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　現在 JFC は、酒、調味料、米、冷凍魚介類、加工食品を取り

扱い、商品数は 1,200～1,300アイテムにも及ぶ。近年、築地

から取り寄せるマグロや和牛などの付加価値の高い商品の

取扱量も増えきている。これは、香港人の間でもクオリティー

の高い日本食材に対する認識が深まっているためだ。他に

も、ラーメン、焼鳥などの専門店が多くなり、専門店向けの商

品も揃え、取扱い数、幅も広がっている。

　30 年の節目を迎え、これからどのようにビジネスを展開し

ていくのだろう。昨年 12月に「和食：日本人の伝統的な食文

化」がユネスコ世界無形文化遺産に登録されたことをご存じ

だろうか。これに絡めて、JFCでは日本産の食材にこだわり、

これまで以上により広く深く日本食が香港及び周辺地域へと広まるように

努め、意識していく方針だ。

　香港に来てもうすぐ丸 3年を迎える坂根氏。香港は刺激が溢れていて

ビジネスする上では素晴らしいと感じている。コンパクトなマーケットだ

が動きが早い、店の入れ替わりも頻繁、すべてにおいてスピード感が溢れ

ている、良くも悪くも、何かが起こる毎日。そして、日本食に対する興味、知

識、そして経験値も他の国に比べると香港は高いと感じるそうだ。日港の

友好関係を保つのに「日本食」は大切な項目のひとつなので、食に関わる

者として、より安全、安心なものを届けていく重要性を強く感じるそうだ。

　香港以外にもドイツに 8年間駐在経験がある。あちらのマーケットは

香港とは対照的で、どっしり落ち着いていて、平穏に暮らせる。こちらから

何か仕掛けないと何も起こらない、歴史と伝統を重んじ、軽率に変化を求

めない生き方が当たり前。そんな中で仕事をするのは違った意味で大変

だった。しかし、坂根氏自身はドイツは大好き、芸術、文化が素晴らしいと

感じる。ドイツはヨーロッパでもリーダー格、モラル、ルールが突出して

しっかりしており、日本人と相通じるものがあると考える。

　そんな坂根氏、プライベートの時間はどのように過ごすか伺うと「仕事も

プライベートも一緒」の返事が。20年以上、サントリーやキッコーマンで外

食担当営業部門にいたので、平日は得意先を回り、顧客と過ごすことが多

かった。現在は単身赴任のため、週末も顧客の店を訪ねているそうだ。シェ

フやバーテンダーと話しながら飲食するのが楽しくて仕方がない、外食が

好きだから、この仕事が楽しく、苦痛に思ったことがないとのこと。

　読者へのメッセージは「皆さんの故郷の特産品、名産品を香港に紹介

してほしい」。その理由は、それをきっかけに日本各地を訪ねてもらい、地

方の良さを色々な面で知ってもらいたいから。地方を活性化することが日

本の発展にもつながる。「地域ブランド」を香港だけでなく、多くの海外の

人に知ってもらう事が、日本食への興味を深めるきっかけになる。そして、

地域の人も海外から観光客が訪れるように観光名所の設備等を進め「お

らが村・町」のブランドをマーケティングし、海外に目を向けることも大切。

JFC のビジネスだけでなく、それを支える日本食の普及、地域振興まで考

える坂根氏の日本と日本食に対する強い思いが感じられた。

JFC Hong Kong Ltd.　
住所：5/F., Ever Gain Centre, 43-57 Wang Wo Tsai  St., Tsuen Wan, N.T.
電話： (852)2428-6431

キッコーマングループの中でも、とりわけ食品卸に特化した会社「JFCグループ」、現在世界 14ヶ国に拠点がある。
ここ香港では「JFC Hong Kong Ltd.」として、1984 年に設立、今年で 30周年を迎える。
そこで、今回は代表の坂根正敏氏に JFCのこれから、そしてプライベートについてもお話を伺った。

