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広東ページ 
深圳

広州 深圳

深圳

　本物の味にこだわり続ける｢日本料理 はせ川｣

は、連日日本人が絶えない人気店。ビジネスマン

やカップル、週末には家族連れなど、幅広い世

代に受けがいいのが特徴だ。衛生管理も徹底し

ており、食材の一部は日本から直輸入するなど、

そのこだわりには目を見張るものがある。食事

だけでなく、焼酎を楽しむ顧客には、専用の浄

水器でろ過した水で氷を作るなどお酒好きの

サラリーマンからも大変受けがいい。また、店

内には、カウンター席、座敷、テーブル席、個室

といったあらゆるシチュエーションに対応でき

るようになっており、予約をすれば、懐石料理や

宴会も楽しむことができる。

　今回はそんな同店の秋のおすすめメニュー

を紹介。同店一押しの｢さんまのかばやき｣は、

味付けがしっかりとされていてビールのつまみ

に持ってこいの味。台湾から直輸入したという

さんまは、程よく脂が乗っていて食が進む一品

だ。以前から人気が高い｢ハンバーグ｣は、濃厚

なデミグラスソースが特徴で、付け合せの野菜

ともよく絡む。鉄板で出てくるのでずっとアツア

ツのまま食べることができるのが嬉しい。肉の

厚みがたまらない｢豚バラ塩焼き｣は、脂のうま

みがギュッとつまっていて歯ごたえがとても良

い。塩加減が絶妙で、こちらもビールと一緒に楽

しんいただきたい。

　どれを選んでも間違いない同店のおすすめ

メニュー。秋の宴会でお店選びに迷ったらぜひ

足を運んでみてほしい。高級料理店でありなが

ら気軽に立ち寄ることができるので秋の夜長を

楽しむのに大活躍してくれるはずだ。こだわり

の味を是非あなたの舌で堪能してみては。

日本料理 はせ川
住所：深圳市南山区南光路126号鵬都大厦１階 
電話：(86)755-2652-3524
営業時間：17:30～23:30

こだわり続けた日本の味が自慢の｢日本料理 はせ川｣から
秋のおすすめメニューが登場！
こだわり続けた日本の味が自慢の｢日本料理 はせ川｣から
秋のおすすめメニューが登場！



36 Pocket Page Weekly 27 September 2013 No. 402
B

 広東ページ

スタイリスト　濱島一二
美容師歴35年を誇り、日本で美容メーカーの社
外講師としても活躍。技術はもちろん折り紙つ
きだが、頭皮や髪に刺激の少ない薬剤を使用す
るなど髪の健康を一番に考えており、広州で人
気のスタイリストの一人。

住所：広州市天河区天河南一路六運一街7号101房
TEL： (86)20-3734-0372
 (86)134-5042-2334(濱島)
営業時間：11:00～21:00

体育西路
B出口

天河城
体
育
西
路

天河南一路

体育西路
H出口

CYNERGI

　みんなさん国節も近づいていますネ。色々な意味で忙しい時

です。

　

　前回、環境の違い「気候」を取り上げましたが、今回は「水」です。

　皆さんの多くは御存知とは思います。日本の水とは違い、ここ

中国広州の水は「硬水」と言われています。では硬水とはどうい

う水でしょう。一般的に言われている事は金属イオン成分を多く

含んでいる事です。金属イオン成分とはMg+とかCa+とか言わ

れように+に帯電した金属です。毛髪はこの+イオンと非常に合

相が良く、吸着しやすいのです。この金属イオン成分を多く含ん

でいる硬水でシャワーを浴びる事は、毛髪に金属イオンを残る

事となります。流しても流しても、同じ事なのです。皆さんが「髪

がゴワツク」「髪が硬くなった｣「柔らかさが無く、すべりが悪い」

と感じるのは、この硬水が原因ではないでしょうか？

　では解決する方法は？

　

