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　ションワン（上環）にほど近いハリウッドロードに店を構えるカジュアルフレンチレスト
ラン「La Cantoche」は、セントラルやソーホーの喧騒とは裏腹に、リラックスした静かなエ
リアにある。同店は周辺の静かさとはミスマッチのカラフルな椅子や壁に書かれたグラ
フィティ、入り口にはゲームが置かており、気の合う仲間や友人と、リラックスしながら食事
を楽しむことができるレストランだ。
　同店のシェフDavid Sungさんは、子供の頃に戻ったような気分が味わえる、楽しくて友人
の家に遊びに来たようなお店を作るのが夢だったという。そんな彼のアイディアが詰まっ
た店内はヒップホップ音楽が流れ、プロジェクターでは昔ながらの映画を流すなど、食事
以外にも楽しむ要素が多く見られる。
　フランスのチュニジア出身の人が多い地域で幼少期を過ごした彼は、アラビア料理に
強く影響を受けたという。そんな彼は今回、フランス料理にアラビア料理の要素を多く取
り入れたメニューを考案。そこに更にアジアのテイストも加え、食べる者を常にワクワクさ
せてくれるユニークなメニューを完成させた。「Lamb and Raisin Tagine with Couscous 
and Rose Petal Harissa」と「Merguez Sausage」はぜひトライしていただきたい。特にソー
セージはジューシーで噛み応えがあり、ラン
チメニューにも加えられるほど人気がある。
ホームスタイルメニューは残しつつ、フラン
スの家庭の味の定番である「Chicken 
cordon bleu」には新しくルブローションチー
ズを使用し、さらに濃厚な味わいに仕上げ
ている。また「Homemade Duck Rillettes」
や、シェアするのに最適な「Camembert 
Roti」などの人気メニューも追加。

La Cantoche
住所：G/F, 227 Hollywood Rd., Sheung Wan
電話：(852)2426-0880 
時間：月～金　ランチ12:00～14:30　ディナー18:30～10:30
フェイスブック：www.facebook.com/pages/la-cantoche/466237686724489?fref=ts

La CantocheLa Cantoche

大人気フレンチレストランが
ディナーメニューを一新！
大人気フレンチレストランが
ディナーメニューを一新！
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ゲームも楽しみたい

チキン・コルドン・ブルー

羊ソーセージの「Merguez Sausage」
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆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(aa)駅改札口Aを出
て徒歩1分
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニールズヤード認定
アロマセラピー基礎クラス
2014年2月期開講

募集日程：
①2014年2月4日～3月11日毎週火曜日
　9:45~12:00 (2時間15分）　全6回
②2014年2月6日～3月13日毎週木曜日
　9:45~12:00 (2時間15分）　全6回
③2014年2月8日～3月15日毎週土曜日          
    10:00~12:15 （2時間15分） 全6回
募集人数：2名～6名（各クラス）
※定員になり次第、締め切ります。また、
定員に満たない場合は開講できないこ
ともありますので、ご了承下さい。
場所：MTRフォートレスヒル(炮台山)駅
            徒歩3分
受講料：HKD2,500（実習教材費込）＋
HKD300（ニールズヤード発行テキスト
代）／全6回分
詳しくは、下記ブログをご覧下さい。
※ブログ：http://ameblo.jp/furong-jp
また、お問合せやお申込みは、
１）お名前、２）電話番号、３）メールア
ドレス、４）ご希望のクラスを明記の上、
メールにてご連絡いただけますようお
願い致します。
メール：info@furong.jp（大和田まで）

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港青学会
紫におう西郊の森、夢さめやらぬ緑が
岡の、霧にそびゆ、わが白亜城、青山学
院卒業生の皆様は、お気軽にご連絡く
ださい！
メール：aogakuhk@gmail.com
フェイスブック：香港青学会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

香港和僑会
祖国を離れて頑張っている仲間の交流
の場です。毎月１回の定例会や分科会、
各種イベントなど催しもたくさん。詳しく
は、HPをご覧ください！
連絡窓口：高橋
mtakahashi@wa-kyo.org
電話：(852) 6850-9300
http://www.wa-kyo.org

幼稚園教師募集
子供が大好きで即勤務できる健康な方
を募集します。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があり、丁寧な
顧客対応ができる方。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
お問い合わせください。
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