JFC Hong Kong Ltd.　坂根正敏氏にインタビューした
30年の節目を迎えより広く、深く日本食の普及へ

坂根氏。
JFCのモットーをバックに。
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香港 香港

　お洒落な店が軒を連ねるソーホーのレストラン激戦区に、ミートボールを主役にした
カジュアルなイタリアンレストラン｢NOM｣がオープン。同店は、牛肉やラム肉といったお
肉だけではなくシーフードを使うなど、様々なアレンジを効かせたミートボールを提供
する新感覚のレストランだ。店名の「NOM」は“Not Only Meatballs”の略であり、ミート
ボール以外にも魅力的なメニューを楽しむ事ができる。カジュアルな値段設定でワイワ
イと肩肘張らずに料理をいただく事ができるとあってオープン以来話題となっている。

　店内はバーエリア、ラウンジエリ
ア、ダイニングエリアの3つのエリア
に分かれており、バーでビールやワ

インと共に軽食を、またはダイニングでしっかり食事を、シチュエーションに合わせて楽
しめる。「お客さんみんなが自分の家族だと思って愛をこめて料理を提供している」とい
うイタリア人シェフのFabrizioさん。彼の作る料理や気さくなスタッフ達からは、その愛
を感じる事ができるだろう。Fabrizioさんのお母さんから教わった秘伝のレシピも使用
していて、どこか懐かしく、それでいて時には斬新なアレンジも加わり、食べるたびに驚
きと癒しを与えてくれる。食材も新鮮な旬のものにこだわり、シェフ自ら世界中の生産者
から取り寄せている。
　まずは、同店自慢のミートボールの数々を紹介しよう。一番人気の「オリジナルビーフ
ミートボール」は必食。自家製のラグーソースで煮込まれたお肉は、柔らかくジューシー
で、肉本来の味を存分に楽しめる。女性に人気だという「チキンミートボール」は、ぱさ
ぱさしがちな鶏挽肉をトロトロのパルメザンチーズがコーティングし、濃厚な味をプラ
スしている。少しクセのある「ラム肉のミートボール」はトマトソースとオリーブで煮込ま
れているので臭みもなく想像以上に食べやすい。軽食に最適な「ミートボールスライ
ダー(ミニバーガー)」はシェアするのに最適だ。
　ミートボールの他におススメは「アサリのボンゴレパスタ・ブロッコリーのピュレ添
え」。一見どこにでもあるメニューだが、ブロッコリーのピュレを加えることでパスタを一
回りも二回りも味わい深くしている。スロークックで調理されたイタリア産のタコのグリ
ルは驚くほど柔らかく、口に入れた瞬間とろけるほど。最後にイカ墨パスタをうにクリー
ムソースで混ぜて、ナッツを加えて食感をプラスしたイカ墨パスタは大人気メニューだ。
　さあ、あなたもミートボールの新たな魅力を発見しに訪れてみてはいかが。

NOM(Not Only Meatballs)NOM(Not Only Meatballs)

NOM(Not Only Meatballs)
住所：1-5 Elgin St., Central
電話：(852)2540-7988
時間：月～日　18:00～24:30
ウェブ：www.nom.com.hk

どれを食べようか迷ってしまう。
9種類のお洒落なミートボールとワインで乾杯！！
どれを食べようか迷ってしまう。
9種類のお洒落なミートボールとワインで乾杯！！

アサリのボンゴレパスタ・ブロッコリーのピュレ添え

魚介と合わせたシーフードミートボール

食べやすいミートボールスライダー(ミニバーガー)
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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

広州 深圳

若い女性が気にする男性の見た目、１番気になるのは「薄毛」

　この度、AGAメンズ品川スキンクリニックは、20代から40代の女性計
1,200人を対象に、男性の見た目に関するインターネット調査を行いま
した。

20代女性が気になるものは「薄毛」次いで「肥満」
　男性の見た目の問題として１番に肥満があげられたものの、20代女性
だけの結果を見ると薄毛が35.5％と１番多く、次いで肥満、肌荒れ、むだ
毛と続きました。40代女性は肥満を気にするという回答が54％と圧倒的
に多く、過半数を占める結果になりました。
　「格好だけ若作りしていても、薄毛とわかった瞬間一気に年を感じてし
まう（30代接客業）」ダイエットと違い努力だけではどうにもならない薄
毛対策は、若い女性に気を使わせないためにも必須と言えそうです。