　完璧ではありませんが、かなり有効なことは、やっぱりトリート

メントでしょう。現在のトリートメントは、ほとんどカチオニック(+

イオン)成分でできております。中には非常に強力な+イオンを

成分としているものもあり、毛髪に強い吸着力を示しています。

水の中にある金属イオン成分より、強固に結びつこうとしますの

で、かなりの良い結果が得られます。日本でしていた時よりも、少

し多めにまたは時間を長めにするもよいでしょう。時には一度

シャンプー前にトリートメントをつけて時間をおき、シャンプー

後もう一度トリートメントをしてみてください。効果は上がると

思います。

　環境の違いにより、髪、肌のお手に入れも少しづつ変えてもよ

いでしょう。次回は「食生活の変化」について考えてみましょう。

お楽しみに♪

知っているようで知らない髪と肌のこと⑭
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広東省　日本人に優しい病院一覧
広州

深圳

イーストウエストメディカルセンター
東西方医療門診部
天河区天河北路233号
中信広場14楼1401室
(86)20-3879-7605

威利斯クリニック
天河区林和東路200号（IKEA家具後方）
(86)20-3885-1376

康辰国際医療
天河区珠江新城華利路19号
遠洋明珠大廈北座1楼
(86)20-3759-1168

カンナム広州加美国際医療中心
越秀区環市東路368号花園大廈5楼
(86)20-8386-6988

国際歯科診療室
天河区天河北路2号冰花大酒店11楼
(86)20-3880-2357

大都会国際歯科
天河北路183号大都会広場6楼603-604
(86)20-8755-3380

広州和睦家診療所
広州大道中301号人保ビル1楼
(86)20-8710-6000

広州万治クリニック
天河区天河北路223号中信広場25/F 2501室
(86)20-3877-3123

深圳陽光ウィンヘルスクリニック
羅湖区宝安南路1048号陽光病院内2楼
(86)755-8211-7998

維雅歯科
福田区福華一路
深圳国際商会大廈A座1118室
(86)755-8205-6515

カンナム深圳加美国際医療中心
南山区蛇口南海大道1033号
泰格公寓 E-0119
(86)135-9016-0019

しろもとデンタルクリニック
南山区南山大道1122号
鵬愛醫療美容醫院2楼
(86)755-8622-4459

約60％の人が、自分は太りやすい体質だと実感
太りやすくなったと実感する年齢は、平均30歳

広州 広州

趙営医師

　EPA-PR事務局が全国の30～65歳の男
女を対象に「肥満と体質に関する調査」を
行いました。以下、その結果を発表します。

　EPA-PR事務局が全国の30～65歳の男女を対象に「
肥満と体質に関する調査」を行いました。
以下、その結果を発表します。

■約60%の人が、自分は太りやすい体質だと実感
　今回の調査で、自分は太りやすい体質だと思うかを
聞いたところ、約60%の人が、自分は太りやすい体質だ
と実感していることがわかりました。また、男女別では、
男性全体(54.7%)、女性全体(65.0%)と女性の方が太り
やすいと感じていることが分かりました。

Q.現在のあなたは太りやすい体質だと思いますか？
(n=600)
《全体》
・思う　59.8%
・思わない　40.2%
・女性全体　思う　65.0%
・男性全体　思う　54.7%
約6割が太りやすいと実感している。

■太りやすくなったと実感する年齢は、平均30歳
　また、太りやすい体質だと実感している人に、太りや
すくなった年齢を聞いたところ、平均30歳から太りやす
くなったと実感していることがわかりました。

Q.「現在のご自身は太りやすい体質だと思う」とお答え
の方にお伺いします。
そう思ったのは何歳くらいからですか。(n=359)

《全体》　平均年齢　30歳

■ダイエットに失敗した事がある人は、65.7%
　男女問わず関心が高いダイエット、世の中には様々
なダイエット法が存在しています。そこで、ダイエットに
関する取り組みに関して調査してみました。ダイエット
に失敗した事があるかを聞いたところ、65.7%の人が失
敗したことがあるという結果になりました。
Q.「現在のご自身は太りやすい体質だと思う」とお答え
の方にお伺いします。

