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　秋から冬にかけてが美味しい真牡蠣。旬真っ只中である福岡
県唐泊産の真牡蠣がここ香港でも、新鮮なままいただける場所
がある。それがコーズウェイベイ(銅鑼湾)のダイニングバー
「Sowelu」だ。
　「Sowelu」は昨年オープンしたダイニングバー。雑居ビルの
中の隠れ家的スポットとして人気が高い。入口を抜けると目の
前に現れる大理石の美しいバーカウンターと、ゆったりとした
ソファー席が優雅な雰囲気を醸し出している。さらに奥の階段
を下りると、広々としたテラスにバーカウンターとソファーが並
べられ、アジアリゾートを彷彿とさせる開放的な空間が広がり、
テラスならではの水タバコ(シーシャ)やシガーも用意されてい
るので、ゆっくりとした時間を楽しめるのも魅力。ドリンクも日本
人オーナー中村さんのお店なので、ウィスキー、ワイン、ビール、
カクテル各種は当然ながら、焼酎・日本酒各種や同店オリジナ
ルの焼酎カクテルも豊富に揃う。最近フードメニューも変更し、
3種の鍋等も気軽に楽しめるので、食事にも、食後の一杯にも
利用できるのが嬉しい。
　この時期の一押しは福岡県唐泊産の恵比寿真牡蠣。世界で
も有数の漁場といわれる玄界灘で育った唐泊の牡蠣は、身の
入りもよく引き締まってぷりっとした食感が魅力だ。当日朝福岡
県で揚がったものが、なんと夕方には同店に。新鮮なものなの

Sowelu Dining Bar
住所：5/F., Chung Wai Commercial Bldg., 
　　  447-449 Lockhart Rd., CWB
電話：(852)2766-1171
時間：月～土　18:00～26:00 (日曜定休)
フェイスブック：www.facebook.com/sowelu.hk
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オイスター好きも宴会幹事も！
2013年の締めは「Sowelu」で
オイスター好きも宴会幹事も！
2013年の締めは「Sowelu」で

でやはり生食で、同店の豊富な白ワインからあなたのチョイス
と合せて味わって頂きたい。しかもこれだけ新鮮なものがたっ
たのHKD28というから驚き。時期と数量に限りがあるので、オイ
スター好きは見逃さないで頂きたい。
　同店のお勧めは牡蠣だけにとどまらない。これからの時期、
忘年会幹事に朗報の飲み放題付きパーティープランも登場し
た。枝豆、サラダ、本日おすすめのカルパッチョ、ピザ等の人気
メニューに、しっかり食べたい人大喜びのサーロインステーキ、
さらには女性に嬉しいデザートまで付いて、平日(月～木)はた
ったのHKD350！(金～土はHKD400、サービス料別。)ドリンクは
ビール、焼酎、日本酒、カクテル(2種)、ソフトドリンクが2時間飲
み放題。美味しいお酒をたっぷり飲みたい人にも美味しい料理
をたっぷり味わいたい人にもみんなに嬉しい内容となっている。
こちらは4名以上、前日までの予約でオーダー可能。また忘年会
プランではBBQや、鍋のプランも相談OK!(費用等も要相談。)20
名以上の大型パーティーや貸切にも便利なスペースなので、会
社の宴会からプライベートパーティーまで用途は様々。店内の
雰囲気も抜群なので仲間内のクリスマスパーティーにもお勧
めしたい。いつも飲み会は居酒屋ワンチョイスで飽きてきてし
まっている方、今年のクリスマスパーティー、忘年会は「Sowelu」
で美味しいおしゃれなパーティーを企画してみてはいかが。

香港グルメ香港グルメ

福岡県唐泊産の恵比寿真牡蠣
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テラスで楽しめる水タバコ(シーシャ)も登場テラスで楽しめる水タバコ(シーシャ)も登場

ゆったりとした雰囲気の店内ゆったりとした雰囲気の店内

アジアリゾートを彷彿とさせるテラス席アジアリゾートを彷彿とさせるテラス席
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DEEP
深圳
特集

遊んで食べてお買い物！
深圳で楽しむ秋の休日
遊んで食べてお買い物！
深圳で楽しむ秋の休日
　大好評を頂いてる、広東コラム「DEEP深圳」が特集に！香港からも気軽に行ける深圳には、遊んで、食べて、ショッ
ピングが楽しめるスポットがたくさんある。秋の行楽シーズンにもぴったりの家族連れやデートにもおすすめのスポッ
トを紹介しよう。