20代女性は３人に２人以上が男性の薄毛を嫌がる結果に
　そして、「ご自身の彼氏・夫・息子が薄毛になったとしたら」という質問

に、基本的に薄毛は嫌だとする「嫌だが何も言えない」「嫌なので治療を
勧める」を選んだのは20代女性が65.3％と突出して多く、約半数以上が
身近な男性の薄毛を嫌がっていることが判明しました。
　また、「若くて見た目も良いのに薄毛を治療しないのは勿体ないと思う
（20代学生）」等、治療を勧める意見も32％と30代・40代女性と比べ高い
結果に。

クリニックでの薄毛・肌荒れ治療については「前向きで良い」が過半数
　また、男性の肌荒れに関する質問では、90％以上の女性が、男性の肌
荒れを、「気になる」「汚い」「痛 し々く感じる」と回答し、「気にしない」と回
答した方は全体のわずか11.2％でした。
　合わせて、男性がクリニックで肌荒れや薄毛の治療を行うことに関して
どう思うか調査した結果、前向きで良いとする回答が女性全体で55.7％
と過半数を占めました。

広
州

超巨大竜巻来襲！ 映画「イントゥ・ザ・ストーム」
9月12日中国劇場公開

　「ストーム・チェイサー」―主に米国で活躍する、竜巻追跡のプロ集団。
彼らのことは1996年の映画「ツイスター」で取り上げられ広く知られるよ
うになった。まだ詳細には解明されていない竜巻の発生メカニズムに
迫るべく、竜巻を撮影し、データを分析・研究することを生業としている
彼ら。常に危険が伴い、自らが竜巻の被害に合うケースも少なくない。
　「イントゥ・ザ・ストーム」には「“怪物”のど真ん中へ」―というサブタイト
ルが付けられており、ストーム・チェイサーにスポットが当てられている。
アメリカ中西部シルバートンの町に地球史上最大規模の超巨大竜巻が
襲来。直径3,200メートルに及ぶ巨大竜巻に直面した人々の姿を描いた
パニックムービーだ。最悪の事態はまだこれからだと専門家たちが予測
する中、気まぐれで恐ろしい巨大竜巻を前に町の人々はなすすべもな

い。ほとんどの住民はシェルターに非難するが、ストーム・チェイサーたち
は、生涯に一度の観測のためにあえて竜巻の渦に向かっていく･･････。
　ハンディカメラなどを使用した臨場感溢れるドキュメンタリータッチ
の映像でリアリティあふれるシーンが満載、劇場でその迫力映像を体感
しよう！

Into the Storm（不懼風暴）
監督： スティーブン・クォーレ
出演：リチャード・アーミテージ、サラ・ウェイン・キャリーズ、マット・ウォルシュ

広
東

　不動産会社「スターツ広州」が8月18日、中信広場から天河区体育東
路に移転した。「スターツ」は、日本をはじめとする海外の不動産の賃貸・
売買・管理およびコンサルティング大手会社だ。世界21カ国32拠点で海
外への進出・赴任・移住など、不動産に関する事業を展開してきた。広州
においても不動産取引をトータルサポート、様々なニーズに応えてい
る。広州のマンション・オフィス、店舗、倉庫、工場などの物件を取り扱っ
ており、賃貸・売買・管理に関するコンサルティング、さらに広州への進
出・投資に関するサポートを行なっている。
　只今、事務所移転を記念しキャンペーンを実施している。RMB10,000
以上の契約者、先着10人に限り、「JTB旅行チケット」（RMB2,000分）を贈
呈、さらに「イタリア産赤ワイン」（通常RMB320）もプレゼントとのこと。

また広州市内から市内への引越しには、日系業者がサポートを実施、費
用は同社が負担する。広州への進出・赴任・移転などをお考えの方、不動
産に関してお困りの方、この機会に気軽に相談してみよう！

STARTS 広州
住所：広州市天河区体育東路138号金利来数碼網絡大厦410室
電話：(86)20-3877-0041（日本語専用）、(86)186-1732-8523（石村）
ファクス：(86)-20-3877-0042
時間：9:00～18:00
メール：starts@starts-gz.com
ウェブ：www.starts.co.jp/guangzhou

不動産「STARTS広州」事務所移転
キャンペーン実施中！
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深圳

