
香港 香港香港

香港

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。）

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

毎日稽古できる
空手道柳心会道場ご案内

銅鑼湾、太古、ワンポー、ミッドレベル、
沙田など15箇所。【1ヶ月無料体験実施
中】幼児クラス・初心者クラス・一般クラ
ス・子どもクラス・女子会馬鞍山道場オー
プンしました！！
ウェブ：www.gojuryu.org.hk
電話：(852)2891-2177
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中国語教室
オンラインで中国語を教えます。中国語先
生：Ms.Wong　「北京語言大学」の中国語
教師の資格を持つ北京出身の先生です。
多くの日本人生徒さんへの指導を豊富に
経験しており、特に日本語を使っての授業
は 好 評 を 頂 いております。詳 細 は
http://echinese.freevar.com ご覧下さい 。
或はMs.Wongまでご連絡下さい。
電話：(852)9078-6978
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆ネイルレッスン始めました☆
鰂魚涌(クオリーベイ)の自宅一室にてネイ
ルレッスンを始めました。セルフネイルに
ご興味がある方、好きな時間に無理なく個
人レッスンを受けてみませんか？ジェルネ
イル初心者の方、大歓迎です。自宅サロン
ですので、静かな場所＆ゆったりとした雰
囲気でレッスンを楽しんで頂けます！また
、通常のジェルネイルのご予約も承ってお
ります。 お気軽にお問い合わせください。
電話：(852)9684-0660(ゆりえまで)
営業：月曜日～土曜日

（午前10時～午後19時）
 定休日：日曜日
ウェブ：ameblo.jp/chicchicknails/    
最寄り駅：Quarry Bay(鰂魚涌)駅改札口A
を出て徒歩1分

香港在住若手交流会
香港在住若手交流会の参加資格に年齢
制限はなく、自分は今でも若手と思って
いる方は、どなたでもご参加頂ける会と
なっております。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。奇数月の隔月開催で
す。お気軽にお問い合わせください！宴
会本部長より
メール：kitsu@kenshin.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メンバー募集
「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、平日の午後7時30分から集
います。経験不問・登録料などいっさい
ございません。～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
メール：natalie_natsuko@yahoo.co.jp
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ジョン・レノン募集！
日 本 人 ビ ート ル ズ バ ンド 、T H E 
BROADWOODSではジョン・レノンを募
集しています。バンド経験者に限ります。
練習は月に2回程度。
電話：(852)9468-3745　尾野まで　
メール：onodesign@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

JDC参加者募集
JDC(JAPAN DIVING CLUB) 参加者募集！！
香港でスキューバダイビングを楽しむ
同好会です。4月～11月 毎月数回、船を
借りきってダイビングを行います。ダイ
ビング後は、無人島でのBBQや海鮮料
理、船に揺られ沖合の絶景を楽しみな
がらのお弁当をいただきます。ダイバ
ー仲間をお探しの方、お気軽にご連絡
ください！！潜る方も潜らない方も船に
乗って香港の海に出ませんか！！JDC役
員会ウェブサイト：
http://www.jdchk.org/
連絡先：infojdc@jdchk.org

事務スタッフ募集
医療サービスを行っている会社です。10
月より働いていただけるパート1名を募
集します。難しい仕事ではありませんが、
広東語、英語が日常会話程度できる方
を希望します。月曜日から金曜日まで、なる

べく長い時間働ける方。詳細についてはメー
ルまたは電話でお尋ねください。
メディポート　堀　(852)2577-1568　
hori@mediport.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集ます。条件：幼稚園教論資格＆
ワーキングビザ有 
電話：(852)2567-9848
ウェブ：www.tanpopo.edu.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プ レスランゲージセンター：
日本人コンサルタント急募