大劇院駅周辺で
スローライフが味わえるスポットを散策
　羅湖駅からMTRで3駅の大劇院駅周辺には、おしゃれな雑貨やカフェ、そして大きな公園がある。忙しいあなたにぴったりの癒しとスローライフを味わえるスポット
を散策してみよう。

　地上階にはお洒落なカフェが沢山ある。
土地の広い深圳らしく、香港のカフェと違い、
ゆったりとしたスペースがとれるので、フォ
ルクスワーゲンバスを店頭に飾るなど凝っ
た内装のお店が多い。しかも価格はチョコ
パフェやフルーツドリンクだったらRMB10～
25と安くて、味もいい！かなりオススメ！店員
さんは英語が分からない店もあるが、そん
な時は「イーガ！（1つ下さい！）」で充分通じ
る。店員さんも優しくスタイリッシュな装いで
接客してくれた。

飲食店やカフェも充実
　飲食店やカフェなど飲食店も充実していて、中
華料理はもちろん、日本人も大好きなリン・タイ・
フォンや1881、日本の居酒屋の和民、一風堂、香
港でもお馴染みのPACIFIC COFFEEや満記甜品
など数々のショップが入っていた。
　なかでもオススメがKEE WAH BAKERY(奇華
餅家)。たくさんの焼きたてパンの中から好きな
ものを選び、飲み物と一緒に店前のカフェで食
べることもできる。オススメ品も週替わりで提供
している。ぜひ味わっていただきたい。

深圳書城

　最後に一度立ち寄っていただきたいの
は、高級お茶店「BAMA TEA(八馬茶業)」
だ。店内には高級茶葉の販売や、お茶の
試飲ができる。今回、急須でいれるお茶
の入れ方を教えてもらった。
　まずは、急須、湯のみ、ポット、お湯捨
て、茶葉を用意し、急須にポットのお湯
を入れる。そしてポットが温まったら、お
湯を、湯のみに入れ、湯のみも温める。
その後、茶葉を小皿に入れ、奮って急須
に入れる。こうする事で香りと味がマイ
ルドになるそうだ。その後湯のみのお湯
を捨てる。これにより湯飲みを温めるこ
とでお茶が冷えずおいしく頂ける。ここ
で、茶葉を捨て、急須から湯のみへ、少し
ずつ順番にお茶を入れる。濃さが急須内で均一ではないので順番に少しず
つ入れると濃さが均一になるそうだ）そしてゆっくりと味わう。お茶の世界も
奥が深い。スタッフはすごく親切で、英語が話せる方もいる。欲しいお茶の
味や健康茶なども選んでくれるので、気軽に相談してみては？

MTR大劇院駅のF出口をお
りると、すぐにおしゃれな雑貨を

たくさん販売している「深圳書城」が
ある。ここでは日常的に使用するペン

や、デザインの凝った陶器そして書道品
などを買うことが出来る。値段はそこそ
こするが、香港でもあまり見ないような
お洒落な文具や雑貨がたくさん並んで
いる。また、普段香港では見る機会も
少ないグランドピアノや巨大陶器な

ども販売していて、斬新だ。

荔枝公園

京基100

　大劇院駅の近くにある高級なショッ
ピングモールが「萬象城（ワンシャンチャン）

the mixC」だ。ここはかつて深圳で最も高かったと
いう「地王ビル」（今は2番目）のすぐ隣にある。本当にこ

こは中国なのか？と疑問を持つぐらい広く、高級ショップが
立ち並ぶオシャレなショッピングモールだ。内部はゆとりの

ある吹き抜けになっていて、中には高級ブランド店がずらり。こ
のようなブラン
ドを見ると中国人がお金持っていることを実感する。
　PRADA、HOLLISTER、D&G、BOTTEGAなどのブラン
ドが、香港、いや、東京でも見ないくらい広いスペース
で、そして数多く入っている。HOLLISTERの場合は、ハ
ワイのアラモアナショッピングセンターと同じ位の大き
さ、品揃えとデザインで、香港より巨大だ（笑）。
　また、中央部には未来の深圳の様子をイメージした
模型などもあり、今、まさに発展している最中なんだとい
うことを再認識させられた。作品のコンセプトは「ビーチ
のある生活」で、実際に模型ではビーチ付近に建設中
のマンション模型、そのマンションに設置中のお部屋の
パンフレットなどが置かれている。このような、未来の形
を模型にして展示するのは必要なことだと思った。見
ていると気持ちをワクワクしてくる。
　面白いことに施設内にはスケートリンクがある。香港
にも室内スケート場があるが、それらより広く、また、
リンクもよく整備されている。営業時間は平日は9:00～
21:00、土日祝は8:30～21:00。値段は個人だとRMB70～
80となっているのでご家族やカップルにおすすめした
い。