Q.あなたは今までダイエットに失敗したことはありますか。
(n=359)
《全体》
・はい　65.7%
・いいえ　34.3%
約7割が失敗経験有

　調査によって、太りやすくなったと感じる年齢が平均
30歳、ダイエットに失敗したことがある人は65.7%とい
う結果になり、年齢と共に太りやすくなること、ダイエッ
トに失敗したことがある人が多いことが明らかになりま
した。年齢と共に太りやすくなったり、ダイエットに失敗
する理由の一つとして、褐色脂肪細胞という脂肪を燃
焼させる働きがある細胞が年齢と共に減少していき、そ
の影響で太りやすくなるということが知られています。
そんな中、最新の研究では、青魚に多く含まれるEPAを
摂取すると褐色脂肪細胞を増産させ、痩せやすくなると
いう研究結果が発表され、肥満がいなくなることに期待
が寄せられています。
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クーポン

クーポン広告掲載ご希望の方はこちらまで　zets_ppw@pocketpage.com.hk

【利用上の注意】
・ご利用の際には必ず弊紙をお持ちください
・ご利用の際に店舗にある弊紙を提示されますと
　クーポンは無効になります
・使用済みクーポンの回収を
　希望される店舗もございますのでご注意ください
・有効期限、利用条件などは店舗によって異なり、
　クーポンの最終解釈権は各店舗が有します

広州天天漢語

電話：(86)136-5090-0390（杜　日本 語可）
住所：広州市天河区天河北路（ヒルトン）希尔頓陽光公寓北塔1305

広東スクール

「PPWを見た」
または「切り抜き持参」で、

受講料（通常RMB100／時間）が

RMB80！
（2013年9月末日まで）

一連語言培訓中心

電話：(86)20-3886-8862  (86)135-8049-5714（日本語）  メール:mandarui@126.com
ウェブ:www.mandarui.com   住所：広州市番禺区広州市碧桂園華苑7座

広東スクール

好評に付き継続中！
50時間コースお申込の方、

＋30時間プレゼント！
（英語・中国語・韓国語からお選び

いただけます）

中国語コース
お申し込みの方、

ニ胡体験レッスン
プレゼント！

（2013年9月末日まで）

SEKIJO中国語教室

電話：(86)20-3801-7866、(86)183-1956-5050(日本語可)  営業時間：8:00～22:00
住所：広州市天河区珠江新城花城大道16-1号鉑林国際A座409室　ウェブ:kawagakusya@yeah.net

広東スクール

SEKIJO中国語教室

こちらを読み込んで、
お店で見せよう！

住所：広州市環市東路371-375号世貿中心南塔2105室(地鉄五号線淘金站B出口）
 広州市珠江新城華明路9-13号新城大厦西座1211室（地鉄三号線珠江新城A1&A2出口）
 深圳市福田区金田路与福華路交匯処金中環商務大厦主楼1706（羅宝線会展中心地鉄站E出口）
 深圳市深南中路1029号新城大厦西座1F（羅宝線科学館地鉄站D出口）
 広州市天河北路183号大都会広場1505室（地鉄三号線林和西站A出口）
電話：(86)020-2238-2196　ウェブ：www.imandarin.net

プライベートレッスン限定
RMB500オフ！

（5校共通）

愛マンダリン中国語学校広東スクール

香港ビューティー D'note Hair Saloon

電話：(852)2882-3662
住所：Flat B, 2/F., Cleveland Mansion, 5-7 Cleveland St., Causeway Bay