カスタマーサービス、事務等。丁寧な電
話対応マナー要。
広東語話者優遇。バイリンガルでキャリ
ア志向が高く、詳細に気が配れる方。PC
スキル要。英語のカバーレターと履歴書
を以下まで：preslanguage@hotmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん・職人さん大募集
銅鑼湾内で移転してリニューアルした日
本食レストランの湖舟では、パートさんと
職人さんを大募集しております。あなた
に合った働き方や、詳細は面談で相談
できればと思います。パートさんは主婦
の方や、ワーキングホリデーの方も歓迎
です。職人さんは生の鰻が裁ける方を
歓迎します。まずは、お気軽にお問合せ
ください。
電話：(852)9867-8236　袖山まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集！
上環、湾仔と尖沙咀3店舗があるラーメン
屋「無敵家」では、日本語できるホールス
タッフを大募集しております。どんな国
籍でも歓迎。パートタイムからフルタイ
ムまで、勤務地や給料等は応相談です。
お気軽にご連絡をください。
電話:(852)2815-5322、(852)6922-6656 
Sallyまで(日本語可)
メール：sally.manhorn@gmail.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
～セントラル紳士靴専門店スタッフ募集～
職務：店頭販売及び関連業務。高級紳士
靴についての知識と理解を深めること。

丁寧な顧客対応。出張あり。
資格：高等学校卒業。2年以上の就業経
験。日常会話程度の日本語、英語必須
待遇：月給10K～12K。毎月報酬及びボー
ナスあり。年末ボーナスあり。業務成績
によりその他の報酬あり。毎月社員特価
販売あり。10時から20時まで。週5日また
は6日、シフト制。詳細は関Mr. Victorまで
お問い合わせいただけます。
メール：jobs@tassels.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日本語・普通話・広東語講師募集中

ジオスランゲージセンター（セントラル・
ホンハム校）では、自分の母語を外国人
に教えた経験を持ち、教師資格とビザを
お持ちの方を募集しています。詳細は面
談にて。まずは履歴書を下記までお送り
ください。
電話：(852)2504-0220
メール：info@geoshk.imsbiz.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

営業スタッフ募集！
三宝不動産では、営業スタッフを募集し
ています。日本語で営業可の香港人、広
東語又は英語で営業可の日本人（ビザ
サポート不要の方）香港不動産ライセン
ス保持者尚可。勤務地：西湾河 お気軽
にお問い合わせ下さい。
メール：info@sanpou.com.hk
電話：(852)2566-0155
モテギ/Ms Tong まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラーメンチャンピオン
ジョーダンMTR地下のラーメンチャンピ
オンにて、ホールスタッフ、マネジャー。その
他オフィスでの仕事も有。
電話：(852)2377-9944
担当：タカシ（takashi）
メール：takashi@komarsgroup.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パート・アルバイト募集中！
銅鑼湾に移転したHal’sキッチンでは、
パートさんを募集しております。主婦の
方や、ワーホリさんも大歓迎です。まず
は、お気軽にご連絡をください。
電話：(852)2523-2524 春田まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本料理スタッフ募集
銅鑼湾にある日本料理「一杯屋」では、ホール
＆厨房スタッフを募集しております。パート、
アルバイト、主婦の方やワーホリさんも大歓
迎です。まずは、気軽にご連絡を下さい。
電話：（852）6436-0425　黄まで
メール：yipaiyahk@delicious-int.com

ホールスタッフ募集
日本語を使いながら中環でお仕事しま
せんか？ホール・調理補助など。詳細は
下記までお電話ください。
電話：(852)9367-7705（沙羅まで）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集中！
香港で1984年創業のラーメン屋【一平
安】では、元気で明るいホールスタッフ
を募集しております。経験や語学は問い
ません。パートアルバイトも可。ワーホリ
の方も大歓迎です。勤務地は応相談。ま
ずはお気軽にお問合せください。
電話：(852)2722-4826
尖沙咀エナジープラザ店・山本
hr@ippeian.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本語の話せる
ホールスタッフ、大募集！

白木屋、笑笑では日本語の話せる、明る
く笑顔の素敵な方を募集しています。経
験、国籍は問いません。広東語を学びた
い日本人の方や、日本語を学びたい香
港在住の方からの御応募をお待ちして
います。応募、問合せは佐藤まで。
電話：(852)6255-7901
メール：satou@shirokiya.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
急募！営業・管理職を探しています！

炮台山駅（フォートレスヒル）すぐ近くの
香港オフィスで、商品の仕入れや日本へ
の輸出業務を行っております。①フルタ
イム：2～3年以上の職歴。英会話(日本
語)能力。
上記を満たしていれば男女問わず大歓迎！
やる気を重視致します！
＊報酬：面談の上決定
①パートタイム：2～3年の職歴。ビジネ
スレベルの英会話力。
明るくて真面目な性格の方。
＊時給ＨＫＤ60～。
履歴書送付頂き、スカイプで面接を行
いますので、
まずはお気軽にお問合せください。
(81)439-71-0066
ohno@lifis.co.jp(大野)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ダイニングバースタッフ
コーズウェイベイ（銅鑼湾）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。詳しくは小泉まで。
電話：(852)2777-1171

