器」と10月に銅鑼湾（コーズウェイベイ）SOGOに納入される「ダイヤ
モンドビジョン」に焦点を当て、社会インフラ事業部 鳥海 寿郎（とりうみ としお）総経理、
池田 和彦（いけだ かずひこ）物流部長に取材した。

香港電力のZetland変電所に
「変圧器」を納入

2017年10月SOGO銅鑼湾店の
「ダイヤモンドビジョン」がOPEN！

中央右鳥海総経理と池田物流部長、営業部/技術部/建設部の各マネージャー

現在の様子。9月中旬頃までにLEDモジュールユニット370枚が、
取付けられる予定

変圧器を香港電力の変電所に納入するまでの流れ

三菱電機（香港）有限公司
住所：20/F Cityplaza One, 1111 King’s Rd., Taikoo Shing
電話：(852)2510-0555
ウェブ：hk.mitsubishielectric.com
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本番輸送の準備後、香港警察立ち
合いのもと貨物の高さを確認

確認後、香港警察の
白バイが先導し、輸送開始

Ap Lei Chauからゆっくりと輸送し、
Zetland 変電所に到着

人海戦術で約1時間かけて
すこしづつ回転させる

搬入された時点でトレーラーを返却変圧器を回転後、
変電所へゆっくりと搬入

さらに変圧器を変電所奥へと移動させる 所定の位置に移動し、同日作業完了

トライアルラン用の模擬機

Zetland Streetの標識

11:00p.m. 11:30p.m. 12:30p.m.

3:30a.m.2:00a.m. 4:30a.m.

6:30a.m.
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企業には、企業のための日経を。

http://pr.nikkei.com/pro/

マネジメント層からビジネスの現場にいたるまで、企業が必要とする情報力̶。
「日経電子版」から、圧倒的な情報量のみならず、効率的な記事検索機能やキーワー
ド登録による関連ニュースの自動収集や保存、さらにチーム内で情報をシェアできるグ
ループ機能など、読むだけでなくビジネスにおける様々なシーンで有効活用できるビジ
ネス情報サービスの決定版「日経電子版Pro」がスタートした。
その魅力的な機能の数 を々紹介しよう。

このように日経電子版ならではの良さはそのままに、ぐんと総合的な情報力がアップし
た日経電子版Proは、今後ますます多様化、グローバル化していくシーンの中で、ビジネ
スマンの強い味方になってくれることは間違いなさそうだ。さらに詳しい情報はウェブ
サイトで調べてみよう。

日経新聞の朝刊・夕刊に加え、速報
ニュース解説、動画コンテンツなど、
電子版オリジナル記事を幅広く配
信。Web形式または紙面イメージで
読める。また、「北海道経済」から

「沖縄九州経済」まで、日本の地域経
済面を配信。地域のビジネス情報も
充実している。

個人契約の日経電子版

日経の専門誌

日経電子版 Pro
P O I N T 1

ビジネスに役立つ

情報をさらに充実

約950本

約350本

日経朝夕刊 約350本
 　　　   ＋ 
電子版独自 約600本/日

日経電子版 Pro
P O I N T 2

欲しい情報を

集める・使う

「日経産業新聞」・「日経MJ」・「日経
ヴェリタス」の専門3紙のデジタル
記事が閲覧できるのは電子版Pro
だけ。さらにきめ細かく、ビジネス情
報がチェックできる！

取引先の昇進・移動など、登録した
企業の人事情報・おくやみを知らせ
てくれるアラートサービス。約30万
人分の経歴データベース「日経
WHO’S WHO」も利用できる。

企業・業界のニュースとデータを一
覧できる日経会社情報DIGITALの
データベースを20,000社超に拡大。
取引先や業界を登録しておけば新
着情報が自動で届けられる。