初回来店の方全サービス

10％オフ 

①学校に打合わせに来られた方に、
8Gの青花瓷USBメモリーを

プレゼント！
②授業100回以上お申込みの方に

3000元のコースを
プレゼント！

（2013年9月末日まで）

マンダルイ語学学校

住所：広州市天河区林和中路158号天誉花园一期悠雅閣2003
         広州市番禺区広州市碧桂園華苑7座 
電話：(86)20-3886-8862、(86)135-8049-5714（日本語）
メール:mandarui@126.com  ウェブ:www.mandarui.com

広東スクール

一番教育

電話:132-5020-7570/020-8481-4898
住所:本校:広州市番禺区市橋環城東路113号
　　 分校：広州市番禺区奥園広場タワー3　1118室

広東スクール

「PPWを見た」
または「切り抜き持参」で、

中国語レッスン
10時間RMB888！
（2013年9月末日まで）

焼肉CHACHA

電話：(86)20-3892-2201、(86)150-1317-3505（立島)
住所：広州市天河区体育西路191号中石化大厦柏西商都地下1階B01

広東グルメ

5名以上で食べ飲み放題を
ご予約の団体様、

幹事様の料金半額！
（2013年9月末日まで）

広東ビューティー PARIS N°5

電話番号：(86)755-8627-0269、(86)156-2652-2165（森田） ウェブ：www.ideal-paris.com
住所：深圳市南山区商業中心区海徳三道15-5海岸大厦東座111

ご新規のお客様
全メニュー30％オフ！

2回目以降のお客様
全メニュー20％オフ！
貯めてお得！スタンプカード贈呈中！
（2013年8月末日まで）

電話：(86)20-8601-8576（日本語可）、(86)136-9973-9128（玲ちゃん）営業時間：10:00～21:30
住所：広州市天河区天河路230号万菱匯3階48号店舗（石牌橋駅A出口すぐ）

広東ショッピング

日本へのお土産にピッタリ！
景徳鎮の商品

20%オフ!!
玲ちゃん会員絶賛募集中!

玲ちゃんのお茶屋さん

①RMB500以上
お買い上げの方に、
茶芸講座無料チケットを
1枚プレゼント！
②陶器20％オフ！

（2013年9月末日まで）

電話：(86)20-3846-1620　Web：www.chineselife.net
住所：広州市天河区林和西路89号景星酒店1F10号　営業時間：10:00～22:00

広東ショッピング ChineseLife 竹清堂

電話:(86)020-3873-2782
住所:広州市天河区林和西路1号林和西地鉄站A出口広州国際貿易中心3楼A3

広東ショッピング

RMB500以上の
お買い上げの方に

もらって嬉しい「茶餅」を
１つプレゼント！

（2013年9月末日まで）

沁溢茶坊

広東クラシファイド

「んだすな」秋田県人会
飲んでばっかりだどもしがだねべ秋田だ
もの。んだどもあまりいっきならねで楽し
ぐやらねが。あどあまりなまればだめだや。
しょしがってねでまず連絡けれ。香港がら
でもとぎぐねばけ。語るど～、まげねど～、
へばな～
メール：naoyarin@gmail.com（林）

GJTA広州日本語教師連絡会
広州や華南地区で活躍している日本語教
師の交流会です。日本人、中国人関係なく
メンバーを募っております。メールでの情
報交換を主とさせて頂いております。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

お金のお茶会
お金の知識と知恵を獲得　将来の人生計
画が明確になります。「お金の基礎知識を
身につける」ためのお茶会を実践してい
ます。週末少人数で開催中。
電話：(86)186-2005-1764　
メール：happylife1126@gmail.com
            鈴木まで。

広州フルコンタクト空手
同好会【北斗神會】

押忍！我 「々北斗神會」は、毎週日曜日中信
広場5Fにて、活動をしております。国籍・性
別・年齢・経験関係無く、どなたでも参加
可能です。平日に蓄えた中性脂肪を毎週
日曜に清算しましょう！！gfk@live.jp斎藤ま
で。