らーめんチャンピオン
ジョーダンMTR地下のらーめんチャンピ
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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。詳しくは中村まで。
電話：(852)2777-1171(18時以降)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

刺身・寿司職人募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。刺身・寿
司職人募集中。香港在住の方。北京語、
広東語少し。刺身・寿司もこなす。勤務時
間：11:00～15:00、18:00～23:00（日曜定
休）。毎日2食付。給料相談可。まずはお
気軽にメールにてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
ワンチャイ(湾仔)にある居酒屋。フルタイ
ムスタッフ人募集中。日本語コミュニケー
ション程度。勤務時間：11:00～15:00、
18:00～23:00（日曜定休）。毎日2食付。給
料HKD12,000～。まずはお気軽にメール
にてご連絡ください。
メール：ccn509@yahoo.com.hk
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バースタッフ募集中!!
タイムズスクエア近くのウイスキーバー
b.a.r.がスタッフを募集中。就労可能なビ
ザの保有者。ワーキングホリデーの方も
歓迎です。勤務時間その他等は応相談。
お問い合わせ
bar@executivebar.com.hk
または電話2893-2080（担当イチロー）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。週五日勤務。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。
admin@streamwisdom.com
3520-2329　林まで

九州人会のお知らせ
第六回九州人会を下記日程にて予定して
おります。九州出身の方、九州にゆかりの
ある方、お気軽にご参加ください。
日程:2014年1月17日(金)
場所:香港日本人倶楽部
時間:18時30分(予定)
お問い合わせはMitaまで
 mita@hkkkc.com (852)6094-9091
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第6回くらい！
荃湾でタイ料理を喰らう会が開催！

毎年1回のペースで開催している会です。
お友達を創りに参加してみませんか？
日時：2014年2月22日(土)
場所：荃湾のとあるタイ料理屋(タイ人シェフ)
予算：200HKDくらいの予定
参加条件：荃湾に縁のある方。興味があ
る方。好きな方。荃湾の近くにお住まいの
方。
幹事：原まで　電話：(852)9225-8287　
hara@pocketpage.com.hk

メンバー募集

求人

クラス

香港クラシファイド
イベント告知
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ミッドレベルで学べる
マクロビを意識したヘルシークッキングクラス

　ミッドレベルの山手にある住宅街の一角で、アーユルベーダ及びマクロビ
の考えに基づく、ヘルシークッキングクラス「Sprouts」。
　そもそもアーユルベーダとは、体質に基づき全人的な治療を行う古代イン
ドの伝承医学である。アーユルベーダの基礎の1つに、人間1人1人体質も異

なっているため、同じような病気や症状でもその
人によってその療法は異なってくることを挙げて
いる。また、「病気を癒す最初の要因は栄養であ
る。薬を服用しても食事の習慣を変えないようで
は病気は良くならない」と古代アーユルベーダで
は提唱されている。
　一方、マクロビと呼ばれるマクロビオティック。
こちらは穀物や野菜、海草などを中心とする日本
の伝統食をベースとした食事を摂ることにより、
自然と調和をとりながら、健康な暮らしを実現す
る考え方である。

春のワークショップでの1コマ。デモ形式でクラスが進められる

　現代の食生活の問題は、私たちの食べるほとん
どの食物が加工されているということ。もちろんそ
れは手っ取り早く、簡単であることは言うまでもな
い。しかし、健康を意識した料理でも時間がかから
ず、豆や全穀粒で栄養価が高く、なおかつ簡単にで
きるものがたくさんある。そういった食材の使用方法やレシピの応用、健康に
良い食生活を様々な角度から提案している同教室の講師兼オーナー、ダイア
ナ先生。
　彼女は、料理好きが高じて、栄養学への道へと進み同教室を設立した。今や
主婦の方のみならず、ヘルパーのコースも開催するほど大人気となった。
　彼女によると、栄養に変化を加えてライフスタイルを改善することで健康
に繋がるという。また、メンタルや、お通じ、免疫機能、胸焼けを減少させ、さら
には体重にも変化が現れるのだと。
　常に少人数で1人1人に目が行き届くように配慮され落ち着いたクラスで、
豆や全穀粒などの食材を「これはどこで買うべきか」、「こういうものがここで
売っている」という情報、さらに、季節に合わせた料理や、ヘルシースナックな
どの子供向けアイデアも多々学ぶことが可能だ。
　その他、アーユルベーダとマクロビに基づく栄養コンサルテーションも
行っているので気軽に問い合わせてみてはいかがだろうか。