約1,300本
記事数あわせて

約6,700社
人事情報

約20,000社
企業情報

取引先の人事が
メールで通知されるから、
大事な人事を見逃さない！

個人契約の電子版の約５倍の
企業基本情報、業績、最新ニュースなどを
企業別にまとめて閲覧できる！

日経人事ウオッチ 日経会社情報DIGITAL

キーワードを登録すれば、
必要な情報だけを効率的に収集できる！

日経電子版と専門紙の膨大な記事の中
から、読みたい記事をすばやく探せる。

記事検索
登録したキーワードに関連するニュース

記事や紙面の切り抜きイメージを保存
できる。

を自動収集してくれる。

キーワード検索

登録した連載・コラム、企業・業界の新着
を一覧できる。

フォロー

「日経電子版Pro」「日経電子版Pro」
はじまる！はじまる！

日経電子版 Pro
P O I N T 3

いつでもどこでも

読み方自在

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

場所を選ばないからビジネス自在

日経電子版 Pro
P O I N T 4

情報をすばやく簡単に

共有する

オフィスはもちろん、移動中や出張先で
も、PC、スマホ、タブレットでいつでもど
こでも読める。

ギフト機能
グループ専用のタイムライン上で、新着
情報を共有。コメント機能など、チーム
での情報活用ができる。

シェア・グループ機能
記事をプレゼントして情報共有できる 重要な情報をチームでシェアできる

（2017年秋開始予定）

〈現在、国際版をご自宅・オフィスで定期購読中の方〉
日経電子版Proをすべて『無料』でお使いいただけます。
https://www.nikkeiasia.com/app/denshi/未登録の方はこちらのサイトよりお申込・
お問い合わせください。

〈電子版Proのみをご希望の方〉
電子版Proは法人契約向けの商品となり、会社単位でのお申込となります。
https://www.nikkeiasia.com/denshi/詳細はこちらのサイトよりお問い合わせください。

●日経電子版Proのお申込方法

  問い合わせ先
日経中国（香港）有限公司／NIKKEI CHINA (HONG KONG) LTD.
LEVEL21, No.28, Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
TEL: +852-2598-1771 email: nikkei@nikkei.com.hk

記事保存
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　推理小説は探偵小説ともい
います。終戦直後の昭和21年に
定められた当用漢字の中に
「偵」の字がなかったため「推理
小説」と改められた、とされます
が、日本推理作家協会の前身は
昭和22年発足の「探偵作家クラ
ブ」。当用漢字に逆らって「偵」を
使っていました。
　1850字からなっていた当用

漢字表は「使用する漢字の範囲を示したもの」で、これ以外の
字は使うな、という漢字制限ですが、表現の自由の名のもと、
旧文部省のお達しに従わなかった文化人は少なくなかった
のです。昭和56年に当用漢字は常用漢字となり、方針そのも
のが大きく変わって「漢字使用の目安」という、ゆるいものに
なります。字数が1945字に増やされて「偵」も常用漢字表入
り。「探偵小説」は堂々復活、改名した「推理小説」とあわせて2
本立ての呼称ができあがった、というわけ。
　ただの「目安」なんだから守らなくてもいい、と思われてい
るかどうかはともかく、現在は表外字もどんどん使われてい
て、世の流れに追従する形で平成22年の改定では、丼、麺、
箸、枕、旦、脇、嵐、柿、鶴、亀、鹿、虎、熊、蜂、などが新たに常用
漢字表に加えられ（え…こんな字も常用漢字じゃなかったの、
と思うでしょ）、2136字になっています。動物の字が多いのは、
かつて当用漢字には「動植物の名称は、かな書きにする」と
いう「注意事項」があって動物の字がもとより少なかったから
で、わたくしも小学生のころ「猫」と漢字で書いて叱られたこと
があります。「猫」「猿」「蛇」は昭和56年に常用漢字入り。「犬」
は昭和21年当初から当用漢字。猫派の人たちからは不公平
と思われていたのです。平成の改定で「腎」が加わって「じん