販売パートスタッフ募集
銅鑼湾そごうの地下食品売り場にて精
肉販売のお手伝いをして頂ける方を募
集しています。勤務時間及び時給応相談。
就労ビザはこちらにて手配します。まず
はお気軽にご連絡下さい。
電話：(852)9090-1721　西村まで 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本人コンサルタント急募
佐敦にある語学学校では日本人コンサ
ルタントを募集中。カスタマーサービス、
受付、事務等。PCスキル要。丁寧な顧客
対応マナー要。広東語もしくは北京語能
力がある方。土、日勤務不要。ビザサポー
ト不要の方。ご興味ある方は履歴書を以
下まで。
メール：admin@streamwisdom.com
電話：(852)3520-2329　林まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

北/広/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。
電話：(852)2375-1342　林まで
メール:swlcrecruit@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホールスタッフ募集
セントラル（中環）の日本料理店枡では
フルタイムで入れるホールスタッフを募
集しています。日本語でお気軽にお問い
合わせください。
電話:(852)2537-7787（Ms. Rabina）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パートさん募集中！
セントラル（中環）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。

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド
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 ショッピング（香港・広東共通）

香港

香港

イタリアのランジェリーブランド
「LA PERLA」
2013年秋冬コレクション
　女性はいつでも美しくいたいもの。見えないお洒落こそが本当のお洒落。イタリア発の「LA 
PERLA」はペニンシュラホテル内にブティックがあり、買い物のためホテルに入るだけでもテンシ
ョンがあがる。今年のウインターシーズンのランジェリーはどんなデザインが登場するのか期待
が高まる。

　1954年に創設されたLA PERLAは50年以上その巧みな職人技術を守り続けながら、常にトレン
ドを発信し、伝統と革新を独自にブレンドさせ発信している。世界中の最もファッション感度の高
いエリアでブティック展開し、ワールドクラスのラグジュアリーブランドとして人気を博している。
日本では銀座にブティックがある。

　今シーズンのコレクションにある赤に黒のレースをあしらったデザインはスペインのパッション
を表現している。その貴重で鮮明なレースが持つ伝統的なイタリアスタイルとエレガンスな雰囲
気を残しながらスペインの情熱的な赤を取り入れ、女性らしさを際立てる。その他、漆黒のランジェ
リーの数々に取り入れられた繊細なレースは柔らかく近くからみるとその細かさ、丁寧な技術が
うかがえる。

　La Perla MAISONコレクションは世界的に展開されているコレクションの一つで、イタリアのア
トリエで丁寧に一つ一つハンドメイドされたものだ。その貴重なランジェリーが今回、10月より
キャセイパシフィック航空で機内販売が始まっている。110路線以上で販売サービスがあるので
お見逃し無く、旅行の際にはぜひチェックして欲しい。

LA PERLA
住所：The Peninsula Hotel, 19-21 Nathan Rd., TST
電話：(852)2396-8708
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香港ヘルス＆ビューティー

30年の実績、丁寧なサービスが好評の｢Ting House｣
美白効果の高いフェイシャルを特別価格で提供
　暑さが厳しかった今年の夏。そんな夏の間に「うっかり日焼け
してしまった」、あるいは「ケアを怠って肌の状態が最悪」なんて
人に朗報。香港で開業して30年の実績、丁寧で細やかなサービ
スで定評のあるビューティーサロン｢Ting House｣で、夏の紫外
線でダメージを受けたお肌を修復するフェイシャル｢CTBホワ
イトニング｣を受けることができる。
　｢Ting House｣は、プロ職人美容師の確かな腕と斬新な美容
機器で、香港だけではなく海外でも知られている有名サロン。
日本語が堪能なスタッフが親身になってカウンセリングをして
くれるので、日本人の人気も高い。確かな結果を出す、女性のお
肌の悩みを解決してくれる、女性の駆け込みサロンとしても支
持されている。
　｢CTBホワイトニング｣は、レーザーでシミとソバカスを薄くす
る「Medlite C6レーザートーニング」、美白効果の高い「ビタミン
Cホワイトニング」、古くなった角質を除去する「ミルクピーリン
グ」の3コースが用意されているので、自分に合ったコースを選
べる。いずれも、肌のクオリティーをアップ、透明感のある綺麗
肌に変えてくれるコースだ。今なら初回限定の体験価格
HKD488で、3コースのうちひとつに、｢伝統ディープクレンジン
グ（針清技術）｣、｢秋冬潤い保湿トリートメント｣、｢カタツムリエッ
センスマッサージ｣の内から、お好みのケアをひとつプラスした
トリートメントが受けられるキャンペーンを実施している。