萬象城

高級ショップは品揃えでも特出

BOOK

BOOK

住所：深圳市羅湖區深南東路5033號
           金山大廈1～4 樓
営業時間： 9:00 ～ 21:00

　大劇院周辺でのオススメが「荔枝公園」。香港か
ら3駅しか離れていないのに、とにかく広く、キレイ
に整備されている。ここで初めて深圳のマイナス
イオンを感じた（笑）。
　また、巨大な公園内には無料の絵画展示等が開
催されており、平日でもほどよく人が集まっている。
家族で来てピクニックしたり、卓球場や運動器具も
多いので、友人や仲間とバトミントンや卓球、ラン
ニング、太極拳などスポーツや体を動かしたり…
と過ごし方も多種多様だ。池の周辺では雑誌の
撮影が行われていた。
　清掃員も多く、巨大な池も清掃が行き届いてるので、ゴミもほとんどなく清潔。警察官も頻繁に巡
回しているので安全性も高い。ただ、かなり広いので子供や迷いやすい人は、迷子にご用心（笑）。そ
れでも、迷子になってしまったら…、これ！ひときわ高くそびえるビル「京基100」がある。ここを目指
せば下にMTRがあり、帰路につけるのでご安心を！

住所：深圳市羅湖区深南東路5016号

住所：深圳市羅湖区
　　   宝安南路1881号

1F展示会場のPOLICEの展示1F展示会場のPOLICEの展示

大きなスケート場

1Ｆ展示会場の深圳貨潤小径湾の未来模型1Ｆ展示会場の深圳貨潤小径湾の未来模型

きれいなBAMA TEAのスタッフ

BAMA TEAの店内

お茶の試飲

きれいなBAMA TEAのスタッフ

BAMA TEAの店内

お茶の試飲

深圳書城の店内深圳書城の店内

フォルクスワーゲンバスフォルクスワーゲンバス

紅嶺中路にある癒し系公園 深
圳
で
一
番
大
き
い
ビ
ル

大劇院駅

住所：深圳市福田区
　      紅嶺中路1001号

 特集 特集

　この「京基100」もオススメ。ウィ
キペディアの解説だと「98階建て」
となっているが、名前も「100」で、
中に入ると100階まであるので、
階数はよく分からないがかなり高
いことは間違いない。実際に高さ
は441.8mで深圳で最も高いビ
ルとなっていて、上層階には高級
なことで知られるセントレジスホ
テルが入っている。また夜には、展
望階からの絶景の夜景を味わっ
たり、おしゃれなレストランをご堪
能してほしい！
（展望階入場料：RMB100）
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お洒落を発信するアート村
OCT当代芸術中心 僑城東駅

プチ世界旅行気分が味わえる
テーマパーク　世界之窓

家族もカップルも1日遊べる
　深圳の地下鉄僑城東駅から5分ほど歩くと、アート好きの若者で賑わう近代的アート村「OCT当代芸術
中心」がある。ここは、中国の現代アートターミナルとして、新しい現代美術組織の中国国有美術館が運
営している。このアート村は海外にある中国町がコンセプトになっていて、テーマを持った公園のような
観光地になっている。また、中国における現代美術における国際的ターミナルとしての役割を担ってお
り、国際色豊かな展示会やフォーラムも多く行われている。
　建物内には、無料のデザイン展、美術館、雑貨屋、カフェ、レストランと一通り揃う。また、メインの建物
には何社か設計事務所が入っており、１階には今まで事務所がデザインしてきた建築や内装の写真が
美術館のように展示されている。その１社である「PALDESIGN」の担当者に話を伺ったところ、これらの
写真は全て中国国内（香港を含む）のビルだという。近年の巨大ビルやホテルの建設時に、他のホテル
とは違う高級感やデザインの内装の要望に受けて手がけたもので、その期待通りの出来上がりとなっ
ているそうだ。
　PALDESIGNの事務所は、香港、深圳、上海、北京にあり、深圳ではOCT当代芸術中心が事務所になっ
ているそうだ。「ここに事務所を構えることにより多くの美術関係者に訪れていただける。また、来所され
た方に他の作品を見て、芸術の良さを再確認していただける」とここに事務所があるメリットを語る。