臓」を「腎臓」と表記できるようになったのはいいとして、当用
漢字の時代に「肝腎」を「肝心」と書きかえてしまっているた
め、「肝腎」が復活可能となると、こういうところにも2本立てが
生じてしまうのです。「臆測」と「憶測」なども同じ。「覚醒剤」の
「醒」も平成の改定からなので、それ以前からあった「覚せい
剤取締法」は混ぜ書きのまま。目下、法律用語の世界では「覚
醒剤」と「覚せい剤」が混剤、いや、混在しています。昭和28年、
日本人として初のミス・ユニバース入賞を果たした伊東絹子
さんは「八頭身美人」という流行語のもとになったのですが、
八頭身か八等身か、という昭和50年代頃まで続いていた論争
は現在は収束しているようなので、漢字の「ぶれ」の問題は、
ほうっておけばいずれ自然に落ち着くものなのかもしれま
せんけどね。現在「八頭身」は中華圏にも伝わっていますが、
「八等身」のほうは見た記憶がありません。
　常用漢字は、方針が変わって字数が増えても、竜→龍、とか、
芸→藝、体→體、猫→貓、のような字体の復刻は、まだ一度も行
われていません。そもそも日本の略字の大多数は戦前からす
でにあったものであり、しかも、竜、猫、体、独、沢、など多くが中
国の古典に出てきている字形です。芸術の「芸」は、確かに日本
式の略し方で、これは香港でもかなり悪評。著名な漢語学者の
布裕民さんなどは、「芸」は「漢字」ではない、「日本字」だ、とま
で言い切っています。理由は大体二つ、まず「芸」という字に
は、日本語音ならば「うん」と読んで植物を表す別の字がある
ので（女性の名前によく使われています）、「藝」（げい）が「芸」
（うん）とかぶるのは好ましくないのです。もうひとつは、何より
「藝」の意味を「園藝」や「藝術」の藝たらしめているのは真ん中
の「埶」の部分であって、上の草冠と下の「云」は、あとから付け
られた添え物で脇役。だから肝心な中身を抜き取ってしまった
ら、ハンバーガーのパティを抜いて上下のバンズだけ合わせ
たような代物になってしまうのです。（ハンバーガーの上の

バンズを英語で「クラウン」＝冠といいます。）
　こういうとんでもない略字や大胆な書きかえを採用したの
は、日本はいずれ漢字を全廃するという前提（可能性）があっ
たからで、それまでの間の当座のまにあわせが当用漢字、だ
から形のことなど大して重要ではなかったのです。字の成り
立ち無視、中国の漢字との決別（←「訣別」の書きかえ）などを
うたって行われた確信犯の漢字破壊作業に対して、語源が無
視されてる、とか言っても、しょうがないのですよ。当用漢字時
代のレガシーであるトンデモ略字や「書きかえ」を抱えて、日
本人は現在、漢字と共存を続けているのだということを忘れ
ずにおくべきです。
　当用漢字時代の思い出をもうひとつ。当時は漢字の訓読み
もかなり制限されていて、「魚」は音が「ぎょ」で訓は「うお」だ
け。「さかな」と読んではいけなかったのです。常用漢字世代
のさかなクンならきっと、ギョギョギョ！当用漢字の見直し、
すなわち、日本は漢字を廃止しない、という事実上の決定は
昭和41年の中村文部大臣の発言。その後、昭和48年の改定
音訓表で「さかな」を含む357という大幅な音訓の増加が実
施され、漢字制限の時代はここに幕を閉じます。ちなみに「小
豆」（あずき）とか「海女」（あま）という読みもこのとき認めら
れたのです。ちょっと古いけど、じぇじぇじぇ！

大沢ぴかぴ
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宝生　Midtown

Residence G

深圳

雅诗阁　Ascott

不動産NAVI不動産NAVI不動産NAVI
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）

羅湖店：深圳市羅湖区南湖路深華商業大廈写字楼410号室
電話：(86)755-2584-5960

南山店：深圳市南山区海岸城東座225号
電話：(86)755-3660-7226

（所在地）　福田区沙头街道石厦北八街6号
（間取り） 2LDK（82㎡）、3LDK（121㎡）、4LDK（155㎡）
（室　内） 2017年4月完成
 新築オープン 新内装、家具・家電全新品
（環　境） 地下鉄3・7号線（石厦）徒歩5分
 地下鉄1・3号線（購物公園）徒歩12分
（備　考） 福田区の注目高級マンション！
 2017年完成！ 新築物件（4月オープン）
 好立地、駅徒歩すぐ 通勤便利
 CocoParkへも徒歩10分　Aeon（新洲店）徒歩圏内
 福田・皇崗口岸至近 香港へも便利
 高層階・陽当たり・眺望良好
 高セキュリティー　プールあり
（月　額） 2LDK：12,000元／3LDK：16,000元／4LDK：20,000元