　もう少し詳しく3つのコースの内容をみてみよう。「Medlite 
C6レーザートーニング」は米FDA認証の無傷・無痛の美白治
療でナノ秒の速さで肌のシミを撃退。治療後すぐからメイクも
OK。4回の治療で確かな効果を実感できるという。「ビタミンC
ホワイトニング」はお肌に直接ビタミンCを導入。ビタミンCは
シミ・ソバカスの原因になるメラニンの生成を抑制する抗酸
化作用があるので頑固なシミ対策に効果がある。そして、「ミ
ルクピーリング」では角栓やニキビを抑えたり、ニキビ跡を薄
くしたり、毛穴を小さくしたりすることによって明るく光のある
肌を手に入れることができる。
　まずは体験でその効果を実感してみよう。そして、誰もがう
らやむ綺麗な美肌を手に入れるには、まずは行動あるのみ！

香港 香港

香港

Ting House 奵屋 
住所：1-4/F., Grand View Comm.Ctr.,   
           29-31 Sugar St., Causeway Bay 
予約電話：(852)2576-7227（日本語可）
ウェブ：www.tinghouse.com

®®

Medlite C6レーザートーニング

ミルクピーリング

秋冬潤い保湿トリートメント秋冬潤い保湿トリートメント

Step 1 Cleanse Step 2 Milk Peel Step 3 Moisturize
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香港ヘルス＆ビューティー

香港

第127回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

楊さちこの中医美容学的　
冷えは大敵　～冷えが招くトラブル～編

【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。
中医美容教授・中医学博士。
日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火
をつけた第一人者。アジア各地において商品開
発から美に関するトータルプロデュースを手が
けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊
さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝
え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持
を得ている。
楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト
Repeque®-レピーク
www.yo-sachiko.com
香港ときどき海外発！
中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ
まっしぐら』@アメブロ
www.asian-cosme.asia

2013年6月発売の
「るるぶ香港・マカ
オ’14」（JTBパブ
リッシング）に漢方
化粧品と、開運の
ページに記事が掲
載されました。

　◆風邪をひきやすい
　冷え体質になると、免疫力が低下して、風邪などの病気にかかりやすく
なってしまいます。体が十分に温かく、免疫力が高まっている状態では、病
気から体を守ってくれますが、冷え体質になると、この免疫力の担い手で
ある白血球の働きが低下し、抵抗力が弱まって風邪やその他の病気に感
染しやすくなるのです。

◆太りやすくなる
　毎日の生活の中で消費しているエネルギー量のうち、何もしていない
安静時に、呼吸や、血液循環などで消費される量は全体の60～70％。家事
や仕事、運動などに必要なエネルギー量は全体の20～30％にしか過ぎま
せん。生きていくために使うエネルギー量のほうがずっと多いのです。こ
れを基礎代謝といい、一般的に体温が1度上昇すると基礎代謝は12％UP
します。体温が高いのであればそれだけでエネルギー代謝量がUPします。
逆に冷え体質の人は、基礎代謝量が低くなり、体の温かい人と食事量や運
動量が同じでも太りやすいのです。

◆肩こり、頭痛、腰痛
　全身の血行が悪くなると、新鮮な酸素が行き渡りにくく、体の中の老廃
物をうまく体外に排出できなくなるので、肩こりや頭痛、腰痛など、あちこ
ちに痛みが生じます。

◆体力低下
　冷え体質になると、基礎代謝が低下するので、食事から得たエネルギー
を体を動かすためにうまく利用できず、そのために疲れやすくなったり、
体力も低下してしまいます。

◆便秘
　冷え体質になると、からだ全体の臓器の働きがスローダウンします。そ
のため腸の働きも低下するので排便などの排泄機能が衰えがちに。ゆえ
に、便秘にもなりやすくなるのです。