OCT当代芸術中心　住所：深圳市南山区華僑城創意文化村
新浩健康城　住所：深圳市南山区新浩城花園2号

世界之窓駅

個性的なショップが勢揃い
　芸術的なのは事務所だけでない。ヤシの木風の南国式レストランで台湾料理を楽しめたり、竹を使って和風とモダン
を融合させた洋服屋で、中国ではあまり見ないようなお洒落な服を見たり、十数種類のアイスクリームをオープンテラス
で味わえたりと、１日いても飽きない。また、どのお店も施設が大きいので、席が広く、インテリアが全て凝っている。
　ショップも高級家具屋から、手ごろな値段の雑貨屋まである。その中でも1番のオススメが「MQO空間」。こちらのメ
インは雑貨なのだが、奥には美術館のように絵画が飾ってあり、もう一部屋には美術大生が書いたと思われる絵画
や装飾品が置いてある。多分、美大と共同制作しているのであろう。スタッフも若く、フレンドリーで、堅苦しい雰囲気
はない。絵画についても説明してくれる。また、販売スペースには、長いソファーがあり、ゆっくりとカタログや作品
を見ることもできる。そして、中国や香港ではどこの店でも「買え買えオーラ」がすごいが、この施設は時間がゆっ
たりと流れていて、「ゆっくり見て、気に入ってもらったものを買ってください」、そんなオーラが感じられる。商
品に自信があるのだろう。
　芸術やおしゃれカフェが好きな方、子供連れでもゆっくりしたい家族、もちろんデートにもオススメ。1度
は訪れて欲しいスポットだ。
　また、ゆっくり芸術を堪能し、心が豊かになったところで、疲れた体も癒したいと思った方は、
OCT当代芸術中心とは僑城東駅を反対に見える、老舗のサウナ「新浩健康城」もあるので行
ってみては？数多くのマッサージ店が軒を連ねている。

OCT
当代芸術
中心

OCT当代芸術中心の入り口OCT当代芸術中心の入り口

OCT当代芸術中心の歴史が
書かれたアート
OCT当代芸術中心の歴史が
書かれたアート

PALDESIGNが作製した空間の写真PALDESIGNが作製した空間の写真

その他の設計事務所

美大生が作製した
かわいいネックレス

竹とレンガが融合する街並み

その他の設計事務所

美大生が作製した
かわいいネックレス

竹とレンガが融合する街並み

 特集

世界の見所をミニチュアで再現
　MTR世界之窓駅前にある｢世界之窓｣は、その名の通り世界中の遺跡や建造物のミニチュアが見られる
夢のテーマパーク。香港からイミグレ入国後、地下鉄でRMB5でたどりつくことができる。
　入口には、江澤民首席により「世界之窓」の文字が書かれたピラミッドがあり、多くの人の記念写真のス
ポットになっている。園内の広さは約48万平方メートルとかなり広い。大小含め130以上のスポットがあり、
歩いて見学すると、じっくり見たら5時間、駆け足に見ても3時間かかってしまうだろう。入場料はRMB160と
少し高めだが、園内を歩くと、世界の有名な建造物（パリ風の塔やエジプトのピラミッド）や風景（ナイアガ
ラの滝や中国都市の模型など）のミニチュアがたくさんある。良く知られる有名なものばかりで、1日で世界
を旅行したような気分と、たくさんの記念写真が撮れる。中には、思わず笑ってしまうような小さいなものも
あるが、物によっては、とても精巧に作られていて、その入場料に対する費用対効果は非常に高いものがあ
る。
　また、単なるミニチュアだけでなく、いろいろな乗り物や3Dアトラクション、ロッククライミングの体験など、
大人も子供も楽しめるスポットも豊富。各エリアで各国の文化を紹介するショーや入場口にある大きな屋
外ステージでのショーもある。歩き疲れたときや、異国の文化や舞踊を知りたい人にはオススメ。

世界之窓
住所：深圳市南山區華僑城

HOLYDAY PLAZA
住所：深圳市南山区
           深南大道9028号

隣にはアイススケートリンクも！
　そして、「アルプス」と言う世界之窓に隣接する施設には巨大なアイススケートリンクもあり、スケート利用者と同じくら
い見学者がたくさんいる。かなり大きなリンクだが、家族連れでも危なくなく、入場料もRMB60とリーズナブル。また、日
によっては中国のアイススケートの選手がショーを行っているそうなので、チェックしてみて。
　充分施設を堪能し、満喫できたら、次はココ、「HOLYDAY PLAZA」だ。世界之窓の出入り口ピラミッドをまたMTR方面
にもどり駅をはさんで、逆側に位置するショッピングモールで、地上階には、ブランドショップが立ち並んでいて、ショッ
ピングを楽しむこともでき、中央のイベント広場ではクイズ形式のイベントを行っている。さらに3階にはスケートリ
ンクやコーヒーショップ、そして家族連れにも嬉しいTOYSRUSや子ども服店などのキッズコーナーもある。4階には
映画館があり、平日も賑わっている。そして同フロアには、日系レストラン、香港系レストラン、高級食の食べ放題