深圳

豚骨つけめんでスタミナ補強！！
　そろそろ9月に入るが、まだまだ暑い華南地区。博多一風堂の夏メ

ニューはいかがだろう。独自の濃厚豚骨スープにツルツルの麺をつ

けていただくつけめんは、この時期にぴったり。さらにもう1つのツウ

の楽しみをご紹介。店員に頼むとトッピングのワカメが無料でもらえ

る。これを食べ終わったスープに入れて飲むと絶品！

ポップ。都市。共に進化。
　科学技術が急激な発展を遂げるこの時代において、都市に暮らす芸

術家は、都市をどうとらえ、どのように表現するか。李浩は湖南師大芸術

学院の油画科を卒業した後、深圳の

芸術界で活躍を続けるアーティス

ト。今回は新しい試みとしてデコ

パージュや手描き画など様々なスキ

ルを活用して、都市をポップに表現

する。

今週の広東ピックアップ

中国の旬な話題を日々配信
　中国各地の有名ホテルで愛用されている飲用水会社、ノルウェー発

のスーパー・ピュア・ウォーターVOSSが、中国向けのライフブログを開

通した。ホテルの評価から、ホットな

レストランのレビュー、最新イベント

のお知らせなど、中国生活に役立つ

ライフスタイル情報が盛りだく

さん。ぜひ一度チェックしてみて。

VOSS
中国向けのブログ開通

南陽の繁栄期とはどのようなものだったのか
　南陽市は歴史の深い都市だ。旧石器時代から人類が居住しており、後漢の帝・劉秀の

故郷であることでも有名で、10世紀には文化の大都会となった。その繁栄は史籍の中で

見られるだけではなく、文物考古学資料にも記載されている。また南陽市内には、漢時

代の遺産が大量に存在している。

　今回の展示会では、「帝郷南陽（皇帝の故郷南陽）」、「躬耕南陽（南陽の農業）」、「天

人合一（天と人が1つになる）」という3つのテーマの下に、南陽の歴史の重鎮である漢

画館と南陽市文物考古研究所から、貴重な遺産が展示される。当時の生活や芸術、政

治が理解できるこの絶好の機会。南陽の文化的側面が特に発展した時代の芸術作品

が見所だ。

龍臥南陽
南陽漢代文物展

10月31日まで

一風堂
つけめんメニュー

提供中

広
東

広
州

広
東

Exhibition

Exhibition

www.ippudo.com.cn

広州市越秀区解放北路867号西漢南越王博物館
9:00～17:00
www.gznywmuseum.org/nanyuewang
RMB12（一般）、RMB6（学生）

Blue Hawaii
広州ライブ

9月9日

広
州

エレクトロニック・ポップデュオ
　カクテルの名前がついたカナダ発の2人組「Blue Hawaii」。彼らの生

み出す音楽もやはり、ハワイの海と空のように爽やかだ。抽象的な電子

音やリヴァーブなどの効果、レイヤーサ

ウンドを特徴とする楽曲に、みずみずし

く清らかな女性ボーカルの歌声が合わ

さり、一度聞くと忘れられない。そんな彼

らの広州ライブに足を運んでみては。

進/化
李浩個人作品展

11月1日まで

深
圳

深圳市南山区深圳市
華僑城OCT-LOFT派意館
9:30～17:30
入場無料

広州市越秀区広州大道中361-365号
東方花苑大廈首層
21:00～22:30
前売　RMB40、当日　RMB50www.vosswater.com.cn
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こんな症状の時どうしたらいい？ 
海外生活では不安も倍増！
ここでは、海外でもなりうる病気、その予防法、治療法を紹介する。
今回登場した山田クリニックの山田院長は、
熱中症について解説してくれた。

熱中症

私の近くの
お医者さん
私の近くの
お医者さん

深圳山田クリニック
住所：広東省深圳市南山区僑香路4088号嶺南医院2F
電話：(86)755-8330-9258、135-3072-2307
時間：9：00～18：00
ウェブ：jp.jms-hk.com&www.jms-hk.com

山田 院長
日中両国医師免許所持
内科・皮膚科・予防医学科
在外邦人診察経験豊富

熱中症は屋外・屋内に関わらず、暑さがひどく、特に人の体温以上の温度になった時に起
こります。ちょっとした工夫で予防できる一方、重度の症状になると命の危険も伴います。