Sprouts
場所：ミッドレベル（ご興味がある方、まずはお問合せ下さい）
電話：(852)9428-0624
定休日：土、日、祝
メール：sprouts.diana@gmail.com（英語のみ）
フェイスブック： www.facebook.com/SproutsDiana

出番を今かと待つ豆類と緑の野菜たち

ワークショップ後その場で
作った料理が持ち帰れる
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深圳 深圳

広州 広州

広
州
自然浴と広東食文化体験に最適！
広州畔山酒店 (PS Hotel)

　木々に囲まれた、自然あふれる場所で自然浴したい……広州の街中に
いながらにして、爽やかで新鮮な空気を味わえるようなナチュラルライフを
期待できるのか？「広州畔山ホテル」ならそれも夢ではない！庭園の中にあ
る森林をテーマにした広州畔山ホテルは、広州にある都会のオアシス「麓
湖公園」の中に位置している。広州市内から車をほんの5分走らせるだけ
で、深い緑に囲まれた大きな湖「麓湖」が出現する。白雲山の麓に位置する
広州の身近なリゾートだ。ホテルの特徴は、絵に描いたような風景だ。
　麓湖公園は「広州の肺」と言われるほど緑が多い。ここに来たならぜひ自
然浴をしてほしい！空気浴、日光浴、湖畔浴で心も体もリフレッシュ。暑い
夏には、爽やかになる空気浴、マイナスイオンと新鮮な酸素をいっぱい取り
込もう。日差しが心地よい秋はひなたぼっこ（日光浴）が気持ちいい。日光
の中の適度な紫外線はビタミンD合成には不可欠だ。日頃の緊張感から
解放されたいときは湖畔浴で新陳代謝を高めよう。

　ホテルの中には、畔山レストランがある。レストランのインテリアはもと
より、窓越しに見える風景を楽しみながら食事をすることができる！料理
は広東料理がメインだが、もちろん洋食も取り揃える。広東の食文化に
は、「早茶」という習慣がある。朝から「茶楼」「茶館」と呼ばれるお茶屋兼
お食事処に行ってお茶をするのが広州人の伝統だ。「一盅両件」と言っ
て、お茶に2種類の点心というのが一般的。こちらのホテルでは朝から沢
山の種類の点心を提供している。広東の食文化を体験したい方、自然豊
かな贅沢な空間で「早茶」しよう！

広州畔山酒店
住所：広州市越秀区麓景路（麓湖公園内）
電話：(86)20-8350-2333
ファクス：(86)20-8357-4936

ホテルで感じるスペインと中国の文化
深圳華僑城洲際大酒店 (Inter Continental Shenzhen)

　シックなデザインの「コンチネンタル深圳」で文化融合を体験しよう！ホ
テルのテーマは「スペイン」だ。ホテルの外観・内装ともにスペイン風のデザ
イン・インテリアで統一されており、赤と黒の闘牛のデザインがあちこちに
あしらわれている。深圳の中でも緑豊かなよく整備された地区にあり、まる
で中国であることを忘れてしまうほどだ。近くにあるテーマパーク「オー
バーシーズ・チャイニーズタウン」（華僑城）に繰り出して本格的な深圳を冒
険するにも便利だ。プライベートビーチやウォーターパークもあり、様々な
レジャーオプションに対応している。ホテルの脇にはシンボルマークである
帆船があり、夜はオシャレなバーになる。海の近くではないのに、プールに
は砂浜があり、ホテル脇の船とは別にもう一隻船もある。滝ありハンモック
ありと、リゾート感があふれている。
　ホテル内には豊富なレストランが併設され、毎晩違うレストランで食事

が楽しめる。ホテルのランドマークレストラン「Galleon」をはじめとし、中
華料理、タイ料理、ブラジル料理、フランス料理、西洋料理などが堪能で
きる。充実してるのはカテゴリだけではない、料理の「質」と「味」の良さは
口コミなどで評判だ。シックでオシャレなインテリア・デザインとリゾート
感満載のコンチネンタルでリッチな気分を味わおう！