求人

クラス

その他

メンバー募集
 広州日本人テニスクラブ「網王」

毎週土日、二沙島（広州市）で活動。合宿
や他地域との交流戦もあり。男女共々エ
ンジョイテニス！
ウェブ：www.c-sqr.net/c/cs19360
メール：jun.kurihara@sumitomo
  corp.co.jp
携帯：(86)186-1310-1811
担当：栗原淳

広州日本人奮闘会
広州に来て未だ日が浅く、友人が少なく生
活が楽しく無く慣れない方を応援する会
で、友達の輪を広げて頂く事を希望してい
ます。月に1～2回ぐらいの食事会を開催
しています。
メール：vivace@sh163.net
　　　 中村　孝幸まで。

立命館大学広州校友会
広州や華南地区で活躍している立命館大
学本校及びAPU卒業の校友の交流会です
。懇親会として食事会が主とさせて頂いて
おります。
メール：hatta_shinta@joyful-net.com
電話：(86)135-7008-8499
 八田真太（はったしんた）まで。

広州如水会
華南地区在住の一橋大学卒業生の方、ご
参加をお待ちしております。当会では3ヵ
月に1回の例会を中心に、現在約20名の
会員が親睦を図っております。一緒に「東
都の流れ」を熱唱しましょう！お気軽にご
連絡ください。
電話：(86)139-2899-0740
メール：ryota_kato@cn.mufg.jp
 加藤　良太まで。

横浜国立大学「国大会」
横浜国立大学卒業生、ゆかりのある方！学
生時代の思い出話、横浜ネタを酒のつま
みに交流を図ってまいります。お気軽にご
連絡ください。
メール：yokohama.nat.univ@gmail.com
 事務局まで。

法政チャイナ香港華南支部
法政チャイナ香港華南支部は、定期的に
例会、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！
メール：hoseichina_hk@yahoo.co.jp
            谷川まで。

広州愛知県人会
愛知県にゆかりのある方、名古屋に行っ
たことのある方、友人が愛知県人等。参加
資格はどなたでもOKです！！不定期に食
事会を広州市内で開催しています。
携帯：(86)135-8668-1415
メール：aichigz@hotmail.co.jp
  野原良文まで。

東莞東部日本人会
東莞の東部地区を中心に年6回の情報交
換会・懇親会を行っています。
携帯：(86)138-2576-8250
メール：ito0104@cwe-dg.cn　 
  伊東まで。

SZ-Beni旅行サークル
結成は2012年ですが、主要メンバーの帰
国や移転で昨年11月以降活動休止。今年
の4月より新規メンバーの登録で活動を
再開。毎月近場の観光地や時々山登りに

出かけたりしてます。参加制限なしです。
電話：(86)138-2316-1494(唐澤　隆)

深圳ブラスバンド
毎週土か日、AM10～PM1、深圳市羅湖区
春風路2007号華際茶芸館2階で練習して
ます。最近帰国者もありメンバー減少しま
したが、粘り強く活動してます。
代表：飯塚、副代表：福井
メール：sz_brass@yahoo.co.jp

深圳和僑会
海外で組織のリーダーを目指す人達の交
流を促進し、成功を応援する会です。毎月
の講演会、プレゼン研修、工場見学などを
開催しています。経営者や起業家に限ら
ず、駐在員や学生の方もお気軽にご参加
ください！
メール：szwakyo@gmail.com（松岡）
ウェブ：www.szwakyokai.com

深圳愛知県人会
愛知に過去・現在・（未来？）問わず、少し
でも縁があることを口実に、3ヶ月に1回
ペースで羅湖近辺で楽しく気軽に交流

（食事会）をしてます。お1人で初参加でも
ご心配なくご連絡下さい！
電話：(86)138-2880-0135
メール：suukatt@gmail.com　 
  大塚まで。

バドミントンサークル
「羅湖らけっつ」

メンバーは30人ほど。毎週日曜日の午前
12時から2時間、国貿の羅湖小学校の体
育館で活動しています。初心者歓迎です。
メール：matsuken319@yahoo.co.jp
松永まで。