（所在地）　南山区东滨路中
（間取り） 1R（48㎡）、1LDK（89㎡）、2LDK（139㎡）
（室　内） 2017年４月完成オープン 新内装（家具家電新品）
（環　境） 地下鉄9号線（荔香）2019年完成予定　バス停歩１分
（備　考） 遂にサービスアパート Residence G 堂々完成！
 下記、家賃に含む
 管理費・税金・インターネット・室内清掃（週2回）、シーツ・タオル交換
 食器類等備品一式・ジム・プールの利用
 敷地内、各店舗オープン予定あり
 バスタブ・エアコン（冷暖房）付き　管理体制も充実
（月　額） 1R（48㎡～）：12,000元／1LDK（89㎡～）:16,000元／
 2LDK（139㎡～）20,000元

（所在地） 南山区登良路26号
（間取り） 1R（58㎡）、1LDK（80・90㎡）、2LDK（122・126㎡）、3LDK（178㎡）
（室　内） 2017年5月末新築オープン　新内装、家具・家電全新品
（環　境） 地下鉄9号線（南油）2019年完成予定　バス停徒歩3分
（備　考） アスコットサービスアパート5/末新築オープン
 下記、家賃に含む
 インターネット・室内清掃（週2回）、シーツ・タオル交換
 食器類等備品一式・ジム・プールの利用・朝食サービス
 世界中で展開するシンガポールデベロッパー（CapitaLand)管理
 大型ショッピングモール隣接、海岸城（Aeon）へも徒歩13分
 バスタブ・エアコン（冷暖房）付き　管理体制も充実
（月　額） 1R（58㎡）：16,000元 ／1LDK（80㎡）:18,000元／
 2LDK（122㎡）24,000元　※税金別
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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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香港

　香港はそうあることが”伝統”のひとつであると
言えるほど、変化に富んだ都市だ。老舗、最新の
レストランがしのぎを削り、あらゆる最新のス
ポットは、公園や山々の自然の美しさと競争する
ことになる。前回の出版から２年。最新版「ロン
リープラネット香港」の第17版では、流行りの
ローカルフードのみならず、香港の魅惑的で自
然な美しさや、複雑なこの街の見どころがガイド
されている。
　共著者である香港出身の旅行記者ピエラ・
チェンは、街の魅力を「複雑さ」と語り、ローカル
のお気に入りや、観光客には知り得ないマニ
アックな情報も余すこと無く伝えている。
　最新版では、まず人々が香港を訪れる1番の
理由となっているグルメ情報が充実。単なるリス
トのような内容ではなく、最新のフードトレンド

を反映した情報となっている。名前は教えてもらえなかったが、よりリーズナ
ブルに、老舗レストランの自慢の味を楽しめる店なども紹介されているほ
か、チェンさんのおすすめ、古典的な広東料理番釜飯の煲仔飯なども紹介さ
れている。"香港のグルメシーンは新旧のものが入り混じり、豊かで多様なだ
けでなく、進化し続けています。私が紹介したデザートの店は、鶏蛋仔（香港
風ワッフル）や西洋スタイルのデザートに特化していたりします。以前はこの
ようなお店は多くありませんでした。"と語った。

　他に訪れるべきスポットとして挙げてくれたのは、自然美と歴史的意義も
興味を惹く西貢のGeopark。
　"かつて香港含む台湾までの一帯は、大きな火山帯だったそうです。140万
年前の噴火によって作られたこの素晴らしい玄武岩の柱は、恐竜や有史以
前の生き物達がいた時代も存在しました。そして今は香港の行く末を見つめ
ているのです。" チェンさんは、香港にとって公園は、街の喧騒と調和した感
覚をもたらす、無くてはならない存在と付け加えた。
　前回「ロンリープラネット」が出版さ
れた当時入国者数が減少していた
が、チェンさんは中国以外の国からの
旅行者を誘致するために、旅行者向
けの映画やミュージックビデオにも出
演するなど、様々な形で力を尽くして
きた。いまや香港では今まで以上に中
価格帯の宿泊施設も多く登場し、気軽
に旅行を楽しむための選択肢が増え
ているという。「ロンリープラネット」は
買ってもすぐ内容が古くなるのではな
いか、と購入を躊躇する読者向けに、
読みやすくてナビゲートに便利なよう
にフォーマットを調整したデジタル版
も発行しており、章ごとに購入するこ
ともできて便利だ。

