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アニョン！アニョン！
韓国料理特集パート２韓国料理特集パート２

　「マスターシェフ」や「ヘルズキッチン」など自身の人気テレビ番組で知られている英
セレブシェフ、ゴードン・ラムゼイ(Gordon Ramsey)氏。彼が展開する店はミシュランガ
イドでこれまでに七つの星を獲得している。そんな彼がイギリスやヨーロッパの料理を

テーマにしたカジュアルレスト
ラン「Bread Street」をアジアで
初めてセントラル（中環）に

オープンした。ラムゼイ氏の店といえば高級レストランのイメージが強い
が、同店は気取らない雰囲気で一流の味が楽しめるとあって、イギリスの
本店同様、オープン以来大人気となっている。

　本店と同じく、香港店も木を基調にしたウェアハウス(倉庫スタイル)で、床の黒と白の
タイルがレトロな雰囲気を漂わせている。素朴でシンプルなインテリアに温かみのある
マスタードカラーのソファーや、天井に吊るされたカ
ラフルなランプがアクセントとして添えられている。
ビンテージ感があり、シックでスタイリッシュでリラッ
クスして食事が楽しめる空間だ。メニューだけでなく
インテリアの細部に至るまで本店と同じなのは、香港
にいながら同じ食体験を味わって欲しいというラム
ゼイ氏の思いが込められている。
　多忙なラムゼイ氏に代わってキッチンを仕切るのは、2011年に同氏の海外進出プロ
ジェクトに加わったジャイルズ・ブスケ（Gilles Bosquet）氏。ラムゼイ氏の数々のレスト
ランでエグゼクティブシェフとして活躍し、今回香港店の指揮を任された。
　では同店の人気メニューを紹介しよう。まずはイギリス料理の代表で同店定番メ
ニューの｢ラム肉のシェパードパイ｣。ハーブがしっかり効いていてラム特有の臭みはな
い。肉汁とトッピングされたマッシュポテトが程よいハーモニーを生み出している。蜂蜜を
絡めて焼いた｢牛肉のショートリブ｣は赤ワインが進む味。メインは本店オープン以来、不
動の人気メニューという｢ショートリブバーガー｣。お肉と一緒にレタス、トマト、モントリー
チーズにちょっとピリ辛なシラチャマヨネーズを挟んだもの。肉汁たっぷりのショートリブ
にピリ辛なマヨネーズとチーズがハンバーガーの味わいを一層深くしている。シェアして
食べる際は目の前でカットしてもらおう。サーモンによく似ているオーシャントラウト(ニジ
マス)のグリルは甘みのあるチョリソソースと合わせると贅沢な味わいに。
　メニューは昼夜同じなので予約が比較的取りやすいランチがおススメ。有名シェフの
実力を確かめてみよう！

BREAD STREET Kitchen & BarBREAD STREET Kitchen & Bar

BREAD STREET Kitchen & Bar
住所：Mezzanine Level, LKF Hotel, 33 Whyndam St., Central
電話：(852)2230-1800
時間：月～日　12：00～23：00
ウェブ：www.diningconcepts.com/breadstreetkitchenbar
予約：reservation.bsk@diningconcepts.com

　　

味わい深い牛肉のショートリブ

ミシュラン七つ星シェフ、ゴードン・ラムゼイ氏の
イギリス発レストランが香港初上陸
ミシュラン七つ星シェフ、ゴードン・ラムゼイ氏の
イギリス発レストランが香港初上陸

ラム肉のシェパードパイ

倉庫スタイルのお洒落なインテリア

オーシャントラウトのグリル、
チョリソソース添え

「ショートリブバーガー」

人気メニューのショートリブバーガー
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　常に大勢の人で賑わい、お洒落で美味しいレストランも多く立ち並ぶコーズウェイベイ
（銅鑼湾）。そんな中、高級ブティックが軒を連ねるリー・ガーデンズ 2に、斬新なスタイ
ルのフランス料理レストラン｢Seasons by Olivier Elzer｣が新たにオープンした。