深圳華僑城洲際大酒店
住所：深圳市南山区華僑城深南大道9009号
電話：(86)755-3399-3388
ウェブ：www.ihg.com/intercontinental/hotels/jp/ja/shenzhen/szxha/hoteldetail

深
圳
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深圳

東莞

深圳

教えて！総経理！
　今回は、中国を中心とするアジアで、展示会、パンフレット
制作、ウェブ制作を3本柱として、日系企業等のビジネス展
開をサポートしている「STS新東洋」の総経理である藤田秀
則氏にインタビューをさせて頂いた。

展示会、パンフレット制作など
中国ビジネスを成功に導く販促活動をサポート

「STS新東洋」はどのような会社ですか？
上海・北京・広州に拠点を持ち、日系企業向けに、展示会・
イベント、平面デザイン、ウェブ制作など、ニーズに合わせた
プロモーションサポートを提供させていただいています。
2005年に設立し、従業員数は18名、内日本人が3名で、全員
北京語が話せます。プロジェクトは全て日本人スタッフが担
当し、各専門スタッフが統一された企業イメージの構築や戦
略的な広告、販売促進活動を実現し、弊社1社だけでトータル
サポートさせていただくことができます。

日本と中国とでは事業のやり方等に違いはありますか？
日本ではどちらかというとある程度、既に決まったパターン
の提案が比較的多いのですが、中国には確立した方法や成
功法はないので、今までの経験を元にお客様との話し合い
で決める場合が多いですね。また、日本と中国の違いを探す
より共通点を探して攻略する方がイメージしやすいです。
例えばキャッチコピーも漢字を見てイメージを膨らますとい
う点では日本人にもやり易いですし、逆に欧米などとは全く
違いますよね。また、文化も仏教、習慣など心理的な部分も
似ていますし、何より外見も似ているので街に溶け込みやす
く仕事がやりやすいですね。

展示会のプロデュースで苦労された体験はありますか？
あります。今まで一番困ったことは、お客様のイベント開催１
週間前に突如会場が変更になったことですね。なので、施工
設置計画をはじめからやり直し、様々な工夫をして難を逃れ
ました。中国国内では、主催者より、会場側が強いので交渉
にも工夫が必要です。ただ、日本よりも融通が利く部分もあり、
初めから無理とは決めずに根気よく問題に取り組めば、たいて
いの場合、解決方法が見つかります。そこはポテンシャルの
高い中国ならではだと思います。

展示会等を行った後のお客様の反応はいかがですか？
中国国内で展示会やイベントの経験の少ない日系企業
が多く、一緒に一から計画するので、実施後の達成感、
充実感を共有させていただいています。また、パンフ
レット制作から展示会の実施まで一貫してトータルサ
ポートをしていますので、様々な業者に頼み、パンフ
レットと会場イメージが違うなど、一見見落としがちな
問題を未然に回避することができます。

展示会等、中国での販促活動を成功させる秘訣はどこ
にあるのですか？
一概には言えないのですが、お客様の予算や時間等
制約がある中で展示会に出展するなら、どの展示会に、
いつ出展するか、また、出展しない場合はどのように自
社商品をPRしていくか、などの戦略をお客様とともに
考え、販売促進に結びつくソリューションを提供してい
ます。また、アフターフォローも大切で、集客方法と成果
のデータ化、見込み客などのフォローアップもしており
ます。

今後の事業展開について教えてください。
事業を台湾やシンガポールなどアジア全体に広げてい
く予定です。私たちは中国国内の経営資源を効率よく活
用し、迅速な対応を行うことができます。もちろん中国
国内おいても、中国のトレンドも取り入れた効果のある
イベント、展示をご提案していきます。自社のパッケー
ジサービスを順次強化し、分かり易いサービスで面倒
なやり取りを少なくすることができます。中国における
販売促進を熟知した弊社だからできるご提案だと思い
ます。

最後に一言お願いします。
中国に限らず、海外のビジネスは日系企業にとって様々
なリスクがあります。当然、「チャイナプラスワン」なども
重要な考え方ではありますが、これほどポテンシャルが
高く、奥が深い国はないと感じています。日本と中国とは
切っても切れない関係だと思います。弊社を活用してい
ただき、変化や習慣を克服して、中国ビジネスを成功さ
せていただければと考えております。