ガイドブックの定番、
最新版「ロンリープラネット香港」の見どころ
ガイドブックの定番、
最新版「ロンリープラネット香港」の見どころ

ライターに聞く

ライフ（香港・広東共通）



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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政大学同窓会
定期的に例会、クリスマスパーティ、他
校OB会との交流イベントを開催してお
ります。法政大学および付属校、大学院
にゆかりのある方、当校に留学経験の
ある方、ぜひお気軽にご連絡ください！
連絡先：hoseichina_hk@yahoo.co.jp 
　　　  （事務局）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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沢山。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
メール：jimu@wa-kyo.org
電話：（852）2730-1055
ウェブ：www.wa-kyo.org
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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/
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

輸入コスメ販売員募集
仕事終わりや週末など、すきま時間に
輸入コスメの販売をしてくれる女性を
募集します。深圳のOfficeに商材と資
料を用意しており、最初と不定期に研
修に来ていただける方。ご自身で試し
て、お客様にプレゼン・販売していた
だきます。詳細は土井までお問合せく
ださい。
電話：(86)139-2280-9717
メール：kazuki_0425@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クリニック通訳さん募集
英語または広東語で通訳できる日本人
の方を募集しています。看護師など医
療資格をお持ちの方はもちろんのこと、
資格はなくても医療通訳に興味がある
方の応募をお待ちしております。勤務は
セントラルにある総合クリニックです。
健康診断に関連する事務作業なども
行っていただきます。
詳細につきましては、メディポートの堀
までお問い合わせください。
hori@mediport.com.hk
電話 25771568
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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. Eva
　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)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

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。）

昔仕事を頑張っていた頃、今よりもっととんがっていて、
「こうしなければならない。」
「こうあるべき。」に囚われていた頃、ある人に言われま
した。

「短所ばかり見て、それを治そうと思ったら何年かか
る？それよりいいところを見て、それを突き抜けさせた
方がよっぽどいいよ。」

その通りだと思いました。

欠けているリンゴがあるとします。
私たちは欠けてる部分に注目します。だから買わない。
それがどんなに水々しくても、甘い蜜が入っていても、
欠けてる部分が気になります。

子供も同じ。
いいところがたくさんあるのに、
欠けてる部分が気になります。
そこを一生懸命人並みにしようとします。

けれど元々向いてないこと、興味もないことは、時間も
かかるし、苦痛でしかありません。

人はそれぞれ役割を持って生まれてきました。

昔は、お喋りが上手な人が語り、歌が上手い人が歌い、
踊りが得意な人が踊る。
とてもシンプルに自分の存在価値を感じることができ
ました。

現在は、仕事が組織化し、複雑になり、人々は役割が分
からなくなった。幸せを感じにくくなりました。

複雑化している世の中です。親はついついあれもこれ
もやらせた方がいいかも。後々ためになるかも。と考え
がちです。
そんな考えの元、子供たちはどんどん鎧をまとってい
く。自分が本当は何がやりたいのかわからなくなって
いく。
本当にやりたいこと。
向いていること。
魂が震えることは、
実は「空（くう）」の時間からしか生まれません。

あなたのお子さんは、ぼーっとしてますか？
何もしていない時間はありますか？

この何もしていない時間に、
頭の中で経験したことが整理され、次にやりたいことが
閃くのです。

月から金まで、お稽古ごとに追われていては、大切なこ
とが入ってこないのです。
時間を埋めようとしない。
敢えて、空ける。
そうするとこどもは自分からやりたいことをみつけます。

この世に必要ない人なんて1人もいない。
どんな人にもピタッとはまる役割が用意されているの
です。

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/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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連載 第34回 役割の見つけ方