◆肌老化
　冷え体質は、新陳代謝が衰えているので、肌のターンオーバー機能も
低下するので、肌荒れ、乾燥など肌のトラブルにもつながります。また、
皮下の毛細血管の血の流れもスローダウンするので、くすみやシワとい
う肌老化を招きやすくなります。

◆生理不順・不妊
　体温調節の中枢がある脳の視床下部には、ホルモンの分泌を司る中
枢もあります。そのため冷え体質の人はホルモンバランスにも悪影響が。
だから、生理不順、生理痛に悩まされたりします。また、ホルモンバランス
の乱れによって卵子を作る卵巣機能にも影響が及び不妊が生じること。

◆むくみ
　冷え体質になると、熱をできるだけ逃がさないように汗が出にくくなり、
排尿もおさえられてしまうので、水分の排泄機能も低下します。そのため
に体内に余分な水分が溜まって、むくみやすくなります。

◆うつ、落ち込み、集中力の低下
　冷え体質により、全身の新陳代謝が衰えて臓器の働きも低下してくる
と、心の活力が失われてきて、精神活動が活発にできにくくなります。や
る気がなくなったり、集中力が低下してきたりと、心の部分にも影響が出
ることも多くあります。

◆自律神経失調症
　体温の調節を司る中枢は、脳の視床下部にあります。ここには、自律神
経のバランスをとる中枢もあるので、冷え体質の人は自律神経のバラン
スも崩しやすくなります。発汗や排尿量のように自動的に働く機能の調
節には、自律神経が関係しているので、この機能の低下（汗や尿の減少）
は、自律神経の働きも乱れやすくなるということなのです。

香港香港

香港

　冷えは、心や身体にさまざまなトラブルを引き起こします。
思い当たる症状がないかチェックしてみましょう。

≪生活習慣の見直しで　冷え体質を改善しよう！≫
　毎日の生活で、何気なく行っている習慣の中には、知らないうちに冷え体質を招いているものもあります。日ごろの服装や食事などが、冷え体質の原
因になっていないか、確かめてみましょう。生活習慣を見直すことで、体を温めることにつながります。

（次回に続きます）
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広東ピックアップ 

中国語名は木偶総動員
ミュージカル　The Muppets

広州

「友情」の扉を開くカギが見つかるかも！？
　1976～81年に全米で放送された伝説のTVバラエティー「マペット・ショー」。そこで活
躍したマペットたちは「マペット放送局」や映画版などでも人気を博したが……今や引
退した彼らが、昔自分たちが活躍したスタジオを再建しようと再集結して立ち上がる。
「セサミストリート」で人気のマペット・キャラクター総出演で贈る「ザ・マペッツ」。かつて
活躍したマペットたちの再会と新たな活躍を描く、笑いあり、音楽ありのミュージカルコ
メディ。マペットたちの友情やノスタルジーに感動も誘われる。今回、この作品のために
演技力と創造力の豊かなキャスト・スタッフが勢揃いした。すべてはマペットたちの世界
観を表現するために！お子様と一緒に家族揃って楽しもう！

    

10月19日

今週の広東ピックアップ

広州市天河区珠江東路2号
広東省博物館 3階書画展ホール
9:00～17:00
www.douban.com/event/19475885
入場無料

歌手レンカ
2013コンサートツアー広

州

    11月2日

広州市越秀区二沙島晴波路33号
海星音楽ホール 交響楽演奏ホール
20:00
(86)4006-228-228（チケット予約）
www.228.com.cn/ticket-46634366.html
RMB580、RMB480、RMB380、RMB280

広州市越秀区先烈中路96番 黄花崗劇院
10:30、15:30
(86)4006-228-228（チケット予約）
www.228.com.cn/ticket-46499013.html
RMB160、RMB120、RMB90、RMB60

オーストラリア出身 ポップスの妖精
　独特の曲のリズムとかわいらしい歌声が魅力の「レンカ」。シンガーソン
グライターで、以前はオーストラリアで女優として活動していた。女優か
ら歌手へ……様々な変化を経たからこそわかることがある。「Life is a maze 

and love is a riddle（人生は迷路、愛は
なぞなぞ）」というメッセージが伝わっ
てくるコンサートだ。

広
州

11月25日まで

Exhibition 「旗装雅韻」
清朝満州族服飾展

「旗装」―満州族の艶やかな装い
　最近、中国では清朝宮廷ドラマが人気を集めている。ドラマでも見か
ける清朝宮廷のあの優雅で艶やかな装いを、直接見てみよう！広東省博
物館で催されている「清朝満州族服飾展」ではこうした「旗装」をはじめ、
清朝の歴史と文化にも触れることができる。服飾文化を通じて、華やかな
清朝に想いを馳せてみてはいかが？