　店名でもある四季に
合わせて、店内は4つの
ダイニングスペースが

春夏秋冬をテーマにデザインされている。ダークブラウン色をベースにしたインテリア
で、高級感を漂わせながらも温もりを感じさせる落ち着いた空間。フランス料理と言うと
どうしてもかしこまったイメージを持ってしまうが、同店は気取らない大人カジュアルな
雰囲気が漂い、気の合う仲間と気軽に利用することができる。
　エグゼクティブシェフのオリビエ・エルザー（Olivier Elzer）氏は、フランスでミシュラン
ガイドと並んで強い影響力を持つレストランガイドGault et Millau(ゴ・エ・ミヨー)で、
2007年に若き有望シェフ・ベスト22の1人に選ばれるなど、国内外でその実力が認めら
れている。そんな彼は、数々の有名ミシュランレストランでヘッドシェフとして活躍し腕
に磨きをかけ、ついに今回念願だった自身のレストランを香港にオープン。彼の熱い情
熱と探究心は創り出す料理にも表れている。
　彼の料理のいくつかを紹介しよう。前菜には、大ぶりのアラスカ産タラバ蟹をシンプ
ルに蒸し、アボカドソースとマヨネーズソースの2通りで楽しむ｢Alaska King Crab, 
Avocado and Ginger mayonnaise（アラスカ産タラバ蟹・アボカドとジンジャーマヨネー
ズ和え）｣を。蟹の甘さが存分に味わえる贅沢な1品だ。メインにはインド料理のスパイスで
有名なマサラを使用した｢Grilled Langoustine Risotto（ヨーロッパ赤座エビのリゾット）｣。
赤米をバターで炒めてリゾットに仕立て、ヨーロッパで獲れる赤座エビのグリルをトッ
ピングしたという斬新な組み合わせだが、驚くほど味わい深い。赤ワインと良く合う1皿
だ。デザートには、お皿の上に広がる1口サイズのアートが味わえる｢Calisson a la Clemen-
tine and Blood Orange Sorbet（カリソンクリームとオレンジシャーベット）｣がおすすめ。オ
レンジシャーベットとフランスの地方菓子であるカリ
ソンにクリームを合わせたデザートは、食後にぴったり。
　同店は開店以来の大盛況で予約が難しいと言わ
れているが、訪れてみる価値は大。メニューはオリビ
エ氏のアイディアと共に随時変更されるので訪れる
たびに新しい味が楽しめる。

Seasons by Olivier ElzerSeasons by Olivier Elzer

Seasons by Olivier Elzer
住所：Shop 308, 3/F, Lee Gardens Two, 28 Yun Ping Rd., CWB
電話：(852)2505-6228
時間：ランチ　12:00～14:30　ディナー　18:00～22:30
ウェブ：www.seasonsbyolivier.com

　　

フランス産赤座エビの赤米リゾット

若き天才シェフが斬新なアイデイアで腕を振るう！
カジュアル・フレンチ・レストラン
若き天才シェフが斬新なアイデイアで腕を振るう！
カジュアル・フレンチ・レストラン
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甘酸っぱさが癖になるイチゴソースのマスカルポーネ
エグゼクティブシェフのオリビエ氏
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友を訪ねて三千里友を訪ねて三千里
乗り物大好き主婦の旅行日記乗り物大好き主婦の旅行日記

乗り物大好き主婦のプロフィール
香港生活2年目の新妻。食べること、乗り物に乗ることが大好きで週末はバスに乗っ
て香港を旅する。毎週火曜のCXのfanfareはかかさずチェック！

　香港に駐在妻として来て1年が経過した。この1年で香港の土地の
狭さを十分に実感した。毎週末、どこに行こう。いつも主人と考える。こ
の東京都の半分くらいの大きさの土地に約700万人が住んでいる。ど
こに行っても人が多い。平日仕事で疲れている主人は、週末にあまり
買い物に出かけたがらない。
　そんなこんなで月1回くらいはここ香港から脱出しようということに。
旅行好きな私にとって香港のよいところは、キャセイパシフィック航空の
ネットワークや東南アジアなどに行くには断然近いことだと思う。中国の
名所も香港にいるうちに制覇したい。また同じ立場の駐在妻として世
界にいる友人も訪ねる目的も含めて、今行くしかないと考えた。

　第1弾となる今回は北京への旅を紹介。私が北
京に行くのはこれが初めて。どんなところなんだろ
う。本当に英語が通じないのだろうか。北京語を半
年習っているが、果たして自分の北京語は通じる
のだろうか。いろいろな期待を抱いていざ出発！
　北京の空港は悪天候や軍事訓練などのためよ
く管制官の指示待ちがあるので、飛行機が遅れる
ことはしょっちゅう。わかってはいたが、案の定到着

は3時間遅れ。2泊3日だったが、1日目は空
港からホテルへの移動で終わった。
　次の日は本場北京で北京ダック！！北
京で有名な全衆徳の北京ダックは焼いた
アヒルの皮はカリカリ、中はジューシー、小麦
粉で作られた皮に巻いて食べると最高に
おいしい。有名人や著名人が来店した際
の写真が飾ってあったり、店舗はいろいろ
あるよう。北京に住む友人は、和平門店が

特においしいと言っていた。午後は景山公園の展望台に登り、故宮を
見下ろし360度の素晴らしい北京の眺めを堪能。夜は王府井のロッテ
百貨店の中にある火鍋のお店にてディナー。サービスもよく、パフォー
マンスもあり、タレは自分好みにミックスして作ることができ、北京では若
者に人気があるようだ。
　英語はなかなか通じなかったけれど、偶然近くにいた英語が話せる
中国人が通訳をしてくれたり、他にもいろいろと北京の人の優しさに助
けられた。本当は万里の
長城にも行きたかったけ
ど、時間がなくて断念。
　想像以上に北京はよ
かった！選んだ季節も正
解かな。冬はＰＭ2.5もひど
くかなり寒いので、冬以外
の旅行をオススメしたい。