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。

香港

香港

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。

僕
の
僕
の

交
際
日
記

交
際
日
記

これからもずっと
胴長短足の日本人

第6回

日本の文化を表現するときに、
「事なかれ主義」という言葉が用いられることがあります。
この言葉は「いざこざがなく、平穏無事に済みさえすればよいとする
消極的な態度や考え方」という意味を指しますが、
では実際のところどうなんでしょうか。
…ということで今回、私の妻(香港人)と私(日本人)で比較してみました。

例えば、レストランで態度の悪い店員がいたとき、妻の場合は、
もはや食事のことは忘れてその場で店員本人または
責任者にクレームをつけます。
私はというと、嫌な気持ちにはなりますがそんな店員のことは
無視して食事に集中しようとします。

買い物するとき、私の妻は買う前にその商品に傷や汚れなどの
欠陥がないかしっかり調べます。糸一本でもほころびがあれば、
店員にどうにかするよう詰め寄ります。
そしてどんなに気に入ったものでも他に在庫がなければ…
買いません。一方、私も商品のチェックはしますが、
相当な欠陥がないかぎり、糸一本くらいのほころびは
無視して買ってしまいます。

オフィスではどうでしょう。
「ちょっとクーラー寒いな」と思ったときに、
私の妻は電源を消すことで温度調整しますが、
私は自分でカーディガンを持参するなどして着るもので温度調整します。

こうして見ると、私(日本人)は周りの人との接触を避けながら、
自分の意識や行動を変えることで問題解決? をしていることが分かります。
一方、私の妻(香港人)は先ず自己主張を周りの人に伝えてから、
自分の納得できるところまで結論を持っていきます。
妻に言わせてみれば「自分が我慢するなんてバカね。
客として社員としての権利を全うするべきよ。」とのことですが…
確かに言っていることは理解できます、ただそれを実践できるかどうかはまた
少しの勇気と相当な慣れが必要です。

かつて三島由紀夫がこのようなことを言っています。
「どんなに英語を流暢に話そうと、その土地に慣れようと、
ショーウィンドウに映る自分は胴長短足のまぎれもない日本人」
事なかれ主義は鎖国時代に外部との接触を遮断し、
自国の繁栄を目指した島国日本ならではの独特な考え方のようです。
外国の人から見たら「ここが変だよ日本人」と思われるかもしれませんが、
だからといって私たち日本人が香港人のように
繕う必要もありません。日本人は日本人らしく、
さあ、今日も「事なかれ～事なかれ～」と祈りな
がら会社に行くとします。

トイレに行きたいけど…
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　金鐘(アドミラルティー)の星街（スターストリート）周辺と
いえば、話題のカフェ、レストラン、バーが多く軒を連ねた
オシャレでハイセンスなエリアだ。街中の喧騒から逃れた
閑静なエリアとしても人気のあるこのエリアに新しく自家
製パスタをメインにしたカジュアルイタリアンレストラン

「Pici Pasta Bar」がオープン。同店はイタリア料理の
「Pratta」、スペイン料理の「Optimism」、そしてペルー料理
の「Tokyolima」など、今話題のレストランを数多く展開し
ている「Piratta Group」の新店。
　場所は、星街から少し歩いたところにあるSt.Francis 
Yardの突き当り。隠れ家的でアットホームな雰囲気が人
気。2階建ての店内は、白を基調に温もりを感じる木を合わ
せたモダンでシックなインテリア。1階はテラス席もあり、と
ても開放的なイメージ。2階は、壁にレンガを使用したラス
ティックなインテリアで壁に飾られた白黒の写真がヴィン
テージ感をプラスしている。   
　そんな同店自慢のパスタは、イタリア人シェフが毎朝お
店で作る自家製生パスタ。カジュアルでお財布に優しい価
格設定でありながらもイタリア各地の本場の異なるスタイ
ルのパスタが味わえる。パスタ好きなら一度は訪れたいお
店。さっそく同店自慢のパスタの数々を紹介しよう。
　豚の頬肉とトマトソースを極太パスタに絡めてチーズを

たっぷりトッピングした「Pici 
all’Amatriciana」。アルデンテ
でしっかりソースがパスタに
合う。「Raviol i  with Black 
Truffle and Asparagus」はア
スパラガスが入ったラビオリ
にパルメジャンチーズとたっ