広
州

東莞 広州

深圳深圳

深
圳

深
圳

深圳羅湖南湖路3018号
深圳富苑皇冠假日套房酒店3楼
18:00～24:00
(86)755-8217-2288+569
www.szlandmark.com.cn
HKD198/一人

イタリア料理Prego
お得な4コースセット

本場のイタリアを味わおう
　深圳のホテルCROWNE PLAZAにある「Prego」ではお得な4コースセッ
トを提供中。30種類以上のイタリア美食から自分の好きな物を4つ選ぶと
いうもの。15年の経験を持つメインシェフMacioce氏が主宰し、木目調
の内装の店内で本場のイタリアンを味わうことができる。また、毎週木曜
日に開催するイタリアバーベキューパーティーにも参加してみては。 

深圳市福田区深南大道7888号
(86)755-8828-9888+8923
shenzhen.langhamhotels.com

深圳朗廷ホテル唐閣
北京料理＋広東料理

南北2大中華料理の融合
　香港本店のミシュランレベルの実力を引き継いだ深圳の「唐閣」。開業
以来伝統的な広東料理を提供していたが、今後北京料理も取り入れ、北
京ダックを始めとした新たなメニューが登場する。今回のメニューは、前
菜からメインディッシュ、スープまで鴨をメイン食材としている。より美味
しく味わう為に、厳選されたワインも用意している。



深圳

香港＆広東

香港＆広東

東莞



広東

広東

  

 広東ページ
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エメラルドグリーンの楽園
～九寨溝～

　輝くエメラルドグリーンの湖と豊かな自然で有名な九寨溝。四川省にあり広州や香港からだと2
泊3日は必要だが、わざわざ足を伸ばす価値あり！の観光地である。

　九寨溝の名前の由来はチベット族の集落が9つ

あったことからだとそう。1992年に世界遺産に認

定されて以降、多くの観光客が訪れている。九寨溝

の魅力は美しい湖のブルーとその透明度。また、白

樺や赤樺、楓などの原生林も魅力だ。

　広州からは飛行機で約4時間（重慶乗継ぎの場

合）。九寨溝空港の標高は約3447ｍという高所に

あり、到着早々、空気が薄いことを感じる。空港から

ホテルまでは車で約2時間。悪天候のため霧に包

まれてしまうことも多いが、天候がよければ車窓の

風景を楽しむことができる。

　九寨溝内は、環境保護のため一般車は入れず、

観光用乗り合いバスに乗って観光する。湖や瀑布

が点在しているので、効率よく巡るために、回り方の計画を立てることが必須。

　一番のおすすめは、「五花池」（ごさいち）。湖の周りの深い緑と輝くエメラルドグリーンのコン

トラストが最高だ。最も高所にある長海（約3100m）から1キロほど下ったところにあり、湖まで

は200段近い階段を下るのでやや大変だが、それでも見る価値のある湖である。神秘的と形容

できるほど、ブルーが輝いた湖水は、底にうずめられた樹木がクリアに見ることできるほど澄ん

でいる。秋も紅葉とブルーのコントラストで多くの観光客を魅了している。

　そして、もう一つ、「鏡海」もおすすめ。鏡のように山々が水面に映し出されている。おすすめ

の時間帯は、風が少ないため、綺麗に水面に映し出される早朝だそう。

　ほかにも、火花海、パンダ海、芳草海など見どころスポットが点在している九寨溝、是非一度、

中国の自然遺産を堪能しに足を運んでいただきたい。

（次回は黄龍を紹介します）
九寨溝観光公式サイト
www.jiuzhai.com

※2013年5月の情報です。
※高山病対策は万全に。
①こまめに水分をとる
②深呼吸を意識的に行う
③観光のペースをゆっくりする等を徹底してください。
　街中やホテルでは酸素ボンベが売られていますので
　心配な方は購入しておくことをおすすめします。
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Prim Hair 
住所：深圳市南山区蛇口太子路33号振興大廈A座2階A5（海上世界駅C出口すぐ）
電話：(86)755-2686-2463
メール：resavation@prim-hairmake.com
時間：9:00～18:00（ご予約の方は20時まで対応可能、月曜定休）
ウェブ：www.prim-salon.com