治療
　軽症なら水分の経口摂取で改善する場合もあります。真水よりもスポーツドリンク
のように塩分と糖分を含んだものを摂取します。水分摂取が十分にできない場合は、
直ちに輸液と暑熱環境の回避、経過観察を必要とします。中等症の場合でも適切に
対応し治療すれば回復は容易ですが、逆に誤診・放置したり、誤った治療を行えば重
症化し死亡することもあるので、に十分注意しなければなりません。
　身体の冷却のためには衣服を取り去り、水またはアルコールを口に含んで体に霧
状に吹きかけ、うちわや扇風機で風を送ることが最も効率的です。特に氷嚢（ひょうの
う）または冷えた缶ジュース等で首筋・腋の下・足の付け根など大きな動脈が触れる
部位を冷却することが大切です。
　水分が十分に飲めない場合、至急に医療機関に相談することが必要です。倒れた
現場での状況、気温、スポーツの強度・練習時間などを話して受診の必要性を判断し
てもらってください。

深圳

スタイリスト　濱島一二
美容師歴36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

　毎度です。こんにちは濱島です。
　夏休みも終わる頃で、皆さん日本から旅行から広州に帰ってこられた頃と
思います。
　今年に入ってから肌の健康について話しをしてきました。特にここ2回にわ
にって洗顔・化粧水の事を話してきましたが、この2つの事をしっかり行なえ
ば、まず肌の健康は保つ事ができます。
　今までに何度もお話ししてきたと思いますが、私達人類の皮膚は内部組織
を守る為に、内から外へ内から外へと物質を移動させています。表皮の一部
と皮脂とがバリアゾーンを形成していて。皮膚から異物が体内に入らないよ
うにできています。この事を皆さん理解できていると思うのですが、いざ美容
となると錯覚をしている人が多いですネ。
　酵素とかビタミンとか何とかエキスとか栄養が皮膚から吸収する事は無い
のです。
　現在の医薬品、医薬部外品、化粧品の一部の成分には、この皮膚からの浸透
がある物もありますが。当然バリアゾーンを壊わしている事も理解できますネ。
　医薬品は医師が取り扱い、何かトラブルがあれば、すぐに手当てができま
すが、他の医薬部外品、化粧品に関しては、毎日使用すると言う事で、このバ
リアゾーンを破壊しつづける事が、私には良いのか悪いのか解かりません。
ただ心配をしているのです。
　「化粧品公害」という言葉をお聞きになられている方は多くいると思いま
す。特に40代以降の方に多いと思われますが、これは異物を皮膚の中に入れ
て疲労させて皮膚の蛋白を変性破壊しバリアゾーンを破壊し、さまざまなト
ラブルを引き起こした事を言っていると思います。
　最初に話しをもどしますが、皮膚の健康を守るお手入れ方法は、油の汚れ
を落とすのに軽い油（軟油）で汚れを包み込み流して、それから石けんで綺麗
に洗い落とす。昔から言われているダブル洗顔ですネ。面倒くさいと言わず
に皮膚の健康を考えてやってみて下さい。その後アルカリ性に傾いた皮膚に
酸性化粧水をしっかり含ませれば良いのです。
　クリームに関しては諸説があり、色々と問題も有りますので、もう一度しっ
かり勉強をしてから答えを出します。
　それでは皆さんごきげんよう。次回もお楽しみにネ～。

