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今週の香港ピックアップ 映画
「打ち上げ花火、下から見るか？ 横から見るか？」

上映中

Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre
(852)2111-5333
www.cityline.com
HKD580、HKD380

3/F.,  New Lee Wah Centre,  
88 To Kwa Wan Rd.,  To Kwa Wan
(852)2736-9623
info@wanfung.com.hk
www.wanfung.com.hk

打ち上げ花火が上がるとき、恋の奇跡が起きる
　夏のある日、典道(CV 菅田将暉)と祐介(CV 宮野真守)は、二人が想いを寄せるクラスのア

イドル・なずな(CV 広瀬すず)が見守る中、水泳対決をする。勝負に負けた典道は水の中で

不思議な玉を見つけ、勝った祐介は、なずなから打ち上げ花火を観に行こうと告げられる

のだった。放課後、「打ち上げ花火は、横から見ると丸いのか？平たいのか？」について典道

と祐介が話している時、なずなは典道に「水泳対決で勝った人と花火を観に行くつもり

だった」と告げる。しかし、なずなの本当の目的は別にあったのだ。「もし勝負に勝っていた

なら・・・」悔しさに典道が玉を投げると・・・。誰もが抱く「もし～なら」という感情。岩井俊二

作の実写映画を、新房昭之監督がアニメ化。打ち上げ花火が上がるとき、あなたは奇跡を

目にする。

2つの国に引き裂かれた男女の切ない恋物語
　香港特別行政区設立20周年を記念し、香港歌劇院（Opera Hong Kong）

はヴェルディの最も人気オペラを上映。エチオピアのアイーダ姫は悲運

により、エジプトの王女アムネリスに仕える奴隷となる。アイーダはエジ

プトの英雄ラダメスと惹

かれ合うが、彼は、嫉妬深

いアムネリスと婚約する。

果たしてアイーダの恋の

行方は！？

オペラ
「Aïda」

10月10日～15日

Cityscapes in Ink
墨韻城市

～11月12日

四川出身の巨匠、ついに香港上陸！
　風景画、花鳥画で高い評価を得る四川出身の郭志全(Guo Zhiquan)

氏が、初めて香港で個展を開催する。四川美術学院を卒業後、河南省や

中国政府文化部で要職を務める同氏の

今回の個展の題目は「Cityscapes in Ink 

墨韻城市」。1940年代の香港や現在の

銅鑼湾を、色彩豊かに描く。

2/F., Fung Ping Shan Bldg., UMAG, HKU, 
90 Bonham Rd., Pokfulam
月～土 9:30～18:00
日 13:00～18:00
(852)2241-5500
www.umag.hku.hk/en
無料

Grand Theatre, Hong Kong Cultural Centre
19:30
（852）2234-0303
http://operahongkong.org/aida/
HKD1080、HKD880、HKD680、HKD420、HKD300、HKD150

展覧会
Ink Global 2017 - Extension

～10月7日

現代的な水墨画を観に行こう
　Wan Fungアートギャラリーは、10月に開催される「Ink Global 2017‒ 

Extension」で約100点の作品を展示する。伝統的な水墨画の手法とはか

け離れた表現で、豊かな色彩を使って絵画、肖像画、花や鳥などを描いて

いる。現代的な手法で描かれた墨のアートを観にぜひ足を運んでほしい。

ピアノ弾き語りコンサート
Mika Type “起”

10月2日

映像や演劇など多彩な構成で観客を楽しませる
　ピアノ弾き語りライブを日本のみならず海外でも精力的に行ってき

た小林未郁は、18歳で音楽活動を始め、これまでに素晴らしい作品を

世に送り出してきた。今回披露する「進撃の

巨人」など人気アニメ作品にボーカルとし

て多数参加し、海外ファンも多い。彼女の素

晴らしいステージを見逃すな！

監督：新房昭之
吹替：広瀬すず、菅田将暉、宮野真守
言語：日本語（字幕：英文、中文）

ExhibitionExhibition

香港ピックアップ
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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。

香港広州
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香港

香港ローカルニュース
プレゼンツ

  香港内の3割のモバイルバッテリーが危険 SONYは安全と公表
　香港内で流通するモバイルバッテリーの3割が国際安全基
準を満たしておらず、発火や爆発事故の苦情が相次いでいる
と香港のニュースで大きく取り上げられています。また、香港
の消費者委員会はSONYを含む4つのモバイルバッテリーは
優良であるとも公表しています。
　今回、検査の対象となったのは79香港ドルから500香港ド
ルで販売されている30種類のモバイルバッテリーで、検査の

