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コバルトブルーの彩池群
～黄龍～

　黄龍は輝くコバルトブルーの棚田のような美しい風景で有名だ。九寨溝から車で
約3時間、是非、足を伸ばして行くべき価値ある観光スポットである。

　黄龍の名前の由来は上から眺めると「黄色の龍が横たわっているように見える」こ

とからいわれている。九寨溝と同様世界遺産に登録されており、多くの観光客が訪

れる人気の観光地だ。

　黄龍の魅力は、なんといってもコバルトブルーの石灰華の池が棚田のように連

なる風景だろう。

　黄龍は、標高が3000～4000mと九寨溝よりも高く、五彩池までは、約7キロもある。

標高差もあるため、「登りはロープウェイ、下りは徒歩」という巡り方が一般的だ。

ハイライトはなんといっても五彩池。彩池群の中で最も大きく、展望台から、棚田の

ように段々と連なる石灰棚を眺めることができる。

　ロープウェイから、ハイライトの五彩池までは約1時間歩かなければならない。最

後、長い階段を登る必要もあるが、そこを乗り越えると･･･美しいブルーの五彩池を

眺めることが出来るので苦労する価値はある。

　その後は飛瀑流輝、争艶彩池、洗身洞などのスポットを見ながら、ゆっくり下って

いこう。

　訪れたのは5月のため、やや彩池の水の量が少なかったが、オンシーズンは水の

量が多い6～10月。高地にあるため、季節を問わず、天候が変わりやすいので、雨具、

防寒具など万全な対策をとって訪れてみては。

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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広州

おもてなしの心で
愛される航空会社を目指したい

　これまで、様々な業務に従事していらしたそうですね。

　はい、入社後は成田空港勤務になり、旅客担当として、空港
でお客様のお出迎えや、事務所で1日40～50便の飛行機の発
着管理をしていました。

　3年後に運航本部へ。そこでは、パイロットを訓練するスケ
ジュール管理や、パイロットの勤務を管理するスケジュールの
作成や年間事業計画の策定を行っていました。パイロットの年
間事業計画は、たとえば1年で広州便を767（機体名）で運航す
る場合、在籍するパイロット数をもとにバランスを考えながら作
成します。飛行機の機種によって免許がありますので、そのパ
イロット数で飛べる路線が決まってきます。しかも機長がいな
いと飛行できないので、機長の数によっては調整も必要になり
ます。

広州

東莞

　10年半後に、法律関係の業務に携わりました。そこでは、弊
社と全日空などで構成する定期航空協会という所で、国土交通
省や財務省などに諸法律の改善や法人税の減免を要望したり、
空港や機内で必要な法律を作る準備をしたりしました。そこに
は約4年半在籍しました。その後、広報部の報道担当へ。定例会
見や記者会見をセッティングしたり、会見で記者の質問に会社
として回答したり…。たとえば、オイル漏れで飛行機が滑走路上
に留まらざるを得なくなったときは、「原因は？」「乗客乗員に怪
我は？」など記者からの問い合わせに応えるのが仕事でした。

その後、北京に赴任されたのですね。

　ええ北京へ渡り、中国総代表室総務、本社の空港企画部中国
地区担当（在北京）になりました。中国にある6つの大連、北京、
天津、上海、広州、香港、これらの都市に就航する7つの空港の
サービスを向上させる仕事を約1年しました。

　今年9月に空港所長として広州へきました。空港の責任者で
すので、空港で起こるすべての事象を把握して、必要に応じ、本
社と調整して対応しています。たとえば、広州に台風が接近して
いるときなどは、飛行機が着陸できないので、本社と調整して
飛行機の出発を1時間遅らせたりなどの調整しています。

広州の印象はいかがですか。

　広州は他の中国の都市と比べて緑が多いと感じました。しか
もエネルギッシュな人がとても多いですね。言葉では上手く説
明できませんが。ただ、はじめて中国に来た時の印象も強烈で、

「でかい」（笑）というものでした。人と人とのつながりを大切に
していますし、つながりが濃いと思います。新しい人とのつなが
りも増え、広州に来て本当に良かったと思います。

貴社として目標としていらっしゃることはありますか？

　はい、日本航空は、2016年までに世界でもっとも愛される航
空会社を目指しています。これまで培ってきたサービス精神、
おもてなしの心、ノウハウを世界中どこでも提供できるように
心がけています。

日本航空広州支店広州空港所　所長　田中聡さん
　1991年4月日本航空入社。成田空港勤務を経て、中国総
代表室総務、本社の空港企画部中国地区担当（在北京）等
を経て、今年9月より現職。仕事の目標は「最強の組織をつく
る。サービス性が高く、意思決定が迅速にできる組織にし
たい」。プライベートの目標は「早く広東人になる」。休日は
テレビを見たり、ギターを弾いたりして過ごしている。