知っているようで知らない髪と肌のこと㉖
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深圳深圳

開平望楼②

　華僑が世界各地から持ち帰った多種多様な建築スタイルが周囲の風景
とのコントラストを描く、ミステリアスな建物群ー「開平望楼」。前回紹介し
たとおり、デザイン性、堅牢性、機能面で異彩を放っている。さて、華僑たち
がこうしたユニークな建物を建てたのはなぜなのか？
　望楼の出現は開平の地理環境・治安環境と密接に関連している。起源は
明代（1368～1644年）後期といわれる。開平は海抜が低く河川が網状に流
れている。そのため治水を怠ると、台風が来るたび水害が発生していた。
それに加えて開平は過去、新会・台山・恩平・新興4県の県境に位置し、「四
不管」（誰の管理も行き届かない土地）なため、治安のエアポケット状態だった。そのた
め、開平人民は望楼の建築を始め、水害対策と防犯に利用していた。
　アヘン戦争後、アメリカ西部開発やゴールドラッシュなどを受け、多くの開平人民が
契約労働者として国外へ渡っていった。契約労働者とは名ばかりで、実際には「苦力」
つまり奴隷労働のような環境で、多くの者が異国の地で死んでいった。幸いにも生き
残った人たちは、華僑となる。しかし、1882年に公布された「中国人排斥法」の制限を
受け、米国社会に溶け込むのは不可能であることを悟った華僑は、故郷に夢を託した。
ある者は故郷へ資金を送り、あるものは帰郷することを決める。帰郷に際して重視した
ことは3つー家を建てること、土地を買うこと、妻を娶ること。ただ故郷開平は華僑に
とっては決して安全な場所ではなかった。裕福な帰国者や華僑の親族が多かったた
め、匪賊の恰好の餌食となってしまったのだ。

　そんな中、望楼建設に拍車をかける事件が
おきる。1922年12月に匪賊の集団が開平中学
を襲うも、望楼のサーチライトに照らされ各地
から集まった人民により撃退されたのだ。華僑
はこの話を聞いて、望楼には匪賊を防ぐ効果があると考えるようになり、望楼建設ラッ
シュが到来する。この建築ラッシュは、華僑の送金が不可能になる太平洋戦争前まで続

いた。海外から持ち帰った設計図、写真及び材料を用いた
ため、多様なスタイルが誕生した。建築工事を引き受けた
のは、すべて地元の建築技術者だったため、中国式建築の
特徴も入り混じり、摩訶不思議な建物群が出現した。次回
は具体的ないくつかの望楼にスポットをあってみよう。

ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
建
物
群 

中
国
の
世
界
遺
産
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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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

スタッフ募集
深圳に構えている日本料理店「一幸」です。
店員とシェフ、同時募集しています！パート
タイムも可。
お問い合わせは下記連絡先まで。
住所：羅湖区深南路金城大廈1楼18号店舗。
電話：(86)181-2390-0557
　　  (86)181-8218-2734
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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

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.pocketpagweekly.com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）

広東クラシファイド
メンバー募集

求人

広州生活クラブ・メンバー募集！
広州在住の日本人が生活に慣れ、楽しく
過ごせるようにするクラブ。毎月1～2回、
飲茶や周辺の観光や中国語、広東語交
流会などを開催！広州の文化をいっしょ
に楽しみましょう！年齢性別国籍問わず。
連絡先：canton_life@sina.com (Ms.謝)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

パソコン好きの会
黙々とパソコンやインターネット、プロ
グラミングを独習したり、好きな作業を
する会です。自作PC、電子工作、インター
ネット、プログラミングなどに興味のあ
る方、広めの会議室、有線・無線LAN、無
料VPN接続を用意してお待ちしてます。
Win、Mac、Linux、iOS、Android、何でも
可。初心者歓迎。要パソコン持参。
場所：深圳市南山区桂苗路口新緑島ビ
ル3F大会議室
時間：毎週土曜日15:00~17:00 出入自由
ご連絡は斉藤 電話：(86)186-6434-2775
 メール：saito@szx.jp 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！！
メール：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@sumitomocorp.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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

法政チャイナ広州支部
法政チャイナ広州支部は、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！ 
連絡先　hoseichina_hk@yahoo.co.jp
事務局まで
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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。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

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
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。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

招聘！ 能讀寫日本語的人
週刊PPW現正招募居住在深圳和廣州並
能讀寫日本語的人。我們正在等候有興

趣成為我們的外包兼職編輯的您。
無需往返辦公室，在空餘時間即可上任。
歡迎來郵查詢
zets_ppw@pocketpage.com.hk
原先生
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仕事を探しております
本人は男性で日本語流暢、工場管理、市
場調査などの仕事を探しています。勤務
先不問。出張可能です。
メール：lili1978729@126.com
皆さんからのご連絡をお待ちいたします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その他

広東



深圳

　広州の東圃(ドンプー)にある｢フォーポインツ・バイ・シェラトンホテ
ル｣の中華レストラン「チャイナ・スパイス(China Spice)」では伝統上
海料理を楽しめる。食の都といわれる広州で、シェフが新鮮な地元の