教師募集
1．中国語．英語．広東語．HSK教師募集
2．深圳．広州．東莞．珠海.香港で
　在住の方歓迎
3．日本語が堪能、日本で生活経験者優先
4．平日朝．昼．夕．夜各クラス
　（１回授業は２時間）
履歴書を下記のメールにご送付ください。
HT中国語教室
住：1.羅湖区南湖路国貿商住大厦7G室
2.福田区金田路現代国際大厦2302A室
3.南山区南光路繽紛假日E棟17C室
電話：(86)186-8225-9385
メール：school@ht-1.cn

HT中国語教室
深セン．広州．東莞．珠海．香港でお仕事
や暮らしている日本人の方に向けての学
校です。7年中国語．英会話．広東語．HSK
教育経験あり、HSK試験合格率は95％以
上に達します。1H無料体験レッスンも実
施中、お気軽にお問い合わせください～
電話：(86)755-3663-0235（日本語可）
/(86)135-3005-6859（日本語可）
ウェブ：www.ht-1.cn
メール：info@ht-1.cn

家庭教師
6年間に日本人の方に中国語を教える経
験を持ち、日本人の方に向けて、苦手な発
音矯正、間違い易い文法を楽しく教えるこ
とが得意です、日常会話初．中．高級、ビジ
ネス初．中．高級中国語、ＨＳＫ強化、検

定対策、広東語、英会話など対応可能。深
圳羅湖．福田．南山．蛇口．宝安.龍崗に家
庭出張もでき、短い時間で中国語を効率
的にアップさせます。ご気軽にお問い合
わせください。
電話：(86)135-3005-6859（未希子）　
メール：mikiko_okk@yahoo.co.jp

日本でのネットはレンタル
一時帰国で使うネット回線はレンタルで
解決！
・最大10台まで同時使用OK！
・1台で使っても10台で使っても料金は同じ！
・通信料も機器代も0円！
  全てレンタル料金に込み！
・使い方は電源を入れて
   パスワードを入力するだけ！
・レンタル料金は期間に合わせて
  4,980円～12,800円
日本への渡航時の必須アイテム！
ウェブ：www.wifi-hire.com/?cid=classified

便利屋どっとこむ。
深圳・香港等　華南地区で対応可能な便
利屋です。様々な代行業務から浮気調査
まで何でもご相談に乗ります。お気軽にお
問い合わせ下さい。
メール：china_part@yahoo.co.jp

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
www.pocketpage.info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。）

新語翔中国語学校

深圳市南山区海岸城文心五路観海台花園4棟1単元601室
電話:(86)755-8605-2515   (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市南山区蛇口太子路18号海景広場11F室
電話: (86)755-2683-9151  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
深圳市福田区福華三路星河国際C2棟22B室
電話:(86)755-8344-6661  (86)137-5114-7475（張　日本語可）
広州市珠江新城華利路21号遠洋明珠大厦西塔1106室
電話:(86) 20-2886-9081   (86)159-2036-3799（張　日本語可）
東莞市長安鎮長青路明珠廣場明珠広場C棟903室
電話:(0769)8158-5950　137-5114-7475（張　日本語可）
ウェブ:www.classic-mandarin.com  メール:study@classic-mandarin.com

広東スクール

広州校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
東莞校：
RMB1000オフ！！英語会話教室と中国語教室2時間無料体験
海岸城校：
RMB1000オフ！！広東飲茶或いは二胡或いは英語教室2回無料体験
海上世界校：
RMB1000オフ！！英語或いは中国語教室2回無料体験
福田COCO-PARK校：キッズルーム開放！
お子さんがいらっしゃるお母さんに嬉しいKids Roomも開設しました。
授業を参加する方に、お子さんの一時預かりのご利用料金が30％オフとなります。
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