店などがある。どれも高級なのにRMB100～250と、価格は抑え目。また、地下には小さな飲食店やショップが多
く並び、タピオカ屋やパン屋、軽食屋がずらりと並び、食べ歩きスポットとなっている。そこで、以前、｢中国

人だっていつも中華食べているわけじゃないからね｣と中国人の友達が話していたのを思い出し、「たこ
焼きIN SHENGZHEN」にトライ！店名は「和米堂」で、価格は「たこ焼き6個＋トッピング（筆者はタマゴを

選んだ）」でRMB15、そしてドリンクはレモンティー１LでRMB10と馬鹿デカいのに破格。味は…、美
味しい！！香港の日式たこ焼きと比べてもはるかにおいしく安い！！是非、中華に飽きたときに

はご堪能を。是非、少し足を伸ばして、「テーマパーク＋ショッピング＋グルメ」な休日
はいかかだろうか？

世界之窓

巨大スケートリンクのある
ALPS ICE & SNOWの看板 
巨大スケートリンクのある
ALPS ICE & SNOWの看板 

MTR世界之窓の出口MTR世界之窓の出口
とても精巧につくられた
エッフェル塔のレプリカ
とても精巧につくられた
エッフェル塔のレプリカ

たこ焼きとビッグレモンティーたこ焼きとビッグレモンティー
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広東ピックアップ 

広州市白雲区黄辺北路時代玫瑰園第三期時代美術館
10:00～18:00
www.timesmuseum.org/cnindex.jhtml
無料

広州

曇りのない瞳で見た世界―そこにある命と可能性
　「ピピロッティ・リスト」（Pipilotti Rist）は、国際舞台で活躍しているスイス出身のビデ
オアーティスト。リストの作品は映像、音楽、パフォーマンスアートや装置などの要素で構
成され、現実の空間と完璧に融合して幻想的な世界を作り出す。子どものような純真な
眼差しと好奇心を持って世界を観察し、平凡な物事の中に無限の可能性を引き出す。視
覚だけではなく聴覚や触覚などを刺激するその独特な作品は、観客たちに時空の中で
自由に漂うような不思議な感覚を、そしてカラフルかつ音楽的な作品は幸福と単純さを
実感させてくれる。世界中の主要な美術館で開催され好評を得ているリストの作品展。
うれしいことにこの度広州でも開催！さらにリストは今回の作品展のための特別な新作
も制作！ぜひその独特な世界で新たな感覚を体験してみよう！

12月8日まで

今週の広東ピックアップ
広
州

東
莞

広州

深圳

深圳 東莞

Exhibition 作品展
ピピロッティ・リスト

ピアノ リサイタル
韓国のピアニスト 白建宇広

州

    11月28日

広州市越秀区二沙島晴波路33号
星海音楽ホール
20:00～22:00
(86)400-185-8666（チケット予約）
www.juooo.com/ticket/25181
RMB380、RMB280、RMB180、
RMB120、RMB80

音楽を通じて人生の醍醐味を味わおう
　現在パリで活躍する白建宇。壮年期を迎えて自分のスタイルを確立
し、頭角を現わしてきたピアニストだ。今回のリサイタルではシューベ
ルトの名曲などを演奏する。完璧なテクニックと多様な音色、力強い打

鍵と自由自在な表現力。作品と聴衆と
の対話に彼の解釈が加わるとき、予想
を越え、消えることのない印象を残し
てくれる。

監督：アルフォンソ・キュアロン
出演：ジョージ・クルーニー、サンドラ・ブロック

11月20日上映

映画 ゼロ・グラビティ
暗黒の宇宙での危険な旅

キャストは2人のみ！
　「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」のキュアロン監督がVFXと3D
技術を駆使して描いたSFドラマ。スペースシャトルのエンジニア、ストーン
博士とベテラン宇宙飛行士のマットは、船外作業をしていたところで予

想外の事故に遭い、宇宙空間に放り出され
てしまう。酸欠、無重力、音信不通、絶望的
な状況の中から生還を目指すが…

広
東

深圳市南山区
華僑城創意文化園北区B10
10:00～17:00
(86)20-2830-4656
入場無料

11月30日まで

Exhibition PUBLIC/PRIVATE
ベルギー写真会

それぞれの過ごし方
　はっきりとしたテーマはない。ただ集団、または個人での過ごし方を写
真で表したい。これが今回の写真会のコンセプトだ。伝統を引き継いで
いるベルギーと経済が急成長している中国。グローバリゼーションの影
響でどんな変化が起こっているのか。両国の写真芸術家が建築、壁、など
様々な素材をまるで詩のような写真で表す。