結果、9種類のモバイルバッテリーに「熱への耐久性が低く燃えやすい。電池容量がパッケージの記載
よりも低い。100回程度の使用で膨張する。ショートが起こると発火の恐れがある。」などの問題や危険
性を検出したと消費者委員会が発表をしました。
　今回の検査結果を受けて香港消費者委員会は、香港政府への早急な規制強化を訴えかけ、消費者
に対しては「高温の場所で使用しない。充電器をつなげたまま長時間放置しない。」などの注意を呼
びかけています。
　なお、消費者委員会が優良であると公表した4つのモバイルバッテリーは以下となります。
１．SONY（ソニー） 「CP-R10 3.7V 10000mAh」
２．SAMSUNG（サムスン） 「EB-PA710 3.7V 10200mAh」
３．小米（シャオミ） 「Mi PLM01ZM 3.85V 10000mAh」
４．Mophie（モーフィー） 「PWRSTION-6.2K 3.8V 6040mAh」

  10月1日は国慶節の盛大な花火大会
　10月1日は国慶節（中国の建国記念日）、香港では盛大
な花火大会がおこなわれ、夜9時より23分09秒間に
31,888発もの花火が打ち上げられます。今回の花火大会
は国慶節68周年、香港の中国への返還20周年、10月4日
の中秋の名月を合わせて祝うもので、1,300万香港ドル
（約1億8千万円）もの予算をかけておこなわれます。
　花火は全8幕のテーマに分かれており、注目を集めて
いるのは第3幕の3Dスパイラル花火と、第6幕の3D
ハート型花火。また、最終8幕での国慶節68周年をお祝

いするバースデーケーキ型花火にも注目が集まっています。
　花火の観賞ポイントの定番は、香港島はセントラル（中環）フェリー乗り場からワンチャイ（湾仔）の
ゴールデンバウヒニア広場（金紫荊廣場）あたりまでの海沿い、九龍側では尖沙咀スターフェリー乗り
場からチムサーチョイ東（尖沙咀東）あたりまでの海沿いとなります。その他にも、香港のメディアでは
以下も鑑賞ポイントであると伝えています。
・sky100（カオルーン）
カオルーンにある香港で最も高いビルICC。100階（海抜393メートル）から鑑賞できます。
チケット：298香港ドル（ドリンク一杯無料）。
URL：https://sky100.com.hk/special-offers/nationaldayfireworks/

・山頂（ピーク）
香港島の山の上から花火を見下ろすように鑑賞できます。4時間前の到着がおすすめ。
Google Map：https://goo.gl/maps/y8Wyzk5QUxB2

・中山記念公園（西湾）
上環（ションワン）フェリー乗り場の西に位置する大きな公園。2時間前の到着がおすすめ。
Google Map： https://goo.gl/maps/FBmhwSgqNor

・カイタック・クルーズターミナル（旧カイタック空港跡地）
九龍湾に位置し、海に面する大きな広場から鑑賞できます。メディアの案内では「一部の場所から見
える」との注意書きがあります。
Google Map： https://goo.gl/maps/mmvxUopCVxw

是非、国慶節の迫力ある花火大会をお楽しみください。

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2366-4299 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座改札・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

ローカルニュース

04 Pocket Page Weekly 29 September 2017 No. 611
B



香港

香港

05Pocket Page Weekly 29 September 2017 No. 611
B



 06 Pocket Page Weekly 29 September 2017 No. 611
B

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 紹介会社 

営業・コンサルタント/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

香港/香港島 インテリジェンス
香港～30K

日本産食品専門店よりマネージャー／アシス
タントマネージャーを募集！ 食品ビジネスの
営業計画/運営。★営業/管理経験者の方。

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 インテリジェンス

香港25K

インテリジェンス
香港

IT・技術系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/香港島 15K～25K

テクニカルコンテンツライターを募集！ 該当する
プロジェクトの日本語Webコンテンツの作成、
英から日への簡単な翻訳の処理。★ウェブ制作、
執筆、編集、校正の経験が2年以上ある方。