北京新東洋商事諮詢有限公司
広州連絡事務所
住所：広州市天河区林和西路167号
          威尼国際16階
電話：(86)20-3828-5799
ウェブ：www.bj-sts.com

副総経理佐藤氏副総経理佐藤氏 総経理藤田氏総経理藤田氏 営業経理立山氏営業経理立山氏

STS新東洋編

P P W：
藤田氏：

P P W：
藤田氏：

P P W：
藤田氏： 

P P W：
藤田氏：

P P W：

藤田氏：

P P W：
藤田氏： 

P P W：
藤田氏： 

STS新東洋プロフィール
イベントのプロデュース、パンフレットや会社概要などの広告制作、
WEBサイト制作などのネット戦略を中心に関連するサービスを
トータルにサポートしている。広告や販売促進に必要な企画、
制作などの準備を一括で提供しており、顧客は営業や製造生産な
どのコア事業に専念することができる。また、顧客の中国における
ビジネス展開を円滑に効率良く進めてもらうため、上海、北京、
広州の各拠点から迅速なサポートを行っている。

 広東ページ
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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

　皆さん、こんにちは濱島です。ここ広州でも少し寒さを感じますが、時々
オーバーコート·ダウンジャケットを必要としますね。気をつけましょう。

　さて、前回パーマとカラーは同じ日には施術をしてはいけないと言いました。
憶えていますね。理由は簡単、髪に非常に負坦をかけるからです。ダメージが
大きいからです。

　パーマ剤もカラーリング剤も髪の構造を一時的に変化させています。タン
パク質の変性ですね。この状態でまた同じ様な薬剤を使用する事は髪にも頭
皮にも非常に影響が強く、ダメージも大きくなります。

　では、日を替えて施術をするにはどちらが先に良いでしょうか?美容師達の
中には色々な言い方をする人がいます。先にパーマをして後日カラーリング
をするとウェーブが少し弱くなってしまう。又は先にカラーリングをして後日
パーマをかけると色が落ちて少し明るくなってしまう。どちらも正解です。でも
髪のダメージのことを考えると、やはりパーマが先の方が良いでしょう。

　しっかり勉強した美容師さんであれば、的確に教えてくれるでしょう。理由は?

　皆さんが美容室でパーマをかける時、又はカラーリングをする時に注意をし
て見てみると、パーマの時、最初につける薬を1剤と言い、コントロール後OKが
でれば次につける薬を2剤と言います。1剤·2剤と言いますが、これは化学で言う
還元、酸化を行っています。昔、化学の時間で習ったような気がしますね。次に
カラーリングを見てみましょう。カラーリングの時にも2つの薬を使います。1剤
は染料、2剤は過酸化水素です。これを混合して髪に塗布をするですが、この染
料は酸化染料と言って酸化剤です。また過酸化水素も酸化剤です。

　はい、少し考えると解かってきますね。パーマを先にかけて後でカラーリン
グをすると、薬剤の働きはスムーズで、還元剤→酸化剤→酸化剤→酸化剤と
なります。

　反対にカラーを先にすると酸化剤→酸化剤→還元剤→酸化剤と言う働き
なり、薬剤の効果がスムーズではありません。髪への負坦も大きくなります。
この様な理由によりパーマを先にかけるのが良いでしょう。

　今回はこの辺で。年の瀬もおしせまり、新年は日本又は海外に旅行をされ
る方が多いと思われますが、皆さん元気で気をつけて楽しんで来て下さい！
良いお年を♪

　次回は年も改まりますので、内容も少し変えていきましょう。お楽しみに．．．

知っているようで知らない髪と肌のこと⑰

深圳広州広州

広州 広州 深圳
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広州 広州

広州

趙営医師

広州

　年末は忘年会にクリスマスパーティーに、そして年が明ければ新年会と、
ダイエッターにとってはこれまでの努力が水の泡になってしまうかもしれ
ない『魔のシーズン』が到来です。食事は楽しみたい、でも体重増加は絶
対に避けたい！そんな人に取り入れていただきたいのが、「食べる順番ダ
イエット」です。これは、食べる内容を変えずに、その順番を工夫するだけ
で結果に差が出るというダイエット法です。
　食べる順番を工夫することにどんな意味があるかというと、「血糖値の
上昇」をコントロールできるようになるということ。
　空腹の時は血液中のブドウ糖が少ない、いわゆる「血糖値が低い」状
態です。そこに血糖値が急上昇しやすい糖質（炭水化物）をたくさん摂っ
てしまうと、その上昇を抑えるためにすい臓から「インスリン」というホル
モンが分泌されます。