深
圳

東莞初上陸！
　華南地区で人気の「はちべえ」。9月東莞市長安に新店舗を開店して
早くも長安の日本人にもそ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」は必食すべき一品だが、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。東莞に住んでいる方なら
一度は足を運んでおきたい。

    

東莞長安店
東莞市長安鎮長盛西路153号
17:30～25:00
(86)0769-8535-4317
博多もつ鍋
小　RMB68
大　RMB98

うまい名物博多もつ鍋
はちべえ
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深
圳

深
圳

東莞

広州 広州 広州

深圳
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11月15～17日

広州市海珠区琶洲駅
9:00～17:30
(86)20-2830-4656
www.scpe.cn
入場無料

広州SCPE2013
2回目の開催！

カメラ好き必見！
　5月の1回目の開催で大成功を収めた「広州国際撮影機材とデジタル
映像展覧会(SCPE)」が再び開催！中国本土だけでなく世界各地からの参
加者と来場者は、キヤノン、SONY、サムスンなどのブランドの新商品を
見ることができる。撮影大会や機材体験などのイベントも。入場無料だ

広
州

が、ネットワークの申込は忘れないように！ 

広
州
コンサート
L.R 2013 LIVE TOUR 広州公演

    11月23日

広州市越秀区広州大道中361-365号
東方花苑１階TU凸空間
20:00～22:00
www.douban.com/event/20014239
RMB60（前売り）、RMB80（当日券）

ツアーテーマは「時代の最後」
　「L.R（左右楽隊）」の2013年全国ツアーが開催されている。「時代の最
後」というツアーテーマには特別な意味がある。一つの世界が終わる時、
それは同時に新しい世界が始まる時でもある。現実を直視し、さらに最
初に抱いた夢を捜す。この最後の時に、自由と希望のため、夜明け前の
暗黒を破って新しい時代に期待しよう。

バンドPentatonic
新リリースと全国ツアー！

    11月21日

深圳市南山区華僑城創意文化園
20:30～22:00
 (86)755-8633-7602
item.taobao.com/item.htm?spm=
a1z10.3.w4002713658434.17.2eaXyP&id=
20154501338
前売/学生RMB50、当日RMB60

デビューアルバムと共に全国を回る
　西洋音楽の七音音階と対照的な五音音階。そんな概念で命名された
バンド「Pentatonic」。メンバーそれぞれの強みによる中西融合の音楽
は、ダンスやパンクの要素も含まれたバンドサウンドに仕上がっている。
初リリースのアルバム「Syndrome」発売に伴い、全国ツアーを開催！爆発
力満点の生演奏を楽しもう。 

12月12日まで

小津安二郎誕生110周年
映画展　余味

「小津調」の映像世界で酔いしれよう
　世界でも有名な日本の映画監督、小津安二郎。「東京物語」を始め、
様々な名作を生み出した。特に独自の映像世界・映像美で作り上げられ
た「小津調」という映画技法が世界的に高い評価を得ている。今回、小津

監督の誕生110周年を記念し、「小津概念書
室」では特別映画展を開催。多くの名作を
味わうことができる。 

深圳市福田区天健時尚新天地B10
小津概念書房
14:00～22:00
入場RMB30

デザートを食べて美しく
　中国では秋冬は体調を整える時期だと言われている。今回、デザート
と漢方の亀ゼリーで有名な「許留山」から17点の冬限定メニューを発
売。「温かい、美味しい、ヘルシー、潤い」というコンセプトで蓮の実、白
キクラゲ、梨など体にやさしい食材で作られる広東伝統の甘いスープ
で夏の疲れを吹き飛ばそう！

    

許留山(海岸城店)
深圳市南山区南油文心五路33号
海岸城三楼339号舗

デザートの許留山
秋冬の味覚深

圳

深
圳
ドイツの人気パンクバンド
アジアツアー開催！

    11月23日

深圳市福田区車公廟泰然九路
皇冠科技園2棟1楼紅糖缶空間
21:00～22:30
(86)755-8320-7913
前売RMB50、当日RMB60

電子パンクではじけよう
　ベルリンを拠点に活動するポストパンク・ニューウェーブのバンド
「BONAPARTE」。2006年にデビューしてから、そのセクシーさとクレイ
ジーさで多くの人を魅了し、三枚のCDリリースと世界中で展開するラ

イブで精力的に活動している。今回は
アジアツアーで深圳にやってくる！電
子パンクのクレイジーな宴会をお楽し
みに。
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こだわりの日本の味を広州で
肉の旨味を心ゆくまで堪能できる
　日本の新潟県を中心に店舗展開をする焼肉の名店「CHACHA」が広州に