ぷりの黒トリュフをトッ
ピング。シンプルだけ
ど黒トリュフの香りが
食欲をそそる。
　パスタがメインのお
店だが、前菜やサイド
メニューも充実してい
る。シンプルにイタリア

産の新鮮なブラータチーズにトマト、オリーブオイル、塩コ
ショウ、そしてルッコラを添えた「Burrata Cheese」はクリー
ミーにとろける食感で軽い口
当たりが上品な味。自家製の
ミートボール「Homemade 
Meatball」は肉汁たっぷりで
トッピングしたパルメジャン
チーズが味わい深さを加え
ている。シンプルだけども親
しみやすくて心がホッとする
イタリアのおふくろの味。食
事の締めくくりには、イタリア
の代表的なデザートの「ティ
ラミス」を。クリーミーさと軽
い口当たりのバランスが絶
妙。程よいサイズなので一人
でも食べきれるサイズ。
　さあ、さっそく本場イタリア
のパスタを味わいに出かけ
てみては。予約は受け付けていないのでピーク時から少し
外していくのがおすすめ。

Pici Pasta Bar
住所：G/F., 16 St. Francis Yard, Wan Chai
電話：(852)2755-5523
時間：月～木 12:00～22:30、金土 12:00～23:00、
  　　日 12:00～22:30、祝日 12:00～23:00
ウェブ：http://pici.hk

閑静なエリアにたたずむ自家製生パスタが
自慢のカジュアルイタリアン
閑静なエリアにたたずむ自家製生パスタが
自慢のカジュアルイタリアン Pici Pasta Bar

クリーミーでなめらかな味の
「Burrata Cheese」

黒トリュフをたっぷりトッピングした「Ravioli with black Truffle and Asparagus」

イタリアのおふくろの味
「Homemade Meatball」

極太パスタが食べごたえのある
「Pici all’Amatriciana」

レ
ス
ト
ラ
ン
の
外
観
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みなさんこんにちは。編集部Xです。
休日に香港人のお友達にダーティーレストランに連
れてってあげるといわれておっかなびっくりついてい
きました!
電車でゆられること30分、沙田駅へ。そこからタク
シーで5分程度。
ダーティーレストランに着きました。
広い屋台みたいなつくりなんですが超満席！
めっちゃ人気じゃん！
席待ちしてやっと座れましたがそこからもおっかな
びっくり。
机の上にビニールシートがひいてあり、前の人が残し
た食べ物をおばちゃんが次々とビニールの上におっ
ことしていきます。
最後はビニールを丸めて
片付けいっちょあがり・・・!
(｡-ω-)_θ☆(ﾉ･⊿･)ﾉ
そして編集部Xの机のビ
ニールをひくときに、机に
水をたくさんかけてビ
ニールを固定。

カルチャーショックすぎる! (｡-ω-)_θ☆(ﾉ･⊿･)ﾉ
お茶も運ばれてきましたが、香港人の友達が飲んじゃ
だめと言ってきました。
えっ、お茶じゃん？飲んじゃだめなの？？?(ﾟ_｡)?(｡_ﾟ)?
なんとお茶は食器を使う前に洗うものみたいですね。
再びカルチャーショックショック! (｡-ω-)_θ☆(ﾉ･⊿･)ﾉ
ダーティーレストランだからね。
そしてメニューは自分で記入。中国語かけない。
値段は一品70ドルとか。
ボリューム！！って感じなので人数いっぱいで行った
ほうがいいですね。
食べ物は。。。。めちゃうまでした。
外見に反してなにこの美味しさd(*＇-＇*)b

ガチョウ？？ めっちゃジューシー。あとから知りました
が有名どころなんですねダーティーレストラン。

週刊PPWの編集部スタッフがプライベートで行った店や、
スポットを日記形態でお送りする編集部だよりです。
スタッフの何気ない普段の顔をお届けします。

グルメ編

編集部だより

Chan Kun Kee （陳根記）
住所：No.3-5, Wo Che Estate Market, Sha Tin
電話：(852)2606-1390

スタッフ
編集部X
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