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

日本人顧客を対象としたRM業務（商品：投資
信託・債券など）、富裕層を対象にした資産運用
商品の提案。★英語ビジネスレベル、金融の
商品知識・経験。

既存顧客への営業活動ならびに新規顧客の
開拓、中国工場へ行き、生産管理/品質管理など。
★営業経験必須、社交的な方、北京語or英語
コミュニケーションレベル。

インテリジェンス
香港

サービス系/
エステ・美容・理容 20K～24K香港/香港島

美容業界よりアイラッシュ施術担当者を募集！
未経験可。美容やアイラッシュ（まつげ）に興味
のある方。新規ビザサポート込のフルタイム、
ビザ所有者は時間相談可。★英語ができれば
尚可（日本語のみも検討可）。

インテリジェンス
香港16K～20K 香港/香港島

保険業界よりシニアエグゼクティブ/エグゼク
ティブマーケティングサービスを募集！既存の
日系法人顧客のアカウント管理、営業活動、
シニア営業の補佐など。★英語ビジネスレベル。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港20K～25K香港/香港島

コンサルティング会社よりコンサルタントアシ
スタント/セールスアシスタントを募集！資産
管理商品についてのアプリケーションのフォ
ローアップとサポート。★営業の対応が分かれば
優遇。

営業・コンサルタント/
コンサルタント

インテリジェンス
香港

30K～50K
経験により
応相談

香港/香港島

金融業界より法人営業職（日本語スピーカー）
を募集！ 営業として顧客対応と関係づくり、
金融商品のプロモーションなど。★証券業界
にて日系営業経験、最低3年以上、日本語・英語
ビジネスレベル以上。

営業・コンサルタント/
金融・保険・投資顧問

インテリジェンス
香港

経営・店舗管理・
現場責任者/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

35K～45K香港/九龍

日系最大手流通グループマネージャー/ジェ
ネラルマネージャーを募集！生産管理チーム
(経験により食品、衣料品、家電のいずれか)の
管理職。★業界経験あり（貿易、食品メーカー、
小売業など）。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～25K

大手機械メーカーより営業職を募集！ 現地
販売を支援して製品の宣伝,日本と現地の関係
構築と発展、セールス＆マーケティングイベント
のサポートなど。★4～5年の営業、マーケティング
経験者の方。

電子部品企業にて経理を募集！ 経理業務全般、
香港人部下の管理、中国工場との連絡業務あり
（経理関連）。★会計業務経験者、広東語および
英語スキル（英語のみ可の方も、スキルによって
考慮可）。

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） 15K～30K インテリジェンス

香港香港/九龍

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
小売・流通・通信販売 21K香港/新界

個人輸入卸専門会社より営業アシスタントを
募集！ オンラインでのオーダー受注に関する
業務全般(メール/電話での対応)、ウェブサイト
上のショップ、商品などの調査など。★コミュニ
ケーション能力が高い方。

インテリジェンス
香港

営業・コンサルタント/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

18K～25K

食品・卸企業より営業職を募集！日本食取扱い
飲食店（ホテル含む）などへ向けた営業活動、
飲食店とのリレーションシップ、食品の受注、
納品など。★営業に自信のある方、語学不問！
（英語できる方は優遇）。

香港/新界

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
メーカー（機械・電気・電子） ～30K

電子業界より中国グループ財務・経理を募集！
月次決算、売掛/買掛管理、原価計算、銀行対応、
連結決算,他拠点とのやり取りなど。★原価計算
を３年以上（日本での経験がある方）。

香港/新界

インテリジェンス
香港

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
物流・倉庫

16K～25K

物流業界よりオフィスサポート（通訳/翻訳/
秘書/総務業務）を募集！ 主に通訳や翻訳等
から、社長のサポート業務（秘書的な業務）まで、
幅広く必要に応じて対応。★貿易販売経験者
歓迎。

香港/新界

インテリジェンス
深圳

営業・コンサルタント/
建設・建築・
内装・住宅関連

RMB～25K

運営管理、日系企業向けのオフィス・工場の内装
工事に関する新規開拓営業およびコンサル
ティング業務。★営業経験者（業界経験不問）、
マネジメント経験者、北京話でのコミュニケー
ションが可能な方。

深圳

インテリジェンス
広州

サービス系/
旅行・レジャー・観光

RMB
8K～12K

日系企業＆日本のお客様を相手に、新規開拓
営業及び既存顧客フォロー。営業経験２年以上、
北京語日常会話以上、食事補助、住宅提供あり。

広州

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

20K
ビザホルダーの物流事務（輸出入業務、サプ
ライヤーとのやりとり、簡単な経理、通訳など）
募集。★英語・北京語or広東語できる方。

香港/新界

宝飾業界よりシニアファイナンスマネー
ジャーを募集！ 香港/中国の経理部門の管理、
会計および財務報告書の準備、日本本社への
報告など。★経理/財務/管理経験のある方。