食材と上海の味を組み合わせ、食する者に感動を
与える料理をつくり出す。
　中国の中でも上海は大都会であり、様々な文化
が混じり合っている。料理においても各地域の食文
化を吸収し多様にアレンジされているものが多く、
長い年月をかけて作り出されてきた様々な料理は、
伝統的な特徴を残したものから、モダンにアレンジ
したものまで、すべてが上海料理だといえよう。
　15年以上にわたって上海料理を専門として腕を

振るってきたシェフは、「これまでに5
トン以上の海老を調理してきた」と自
負するほど、海老料理には自信を持っ
ている。今回は、良質な魚介が獲れる
高邮や江蘇エリアから取り寄せたと
いう新鮮な川海老を使用し、繊細に味
付けされた料理を提供する。一方、
りんご酢でマリネしたオリジナルレシ
ピのチキンもおすすめだ。新鮮なりん
ごを使ったお酢の、ほのかに香るフルーティーさが気分を高めてく
れることだろう。
　上海料理でよくある、脂や砂糖をふんだんに使用した濃い味付け
が苦手という方にも同店の｢あわびと豚の角煮｣は、ぜひ試していただ
きたい１品。一般的な角煮に使われる豚の脂肪はしつこく重い場合
が多いが、ここの角煮は、驚くほどに軽い口当たり。ソースがしっかり
染み込んだあわびも味わい深く、ご飯が進む味だ。その他、上海スタ
イルスモークフィッシュや夏野菜のソテーをはじめ、訪れる者を満足
させてくれる料理が盛りだくさんだ。

食の都・広州で
絶品上海料理を食そう！

China Spice

China Spice
住所：広州市天河区東圃匯彩路菁映路1号
電話：(86)20-3211-0705
時間：11：00～13：00、17：00～22：00驚くほど口当たりが軽い「鮑魚仔紅焼肉」

上海スタイルのスモークフィッシュ
「上海熏魚」

細緻な味わいの
河エビの炒め
「水晶河蝦仁」

伝
統
料
理
・
盤
菜「
上
海
全
家
福
」

酔っ払い鶏「花雕醉鶏」

凉拌馬蘭頭
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深圳

店に入ったらそこはなんと日本!!
　深圳福田、週末買い物客で賑わうCOCO　PARKから歩いてすぐの、中心商務大廈に
店を構える「富士山物語」。
　日本で20年以上飲食業に携わっていたオーナーの「中国でも伝統的な日本料理を楽
しんでもらいたい。」という願いから生まれた同店は、料理だけでなく内装にもこだわっ
ている。茶色を基調とした店内は、テーブルとテーブルの間隔を広く取っており、周りを気
にすることなくゆったりと食事を楽しむことができる。また、日本人に人気という座敷席に
上がると、畳の上に椅子とテーブルが。一瞬驚いたものの座ってみるとなんとも落ち着

く。椅子もテーブルもオーナー自ら選ん
だもので、クッションの柔らかさからテー
ブルの高さ、窓からの景色もうまく見える
よう計算されている。「料理を楽しむため
には環境も大切にしなければ」と話す
オーナーのこだわりが伝わってくる。日本
語堪能な和服姿のスタッフも、ここが中
国だということを忘れさせてくれる。

オーナーが勧める鉄板焼き「海陸コース」とは!?　
　そんな同店のオススメは、何と言っても鉄板焼き。和牛、海
鮮が人気だそう。オーナーがぜひ食べてほしいと話す鉄板焼
き「海陸コース」は、ステーキや大海老、その他、お刺身なども
ついてなんと2人前でRMB388！食材は全て海外から取り寄
せているとのことで、食の安全が気になる方も安心して楽
しめる。

女性にも人気! お手頃な値段で味わえるメニューも!
　お得に食事をしたいというあなたには、ランチに訪れる女性や仕事帰りのサラリー
マンに人気のうどんやそば、牛丼もオススメ。こちらはなんとRMB30の価格帯でいた
だけてしまうのだから驚きだ。この環境で、このお値段！なんか常連客が続出してい
る理由が分る気がするのだ。