　血糖は基本的に体のエネルギーとして消費されますが、インスリンは
エネルギーとして使われなかった余った血糖をグリコーゲンとして肝臓
や筋肉に蓄え、余った糖を体脂肪に変える働きがあります。血糖値の上昇
が速いと糖をエネルギーとして使い切れず、インスリンがより多く分泌さ
れ、脂肪が蓄積されやすくなってしまいます。反対に血糖値の上昇が緩や
かなら、インスリンの分
泌が少なくなり、脂肪の
蓄積を少なくできます。
この仕組みを利用する
のが、食べる順番ダイ
エットです。

食事の最初に野菜を食べるだけで、
体脂肪の蓄積防止に！

microdiet.netレポート

広東省　日本人に優しい病院一覧

深圳

広州 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



広東クラシファイド

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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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。

求人

クラス

メンバー募集
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

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット販売立ち上げの
お手伝いをしてもらえる方募集

深圳在住の方で中国内でのネット販売
立ち上げのお手伝いをしてもらえる方募
集。英語、中国語を多少なりとも話せる日
本人の方。インターネット販売の知識が
ある方。連絡先npsuzue@gmail.com (鈴
江)まで。

HT中国語教室
深圳．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

仕事を探しております
本人は、十年ぐらい日系企業経験があり
ます。現在は、工場管理などの仕事を探し
ています。勤務先は問わず、出張でもかま
いません
qiangzerong@163.com
心からご連絡をお待ちいたします。

お茶歌舞伎・闘茶大会
毎回、4種類以上の中国茶をご用意してお
ります。中国茶を飲んだり見ながら、名前、
特徴、産地などのことを当てて、ゲームを
しながら中国茶を勉強して楽しみましょう！
参加費無料。
張　13710867579
cn-office@chineselife.net

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。

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
お問い合わせ下さい。
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

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。）

その他

イベント

深圳広州 亜洲

　敦煌の中心地から車で約 10 分の人気観光スポット鳴沙山。高さ約
50 ～ 60ｍの砂の山で砂山の麓から頂上への稜線が美しく、芸術的
だ。さらに東西約 40ｋｍ、南北約 20ｋｍと広大である。砂が細かく、
常に砂が流れているため、その流れる音から鳴沙山と名づけられた
という。山の麓には、三日月の形をしたオアシス、月牙泉がある。オア
シスというだけあって、泉が湧き出ている。
　観光は、入り口からラクダ（有料）に乗るのが一般的。広大な砂漠で
は、砂漠滑りなどのアクティビティが楽しめる。また、サンセットの時
間に行くのもおすすめだ。
　敦煌莫高窟や鳴沙山以外にも見どころは点在している。漢代の関
所跡である「玉門関」、砂漠に点在す
る侵食によって出来た奇岩をバスで
めぐる「魔鬼城」ごとの「敦煌雅丹国
家地質公園」など、敦煌の歴史や自
然を知ることができる。　　　　　
　夏はまさに灼熱の地・・・、帽子、
サングラス、水は必須、熱中症に注
意しよう。オフシーズンの冬も訪れる
価値がある。

延 と々続く砂山

世界でも有名な奇岩に圧倒される

鳴沙山の景色を楽しむ人々 広大な砂漠を渡る際、ラクダは有力な仲間

敦
煌

※2013年7月の情報です。
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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

住所：深圳市深南大道2008号鳳凰大廈2棟502号
電話：(86)755-8860-1285、(86)135-5495-0871（日・中・英）

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

12月クリスマスキャンペーン！
12月31日までお申込していただいた生徒に、

最大RMB2000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 

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

寒～い冬にピッタリ鳥鍋！
＆焼肉食べ放題が

クーポン持参でRMB138！
※要予約

（2013年12月末日まで）

広東ビューティー PARIS N°5

電話：(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12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
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