　日本人スタイリスト中島氏がプロデュースする「Prim  Hair」蛇口店が移転リニューアルオープン！旧店舗ではできなかった、ネ
イル、フットマッサージ、ヘッドスパができるようになり、10月から4週にわたり各メニューを詳しく紹介しよう！

　第3週目は「フットマッサージ」♪

フットマッサージ
　サロンに訪れた方に少しでも疲れをとって帰っていただきた

い、そのような思いからフットマッサージのサービスを開始。専

属のマッサージ師が首・肩の背部と足裏を入念にマッサージし

てくれる。コースは30分（RMB48）、45分（RMB68）、60分

（RMB88）の3種から選ぶことができ、カット後の次の予定までの

合間にちょうど良い時間設定。

　まずは、足をお湯につけて血流をよくしながら、首や肩のマッ

サージ。首・肩のマッサージで筋肉の緊張がほぐれ、身体がポカ

ポカ温かかくなりはじめた頃には、身体も軽くなり気分爽快！日

頃の生活で溜まった筋肉のこりを落とすことで、病気予防の効果

振興大廈に移転リニューアルオープン！！
新しく生まれ変わった「Prim Hair 」をご紹介♪
振興大廈に移転リニューアルオープン！！
新しく生まれ変わった「Prim Hair 」をご紹介♪

も期待できるのだとか。そして、いよいよ足裏。足裏マッサージ

は血行を良くし、停滞した老廃物が排泄することで新陳代謝が

促進される効果がある。少々くすぐったいのを我慢すれば健康

な体を維持することが出来る。痛いところや硬いところがあれ

ば、その臓器や器官が弱っているサイン。集中的にその部分を

揉み解してもらおう！

　マッサージ師の予約が空いていれば、パーマやカラーの待ち

時間にサービスで施術してもらえる。日頃の疲れが溜まっている

方は60分コースでしっかり疲れを取り除いてもらおう！

深圳

広東ページ広東ページ



広州広州

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
鵬愛医療美容医院2楼
(86)755-8622-4459

注目集める“ロコモ”も、その認知率は25%
気になるコレステロールと体重、オススメ対策は“旬の野菜”
コレステロール対策の味方は…ブロッコリー

広州 深圳

深圳

趙営医師

◆2012年7月以降に急激な伸び、
   「ロコモティブシンドローム」の認知率は25%
　はじめに、寝たきりや要介護状態の3大要因と
される、「ロコモ」、「メタボ」、「認知症」について、
それぞれの認知率を調べました。その結果、「メ
タボ」と「認知症」がそれぞれ98%、99%であった
のに対し、「ロコモ」の認知率は25%にとどまり
ます。徐々にフォーカスされる機会が増えてきた
「ロコモ」ですが、「メタボ」や「認知症」に比べれ

ば、その認知率はまだまだ低いというのが、現状
のようです。
　次に、「ロコモ」の認知層に、「ロコモ」を知った
タイミングについて、聞きました。この質問に対
しては、「2013年1月以降」という人が60%で、
「2012年7月～12月」という人が18%。両者を合
わせれば、およそ8割にのぼります。昨年の7月と
いうのは、厚生労働省が「第2次健康日本21」を
発表したタイミングです。つまり、これ以降、「ロコ

モ」の認知が大きく伸びていることが分かります。
一連の取り組みは、一定の成果をあげていると
言えそうです。
　しかし、メタボや認知症に比べれば、ロコモの
認知率が著しく低いことも明白。今後、いかに認
知を拡大していくかが重要であると言えるでしょ
う。そして、そのためには、人々の健康意識に訴
えかけていくことが求められます。

　はじめに、働き盛りの20代後半～40代の男女500名を対象に調査を実施しました。本調査は、はじめに、「ロコモティブシンドローム」
に対する理解・認知を含めて、人々の健康意識について調べました。
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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

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）

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

無料HSK速攻クラス！
（RMB800相当、夜の時間帯限定）

（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 

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

すき焼き食べ放題＋飲み放題が
クーポン持参で

RMB138！※要予約
（2013年10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！

（2013年10月末日まで）

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。

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。）



香港＆広東

香港
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