　広州ではさらに、日本航空でしかできないサービスを提供す
ることを大切にしています。日本と上海、北京を結ぶ路線から始
まり、日本航空が中国への就航を開始して今年で39年になりま
す。私は、日本人のみならず中国人にも愛される航空会社にな
りたいと思っています。そのために、空港スタッフには、お客様
を自分の親や友達、大切な人であるがごとく接してほしいと伝
えています。

紙面を見られている方に一言、お願いします。

　日本航空が生まれ変わって3年経ちました。その間、社会の
皆さまに大変なご迷惑をおかけしました。これからは恩返しの
時期だと思っています。現在、新しい日本航空が出来上がりつ
つあります。ぜひ実際に搭乗して感じていただきたいと思いま
す。普段は広州白雲空港におりますので、空港で見かけられた
時はお気軽に声をお掛けください！

　中国と日本を行き来するビジネスパーソンやその
家族、旅行者のために、安心、安全、快適な空の旅
を提供している日本航空。今回は、日本航空広州支
店、広州空港所所長として、9月に着任された田中
聡さんに、空の旅を支える裏方の業務や今後の目
標等についてお話を伺った。
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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。

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

　こんにちは～濱島です。

　日本では秋色少しづつ深くなり、北から紅葉のたよりが聞こえてくる頃です

ネ。食欲の秋、そうです秋です。ここ広州に於いても秋の味覚がでてきました。

　さて食文化の違いにより、日本人の髪と肌に与える影響は？というと、まず

油の摂取が多くなっていると思います。家族で来ている方々も、やはり外食が

多くなり、特に中国料理は油をよく使います。

　皮膚には汗腺や脂腺があり、それぞれ老廃物を含んでいる汗と油を排出し

ます。食の変化により、この脂の分泌が多少変わってきていると思われます。

　毛穴の中に脂腺があり、この排泄された脂の変化が毛穴を塞いでしまう事

が多くなり、髪の成長を妨げたりします。抜け毛が増える。髪は細くなったとい

うのは、これが一因していると思います。この分泌される皮脂というのは皮膚

にとって非常に大切なものなのですが、毛穴を塞いでしまうような脂は除去

しなければなりません。

　基本的には普通の脂はシャンプーで洗い流されるのですが、毛穴にこびり

ついているような脂はシャンプーで落ちにくく、たまに頭皮のクレンジングを

してあげる事が必要になってきます。現在、市販されているシャンプー剤は洗

浄力が弱いものが多く、髪にはやさしいのですが、この頭皮で固まっている

脂を除去するのが足りないものが多いようです。

　基本にもどって、シャンプーとは汚れを落とすもの、特に頭皮の汚れはしっ

かり洗い、取り除いてしまうものが良いです。その後、髪にやさしい、トリート

メント、コンディショナー等で髪を保護してやれば良いのです。あくまでもシャン

プーは髪を洗うのではなく、頭皮を洗うつもりでしてみて下さい。それでも落

ちない脂もありますので、時々頭皮のクレンジングをしてあげましょう。

　御自分で簡単に行うには市販されているものでも良いので、育毛剤、養毛

剤、トリック等で脂の分解ができます。薬局で売っている消毒用アルコールを

水で5～10倍ぐらいに薄め、脱脂綿等で頭皮の洗浄を行い、その後シャン

プーしても良いでしょう。あとは美容院に於いて、美容師さんと良く相談をし

てみて下さい。中には美容院で頭皮クレンジングを行っているサロンもある

ようです。

　何かご質問、ご相談がありましたら私、濱島かPPW編集部までお問い合わ

せください。親切にお答えします。では、また次回をお楽しみに。

知っているようで知らない髪と肌のこと⑮
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　濃厚豚骨スープのラーメンや新鮮なもつを使った「博多もつ鍋」が人気の「はちべえ」。深圳、広州に多数出