インテリジェンス
香港

会計・監査・経理/
小売・流通・通信販売 香港/九龍 ～60K

航空業界より空港グランドスタッフを募集！
カスタマーサービス経験者応募可能、航空/
旅行業界で3～5年の経験者優遇。★長期
勤務希望、英語ビジネスレベル、広東語がで
きれば尚可。

インテリジェンス
香港

サービス系/
旅行・レジャー・観光 香港/新界 15K～23K
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香港＆広東

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 紹介会社

Reeracoen

技術系（メディカル・
化学・食品）/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

香港/九龍 22K～35K
厨房や冷蔵関係の設備のメンテナンス及び修理。
香港各地に配置された設備を定期的にメンテ
ナンスを行い、香港人スタッフの教育。

香港WORKS20K～25K香港/香港島 日本伝統工芸品専門店での店舗販売チーフ。
広東語または北京語話せる方。営業・販売系/小売・流通

香港WORKS30K～60K香港/香港島 エグゼクティブシェフ和食経験10年。サービス系/外食・フード

サービス系/外食・フード
RMB

30K～40K
+住宅

深圳 エグゼクティブシェフ鉄板焼きor寿司or炉端
焼き。

華南WORKS

サービス系/外食・フード 20～30万円広州 海外ラーメンFC店舗の管理、店舗展開時の
サポート。

華南WORKS

営業・販売系/
コンサルタント

RMB
25K～35K広州 会計コンサルでのセールス担当。北京語。 華南WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
その他サービス

時給HKD
40～60香港/九龍

ワーホリ・パート・アルバイト歓迎。語学不問。
経験不問のオフィスワーク業務。時間・曜日
選択自由。

香港WORKS

香港/九龍 40K～48K Reeracoen会計経理・経営管理/
専門商社・総合商社

日系専門商社でセクションのシニアマネー
ジャーを募集。商材は化学樹脂、日本人含む
３～４名のマネジメントを担当。

香港/九龍 20K～23K Reeracoen会計経理・経営管理/
外食・フード

日系飲食店でホールマネージャーを募集。食事
の提供、会計業務、スタッフマネジメント、コスト
管理、日本本社とのやり取りなど、レストランの
運営。

Reeracoenサービス系/外食・フード 14K～25K
日本人のパティシエ。デザートの考案。デザート
の品質チェック。デザートのすべての準備や、
プレゼンテーションなどの監督。季節限定メニュー
の考案。

香港/九龍

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

時給HKD
70～120進出コンサル企業でのパートタイム業務。香港/香港島

20K～40K

専門職（コンサルタント・
金融・不動産・
流通・税理士など）/
コンサルタント

会計コンサルタントまたは顧客窓口。 香港WORKS香港/香港島

香港/九龍 18K～22K 香港WORKSクリエイティブ系/
マスコミ・広告・デザイン DTP制作オペレーション&営業補助。

香港/九龍 18K～22K 香港WORKS
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
旅行・レジャー・観光

マネージャーアシスタントを募集。日本側との
連絡業務。旅行会社とのパッケージ旅行商品
作成。山形県や岩手県をPRしてパッケージ旅行
商品を開発する業務。

香港/香港島 30K～50K Reeracoen企画・宣伝・広報/
コンサルタント

大手ビジネスコンサル企業で営業コーディ
ネーター業務の担当。営業担当と会計士の間に
入ってコミュニケーションを取り、最適な方法
を提案し業務をスムーズにすることが重要。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 25K～40K

香港にある日系証券会社にて機関投資家や
個人投資家向けの新規開拓営業を担当。主に
日本株や投資信託の販売が中心になり、入社後
は英語にて香港の証券取扱者資格の試験を
受ける必要有り。

香港/香港島

香港/香港島 30K～50K Reeracoen営業・販売系/
コンサルタント

大手コンサル企業で、コンサルティング営業
業務の担当。会計・法務に関する資格や経験
よりも、主体的にコミュニケーションを取り、
真のニーズを汲み取れる傾聴力が最重要。

Reeracoen営業・販売系/
金融・保険・投資顧問 香港/九龍 40K～60K

「日本基準の安心」と「世界トップ水準の商品
サービス」を提供する資産運用サービス専門
銀行での業務。一般～ウェルスマネジメント層
の個人顧客に対し、RMとして従事。