上陸。

　本場和式焼肉の味を再現するため、原材料から調味料まで厳選。

焼物は肉の他、ホルモン、魚介類や季節の野菜などがずらり、肉は特

選の部位をリーズナブルな価格で堪能できて大満足。上質な肉や

タンなど、鮮度や品質は最高のものしか使用しないため、その肉質

が自慢だ！七輪に代って電子ロースターを使うから、清潔で気軽に

楽しめる。焼き綱に載せた肉をジュウジュウ焼きながら、脂を落とし

てカロリーダウン！とってもヘルシーなのだ。落ちた脂による香ばしい

匂いで食欲もそそられる。焼き上げた肉は表面の歯ごたえのよさと中の

柔らかさとの絶妙な対比がたまらない。ふわふわでジューシーな肉汁たっ

ぷりの絶品を一度食べるとやみつきになる。バリエーションに富む肉の

盛り合わせも大人気。

　焼肉だけではなく、しゃぶしゃぶやすき焼きなどもおススメ。

顧客満足を追求するため、90種類以上ものドリンクを提供す

る。爽やかなドリンクを飲みながら美味しい料理を味わって

ゆっくりできる。何と言っても焼き肉とビールの組み合わせ

は、豪快なゴールデンコンビだろう。

　店内は広くて清潔感があり、柔らかい光や軽やかな音楽

で心が和らぎ、しっとりとした雰囲気が漂い居心地がいい。他

ではなかなか味わえない食感をぜひお試しあれ！忘年会など、

同僚や友人と飲みに行く機会が増えるこの季節、みんなで盛り上が

る時にぜひとも利用したいお店だ。

CHACHA
住所:天河区体育西路191号
          中石化大厦兆業広場地下1階
電話:(86)20-3892-2201
営業時間:11:00～22:00

中石化
大厦

林和西体
育
西
路

天河北路

林
和
西
路 中信広場

広東

広州 広州 広州 広州
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総料理長のNicola Bacchi氏

広東ページ 広東ページ 

「広東省で紅葉狩りも夢じゃない」ってホント！？「広東省で紅葉狩りも夢じゃない」ってホント！？
雲髻山

　日本の山間部では秋の風物詩となっている「紅葉」。ここ広東省では秋になっても山全体が色付
いている姿を見ることはなかなか難しい。ところがあったのだ！「雲髻山」は広東省で唯一山全体が
紅葉する山と言われている。というのも、雲髻山は嶺南地区（広東、広西、海南、湖南、江西にまたが
る地域）最大のカエデ科落葉樹の原生林を擁しているためだ。カエデ科のトウカエデ（唐楓＝三角
楓）は高さ20数メートル、樹冠が広く、葉の色は海抜の高さに合わせて変化する。「流雲飛瀑」から
の下山ルート沿いに最も多く見られる。紅葉の見ごろは11月～12月。

  主峰は海抜1438.8mで、「珠江三角洲」地区の最高峰。この広東で唯一雪景色が見られる山として
も知られている。ほかにも「広東唯一」と言われている特徴がある。例えば、「広東で唯一山の裾野
から山頂まで登れる」、「広東で唯一四季を感じられる山」、「広東で唯一、年間を通じて清水が絶え

ない山」などと呼ばれる。つまりは、この山の持つ「水、風、花、雪、木の葉」の美しさが人々の心を癒
してきた証だ。山容は「老太婆頭上的螺髻（おばあちゃんのラケイ－ほら貝のような髻）」と表現さ
れる。「髻（もとどり）」とは、髪を頭の上に集めて束ねた所のこと。一年中、雲と霧が山を取り巻く姿
から、雲が髻に取り巻く、「雲髻山」と名付けられたようだ。

　ほかにも、落差128メートルにもなる滝や、広東で唯一のラドン温泉（フッ素、カリウム、ナトリウ
ムなども含む）などがあり、ちょっとした秘境だ。そのため交通の便はあまりよくない。マイカーであ
れば麓まで直接行くことができるが、今のところ、直接麓まで行ける公共交通機関はない。前もって
十分下調べをして現地情報を入手しておこう！今年の秋はちょっと遠出して、紅葉狩りに温泉なんて
いいね～！

雲髻山（雲髻山旅遊区）
住所：広東省新豊県
開放時間：8:30～17:30
アクセス：長距離バスの場合、広州から「新豊」まで約3時間。
　　　　マイカーの場合、広州から「新豊」まで約4時間
　　　　（国道105線または省道244線）。
　　　　「新豊」から「西坑」まで車で約25分。
　　　　「西坑」から「雲髻山」の麓まで、徒歩で約20分。
料金：RMB30