お酒も選び放題! 宴会や接待をするならぜひココで!
　実は同店の自慢は料理だけではない。お酒の種類も大変豊富なのだ。焼酎はなん
と常時20種類以上を取り揃えており、50名収容可能な広い店内は、宴会や接待にも
持ってこい！おいしいお酒とともに話も弾むことだろう。しっとり飲みたい女性の方に
オススメなのが梅酒。取り揃えている4種類の中でも、はちみつ梅酒は特に人気なの
だとか。

誰にも喜ばれるサービスをぜひ仲間たちと共に…。
　日本を味わいたい、恋しくなった、高級料理で接待したい、手軽にランチを済ませた
い、お酒が好き…どんなシチュエーションでも対応可能な同店。気の合う仲間を誘っ
て訪れてみよう！

富士山物語
住所：深圳市福田区福華一路88号中心商務大廈3/F
電話：(86)755-3335-6356
時間：11:00～14:30、17:00～23:00
アクセス：地下鉄購物公園B出口を出てエスカレーター
                  に乗り、Lili Marleenまでお上がりください。
                  まっすぐ100メートルほど歩いた交差点角。

東亜
銀行

新
聞
路

馬哥孛羅
好日子酒店
馬哥孛羅
好日子酒店

福 華 一 路

福 華 路

地下鉄購物
公園駅B出口
地下鉄購物
公園駅B出口

深 南 大 道

で週末ご予約頂いた皆様に、
有機野菜セットをプレゼント！！！！
（空輸で運んで来る為、必ずご予約下さい。）
（内容は変わる可能性があります。）

有機野菜を使った料理が自慢
COCO　PARK　B出口徒歩2分！
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　日系企業の工場が多数あり、単身赴任の日本人駐在員も多く住む東莞のチャン
ピン（常平）。香港や広州から出張で度々訪れるという方も多いのでは？
　訪問する機会の少ない土地で、また、あまり台所に立たない単身赴任の駐在員
にとって、最も困るのが食事ではないだろうか。そんな時、ぜひオススメしたいの
が「七福日本美食街」だ。居酒屋から、日式の中華食堂、ステーキハウスにイタリ

アンレストランなど、日本人に馴染みの深い料理店が並び、
接待、宴会、お一人様など、どんなシチュエーションにも対応
してくれる。場所は常平駅からタクシーで約10分と、比較的
便利な立地なのも嬉しいところ。
　建物内に入ってすぐのエレベーターで3階まで上がると、
そこはもう日本。70年代の日本を再現して作られたというこ
ちらの美食街には、懐かしい雰囲気たっぷりの空間が広

がっている。一番人気という「居酒屋源太」で
は、「これぞ居酒屋」なメニューが楽しめる。カ
ウンターでお酒を飲みながら、寿司をつまんだ
り、こだわりのお好み焼きを楽しんだりしてい
ると、まるで日本のアフターファイブ。店内に飾
られた法被やうちわがそんな気持ちを盛り上
げるのに一役買ってくれている。

　「中華食堂 幸来苑」では、チャーハンやエビチリ、酢豚といった日本式中華が味
わえる。オススメは何と言ってもラーメン！オーナーと料理長が研究に研究を重
ねて作ったこちらの1品は、シンプルながらも濃厚で、本場の中国ラーメンとはま
た違う懐かしさが味わえる。優しく染みわたるスープは、お酒を飲んだ後の締めの
一杯にもピッタリだ。
　もう1軒行きたくなってしまったあなたには「STEAK HOUSE HARPERS」がおすす
め。毎週末、バンドの生演奏がある同店では、常連の欧米人も多い本格的なバー。
ビリヤードも楽しめるので、気の合う仲間を誘って訪れてみてはいかがだろう。
　そんな「七福日本美食街」に、8月から新しく「イタリアンレストラン Salty Dog」が
仲間入り！日本料理、中華料理、アメリカ料理、イタリアン、バーと1か所でいくつ
もの料理を楽しめてしまうこの美食街。常平で食事に迷ったら、必ず立ち寄って頂
きたい。

七福日本美食街
住所：東莞常平大道連邦国際広場3階
電話：(86)769-8381-7667

昭和の雰囲気漂うグルメ通りで今宵も千鳥あし
七福日本美食街
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