Reeracoen営業・販売系/物流・倉庫 香港/九龍 20K～25K
日本食材の輸入、卸売り業務（香港内）および
再輸出。東南アジア•オセアニア諸国および
欧米諸国の食材の輸入、卸売り。日系企業を
中心とした既存ルート営業。

Reeracoen20K～23K香港/新界

日本のお客様及び海外オフィスからの問合せ
対応、見積作成やプレゼンテーション作成。
テンダービジネス(入札ビジネス)、事業開発
対応。新規事業開発のためのマーケットリ
サーチ、データ分析。

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆深圳

香港

香港

　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！！

　今回は、製造業に関係が深いと思われる新法令を紹
介させていただきます。

一、「中華人民共和国中小企業促進法」
　2017年9月1日、全国人民代表大会常務委員会は「中
小企業促進法」を改正・公布しました。今回の改正の主
な内容は次のとおりです。
1. 財政の優遇政策が強化されました。「中央財政は予
算において中小企業科目を設け、中小企業発展専門資
金を準備する。当該基金は、中小企業の公共サービス
及び融資サービスの確立に重点的に使用される。」と
規定されました。
2. 融資に関する政策が完備され、金融機関が十分に機
能し、高効率かつ公平に中小企業にサービスを提供で
きるよう規定がなされました。
3. 国家機関、事業単位及び大企業は、中小企業に対す
る代金の支払を遅滞してはならないことなど権利・利
益の保護に関する章が追加されました。
4. 法律の有効な執行を保障するために、管理・監督・検
査に関する章が追加されました。
 前述の内容から、中国政府が中小企業の発展のため
に、中小企業によりよい経営環境を与えることに注力し
はじめたことがわかります。

二、「建設プロジェクト環境保護管理条例」
 国務院は「建設プロジェクト環境保護管理条例」を改正・
公布しました。今回の改正の内容は主に次のとおりです。
1. 環境評価の手続きが簡素化され、途中及び事後の
監督管理が強化されました。建設プロジェクトの操業開
始前の試生産などの規定が削除され、新たに建設プロ
ジェクト竣工後の環境保護検収の手続き及び要求など
の内容が追加されました。
2. 罰金の金額が引き上げられるなど、処罰が厳格化さ

れました。
3. 情報公開及び公衆の参加に関する内容が強化され
ました。環境保護部門が環境影響評価文書のウェブ上
での審査認可、届出、情報公開をすることが規定され、
環境保護部門は適時に一般公衆に対して違法者のリ
ストなどを公表することなどが規定されました。
　中国政府は環境保護に関する問題を重視しており、
環境保護に関する法令を多く制定し、環境保護に関す
る法律の執行を強化しています。今後は、生産経営にか
かる環境保護問題をより重視しなければならなくなる
と考えます。

三、《労働紛争事件審理の難解問題に関する広東
省高級人民法院の回答》
  2017年８月１日、労働紛争事件における審理の統一
的な審理基準を設けるため、広東省高級法院はこの法
解釈を公布しました。主な内容は次のとおりです。
Ｑ1：労働者が過失により使用者に損害を与えた場合
に、使用者は労働契約を解除し、労働者に損害賠償を
請求することができるか？
Ａ1：労働者が労働関係の存続期間において故意又は
重過失により使用者に経済損害を与えた場合、使用者
は労働契約を解除のうえ、労働者に損害賠償を請求す
ることができる。
Ｑ2：労務派遣において、労働者は派遣元と派遣先に対
して残業代の支払いにつき連帯責任を負うよう要求す
ることができるか？
Ａ2：残業代、歩合給などは派遣元がこれの支払に責任
を負うものであるが、基本給と残業代の区別が明確に
できない場合に、労働者が派遣先と派遣元が連帯して
労働報酬を支払うよう求めた場合は、これを認容する。
Ｑ3：企業移転時の労働契約の履行はどのようになるか？
Ａ3：企業が自身の発展のために移転を計画する場合、