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

～生活習慣病と聞いて82％の方が糖尿病を連想～

広州 深圳

広州 香港＆広州

趙営医師

■生活習慣病と聞いてまず思いつくのは糖尿病
　「生活習慣病と聞いて思いつくものは何ですか？」という質問に対して、82％
の方が「糖尿病」と回答しており、続いて「肥満（同、72％）」、「高血圧（同、
69％）」という結果になりました。その反面、「脳卒中」、「心臓病」、「脂質異常
症」といった生活習慣病については思いつく方が40％以下という結果となり
ました。
　一方、「ご自身が気になっている生活習慣病は何ですか？」という質問に対
しては、33％の方が「肥満」と回答しており、続いて「高血圧（同、26％）」、「糖
尿病（同、21％）」となっており、実感しやすい、または、客観的な数値をもっ
て指摘される生活習慣病が、気になりやすい傾向にあるものと考えられます。

　また、「生活習慣病について気を付け始めたのは何歳くらいですか？」とい
う質問に対しては、「40代」と回答した方が44％、50代と回答した方が26％
となり、合計で80％の方が40代以上で気を付け始めたという結果となりまし
た。
　さらに、「生活習慣病を意識するきっかけを教えて下さい」という質問に対
しては、55％の方が「体重が増えた」と回答し、続いて「健康診断で指摘され
た（同、54％）」、「運動不足になった（同、37％）」という回答が多くありました。
こちらも「気になっている生活習慣病は何ですか？」という質問同様、実感し
やすいことや、または客観的な数値を示されることによって、意識し始める傾
向にあるものと考えられます。

　「健康で質の高い老後生活」をコンセプトに、ALA（５-アミノレブリン酸）を利用した健康食品、化粧品の製造・販売等を行っているSBIアラプロモ株式
会社は、2013年10月23日～10月24日の２日間、40代以上の方を対象に、生活習慣と健康に関する意識調査を実施し、543名の有効回答を得ました
ので、その結果を以下にお知らせいたします。なお、今回の意識調査につきましては、国連の指定する11月14日の世界糖尿病デーに先駆けて行ったもの
です。



クーポン

35Pocket Page Weekly 15 November 2013 No. 409
B

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

各校先着20名のお申込していただいた生徒に、

RMB300のAEONクーポン
をプレゼント！

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珠江新城周辺の家庭教師派遣、
　交通費無料
②毎月総計受講時間に応じて、
　RMB20/時間の奨励を贈呈

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

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

飲み放題65元が

クーポン持参でRMB50！
※食べ放題をご注文のお客様対象
（2013年11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

好評につき継続中！
ご新規のお客様

全メニュー
30％オフ！

（2013年11月末日まで）

珠江新城分校
開校キャンペーン

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

深圳のお部屋探しは【不動産NAVI】へ
経験豊富な日本人スタッフが窓口となり、
情報提供から入居手続・退去清算まで ご
対応させて頂きます。住宅・オフィス・店舗
・工場等、物件見学は専用車にてご案内さ
せて頂きますので、ご安心ください（無料）
　
またオープニングキャンペーンとしてご契
約頂いた方全員に魚沼産コシヒカリをプ
レゼントしております。日本語でお気軽に
お問いあわせ下さい。

住所：深圳市羅湖区南湖路深華大厦401
室
電話：(86)755-2584-5960
携帯：(86)159-1988-8210（加藤）
mail： info@fudou3navi.com
URL： www.fudou3navi.com
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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。

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

香港


	P01 Frontpage_409R
	P02 Topics_409R
	P03 Topics_409L
	P04 Pick up_409L
	P05 AD_409R
	P06 Business_409L
	P07 Business_409R
	P08 Business_409L
	P09 Business_Nikkei_409R
	P10 Business_Borderless_409R
	P11 AD_409R
	P12 Business_Terastar_409R
	P13 Property_409R
	P14 Life_409LR
	P15 AD_409R
	P16 Joyful_409L
	P17 Sow_409L
	P18 Shopping_409LNEW
	P19 AD_409R
	P20 Health&beauty_409L
	P21 AD_409R
	P22 Health&beauty_DrYoung_409L
	P23 Gourmet_408R
	P24 Gourmet_409R
	P25 AD_409R
	P26 Gourmet_409R
	P27 AD_409R
	P28 Feature_409L
	P29 Feature_409L
	P30 GZ_409L
	P31 GZ_409R
	P32 GZ_409L
	P33 GZ_409L
	P34 AD_409R
	P35 Qpon_409R
	P36 AD_409R