店しており、その名を轟かせている同店が9月東莞市長安に新店舗を開店した。開店時には名物「博多もつ鍋」

を全テーブル無料提供やオープン記念でラーメン全品半額などの驚きのキャンペーンで早くも長安の日本人

にも「はちべえ」の名は浸透しつつある。

　系列店で不動の人気を誇る「博多もつ鍋」は必食すべき一品。小、大から鍋のサイズを選ぶことができ、卓上

コンロでお好みの味にしながらじっくりコトコト煮込ませる。鍋にはキャベツやもやし、ニラなどの野菜、そして

コラーゲンたっぷりのぷりっぷりのモツが！野菜の甘味が出ているダシと新鮮な甘いもつの風味が食欲をより

一層かきたててくれることだろう。小は1～2人前でRMB68、大は3～4人前でRMB98となっている。

　そして、食事でも〆の一杯でもおいしくいただける「ラーメン」を忘れてはならない。濃厚とんこつスープと細

麺が相性抜群のはちべえラーメンは、臭みを感じさせず、とんこつの旨味とコクを引き出したまろやかな味。一

度食べたらまた食べに行きたくなるやみつきの味だ。その他、独特のネーミングセンスで思わず注文してしま

いたくなる「俺のソーセージ」や「情熱ステーキ」はお酒のおつまみにピッタリ！九州で有名なこだわりの焼酎を

多数取り揃えているので、料理に合うおススメの1本を探してみよう。

　1次会から2次会、3次会まで多種の用途で使える同店は、東莞に住んでいる方なら一度は足を運んでおきた

い。忘年会シーズンには混雑が予想されるのでご予約はお早めに。

　濃厚豚骨スープのラーメンや新鮮なもつを使った「博多もつ鍋」が人気の「はちべえ」。深圳、広州に多数出

店しており、その名を轟かせている同店が9月東莞市長安に新店舗を開店した。開店時には名物「博多もつ鍋」

を全テーブル無料提供やオープン記念でラーメン全品半額などの驚きのキャンペーンで早くも長安の日本人

にも「はちべえ」の名は浸透しつつある。

　系列店で不動の人気を誇る「博多もつ鍋」は必食すべき一品。小、大から鍋のサイズを選ぶことができ、卓上

コンロでお好みの味にしながらじっくりコトコト煮込ませる。鍋にはキャベツやもやし、ニラなどの野菜、そして

コラーゲンたっぷりのぷりっぷりのモツが！野菜の甘味が出ているダシと新鮮な甘いもつの風味が食欲をより

一層かきたててくれることだろう。小は1～2人前でRMB68、大は3～4人前でRMB98となっている。

　そして、食事でも〆の一杯でもおいしくいただける「ラーメン」を忘れてはならない。濃厚とんこつスープと細

麺が相性抜群のはちべえラーメンは、臭みを感じさせず、とんこつの旨味とコクを引き出したまろやかな味。一

度食べたらまた食べに行きたくなるやみつきの味だ。その他、独特のネーミングセンスで思わず注文してしま

いたくなる「俺のソーセージ」や「情熱ステーキ」はお酒のおつまみにピッタリ！九州で有名なこだわりの焼酎を
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ばりうまい名物博多もつ鍋！

はちべえ　東莞初上陸！
ばりうまい名物博多もつ鍋！

はちべえ　東莞初上陸！

はちべえ東莞長安店
住所：東莞市長安鎮長盛西路153号

電話：(86)769-8535-4317

時間：17:30～25:00(L.O. 24:30)

博多はちべえラーメン博多はちべえラーメン

博多もつ鍋博多もつ鍋

俺のソーセージ俺のソーセージ

大玉たこ焼き大玉たこ焼き

浜松野菜餃子浜松野菜餃子

トンペイ焼きトンペイ焼き
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 広東ページ

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！
　最終週は「ヘッドスパ」♪

ヘッドスパ
　ヘッドスパには毛穴の掃除をして頭皮をほぐすことで血行を

促進し、フケやかゆみが軽減する効果や抜け毛の進行も防ぐ効

果がある。その他にも頭のつぼを刺激し頭皮を活性化させるこ

とで枝毛やパサつき、ゴワつきなどの髪の質の悩みを改善させ

る効果やアロマのやさしい匂いの中、ゆったりとした空間の中

で頭部を優しくマッサージすることで得られるリラックス効果、顔

の「むくみ」や「くすみ」が解消され、リフトアップにも効果がある。

　Prim Hairは炭酸泉ヘッドスパのサービスを取り入れ、今まで以

上に髪のケアをしてもらおうと取り組んでいる。ヘッドスパは45

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♪

分間、暖色の落ち着いた専用の個室で専門の施術師からサービ

スを受けられる。専用のオイルはイタリア産の心安らぐやさしい

香り。お客様に楽しみながら髪のケアをしてもらおうと、各月ごと

にオイルを変更しているので随時ホームページをチェックして

いただきたい。中国は硬水なので2週間に1度程度ヘッドスパで

ケアしてもらうのがベストとのこと。艶やかで潤いのある本当に

美しい髪を維持するために、ヘッドマッサージを施して改善して

みてはいかがだろうか。

深圳
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