「労働契約の締結時に根拠となった客観的状況に重大
な変化があった」場合に該当し、使用者は労働者と労
働契約の内容変更について協議しなければならない。
労働契約の内容変更について合意できない場合に、労
働者が労働契約の解除及び経済補償金の支払を求め
たときは、これを認容する。但し、企業の移転が労働者
に明確な影響を与えず、かつ、使用者が合理的な措置
（通勤バス、交通手当の支給など）を講じた場合は、労
働者が労働契約の解除を求める理由が十分ではない
ため、使用者は労働契約解除の経済補償金を支払う義
務を有さない。
Ｑ4：従業員が病気又は業務外の事故により死亡した場
合、遺族は救済一時金（又は直系親族扶養生活補助
費）を主張しうるか？
Ａ4：従業員が病気又は業務外の事故により死亡した場
合、その遺族が「広東省企業従業員休暇待遇死亡弔慰
待遇暫定規定」に基づき葬儀補助費、直系親族扶養救
済一時金（又は直系親族扶養生活補助費）を主張した
場合は、これを認容する。

新法令の紹介
中
国
法
律
コ
ラ
ム 21

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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香港

　ビールを引き立てる食材として、同社が展開
する銅鑼灣（コーズウェイベイ）にあるCOEDO 
Taproomでは、なめこと太刀魚を使った秋を感
じる料理を期間限定で提供する。
　なめこは飛騨高山産の通常のなめこの5倍程
度の大きさのものを使い、なめこ佃煮とメカブの
酢物(HKD58)、なめことオクラ、鶏肉の生姜焼
(HKD78)、なめこと牛肉のすき焼き鍋(HKD88)な
どのメニューで、その食べごたえと独特のスモー
キーな香りを楽しむことができる。
　太刀魚は旨味と肉感が特徴的
で、日本では夏に人気の魚と
して知られる。バターのコク
との相性が抜群の太刀魚バ
ター焼(HKD88)や、丁寧な下
ごしらえが生み出すサクサク、

ふっくらとした食感がたまらない太刀魚の竜田
揚 胡瓜と昆布の卸しタレ(HKD88)などで、その豊
かな味わいを堪能しよう。
　秋の夜長、COEDO Taproomの洗練された

空間の中、定評ある創造的な料理と共
に、ビアグラスを傾ける至福のひ
とときを過ごしてみてはいかが
だろうか。

コエドビールの直営レストランに
期間限定の秋スペシャルメニューが登場

COEDO Taproom
住所：Towning Mansion, Paterson St., CWB
期間：～10月8日
電話：(852)2619-9011
メール：info@nextstep.com.hk

　コエドは伝統と現代技術を結集し、最も上質で美しく、国際的に認めら
れる製品を作るべく、クラフトビールの醸造に取り組んでいる現代の先進

的なビア・ブリュワリー。同社の商品には、看板ビールでピルス
ナースタイルの繊細な仕上がりが光る“Ruri”、深く艶のある
ダークラガーで、微かにコーヒーのアロマが薫る
“Shikkoku”、金時芋を使い、ほのかに甘いタフィーのよ

うな後味を出した“Beniaka”など、個性的で端正
なビールが揃っている。

太刀魚バター焼太刀魚バター焼

なめこ佃煮とメカブの酢物なめこ佃煮とメカブの酢物

なめことオクラ、鶏肉の生姜焼なめことオクラ、鶏肉の生姜焼

太刀魚の竜田揚 胡瓜と昆布の卸しタレ太刀魚の竜田揚 胡瓜と昆布の卸しタレ

なめこと牛肉のすき焼き鍋なめこと牛肉のすき焼き鍋
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香港 香港

こんにちは！編集部のXです！
最近、週に1回は甘い物を無性に食べたくなる衝動
が抑えられず困っています。。。
そこで、先週と同じくコーズウェイベイでみつけた
女子にはたまらないカフェをご紹介！
「Dazzling Café」
こちらも台湾発の人気のカフェで、英国式のファン
シーなインテリア！
紅茶の種類が豊富なのがこだわりポイントだそう
です。

「Spaghetti with Spacy Chicken」HKD89
ピリッとスパイシーなお味ですが、パスタと相性が
よくフォークが進みます。
「Hazelnut Chocolate Honey Toast」HKD98
サクサクのトーストは食べるのに解体作業が必要
です！
口に運ぶまでにこのかわいらしい姿はなくなって
いきます。言うまでもなく、、、、
こだわりポイントの紅茶はいただかなかったので、
写真はありません(笑)
気になる方はぜひお店へ～！

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

Dazzling Café
CWB店
住所：Shop 313-314, 3/F., Windsor House, 
  　　311 Gloucester Rd., CWB
電話：(852)2881-5318
時間：12:00～23:00 (L.O 22:00)

TST店
住所：Shop 22, L3, The ONE, 100 Nathan Rd., TST
電話：(852)2312-6099
時間：12:00～23:00 (L.O 22:00)

スタッフ
編集部X
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