Vol. 21ワク♥ドキッ！ワク♥ドキッ！Hong Kong
Daily Life
Hong Kong
Daily Life

香港在住日本人主婦が綴る
リレー     エッセイミニ

Vol.1

北
京
編
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深圳・龍華の頼れるホテル―ラマダプラザホテル
深圳豪派特華美達広場酒店 (Ramada Plaza Shenzhen Hotel)

　「ラマダプラザ深圳ホテル」は、深圳龍華エリア内では唯一となるイン
ターナショナルブランドのホテルだ。米国に本社を置くホテル経営企業
ウィンダムワールドのラマダ（RAMADA）ブランドに属する5つ星ビジネ
スホテルとして多くの宿泊客に利用されてきた。ウィンダムワールドは
世界に7,000のホテルを擁しており、ラマダチェーンだけでも900を数え
る。ワールドワイドに展開しているホテル経営のノウハウを活かし、同ホ
テルでも世界に通用するサービスを提供。コンシェルジュサービスか
ら、各種ダイニング、客室、ルームサービス、ビジネスエリアに至るまで、
安心のサービスを期待できる。ゆとりのある施設は、ビジネス、トラベ
ル、リフレッシュなど、あらゆるニーズに応えてくれる。ホテル選びの決め
手の1つは、客室のデザイン、居心地の良い客室かどうかが重要！同ホ
テルには、254室の広々とした心地よいゲスト・ルームがある。各部屋で

Wi-Fiなどのネット環境を完備、薄型液晶テレビ、広くてフィット感のよい
ベッドが用意されている。
　1階にあるレストラン「Ramada Cafe」では、ボリュームある朝食を。イ
タリア料理や和食など、好みの各国料理をビュッフェスタイルで味わえ
る。龍華エリアを訪れたら、ラマダプラザでゆとりのある滞在を楽しもう。

深
圳

広
州

　アコーディオン、パーカッション、ギター・ピアノによるステージが、
11月23日、広州大劇場で予定されている。アコーディオンが主体のコン
サートはそう多くはないが、独特の魅力があることから、ライブ演奏が好
きな人も少なくない。柔らかく奥深い音とともに、奏者の演奏する姿は、
ほかの楽器にはない新鮮さがある。今回は、そのアコーディオンの音色
とパフォーマンスを生で体験できる絶好のチャンス！
　アコーディオン奏者、ディディエ・ラロワ（Didier Laloy）は、ベルギーを
代表するミュージシャン。ヨーロッパを中心に伴奏者、編曲者としても活
躍しており、欧州アコーディオン団体「The Samurai」のメンバーでもあ
る。13歳の時に初めてダイアトニック・アコーディオンに触れて以来、奏
者そして、またアコーディオン楽曲の作曲者として、その才能を発揮して
きた。ステージ上での明快でユーモア溢れる演奏スタイルが特徴で、流
行曲から牧歌的なシャンソン、そして童謡に至るまで、様々なジャンルの

音楽を巧みに操り、表現する。繊細な表現力と尽きることのない情熱で、
ベルギー音楽界の中でもひときわ明るく輝く存在だ。異なるジャンルの
ミュージシャンとの交流経験も豊富で、その経験によって培われた豊か
な感性が、彼の作品全体を通して感じ取れる。中国ツアー最終ステージ
となる広州での公演に注目しよう！

迪迪埃爾手風琴三重奏中国巡演
住所：広州市天河区珠江新城華夏路広州大劇場実験劇場
日時：2014年11月23日 20:00
料金：RMB180、RMB280
ウェブ：www.gzdjy.org/perform/show.aspx?id=3105264166

情緒豊かなアコーディオンの音色を楽しもう！
ディディエ・ラロワ中国ツアー

深圳豪派特華美達広場酒店
住所：深圳市宝安区龍華民治街道（梅龍路と民旺路の交差点）
電話：(86)755-8171-8888
ファクス：(86)755-8171-1888
ウェブ：www.ramadasz.com
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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

「乳がんとピンクリボンについて」の調査結果
～正しい知識と情報で、乳がんから身を守ろう！～②

（株）エムティーアイが運営する、女性のカラダとココロの健康情報サイト
『ルナルナ』では、毎月サイト内で「みんなの声」と題してアンケート調査
を行っています。

■ 日本人女性の14人に1人は乳がんに！未検診の人は約7割にも…
Q 3. これまで乳がん検診を受けたことはありますか？
　では次に、乳がんの検診を受けことがあるか聞いてみました。
　「はい」と回答した31.8％に対し、「いいえ」と回答した人は68.2％と、約
7割もの人が、検診を受けたことがないことがわかりました。
　乳がん検診率は、欧米諸国の約7割と比べ、日本は3割程度とまだまだ
少ないですが、日本人女性の14人に1人は生涯に乳がんを患うと言われ
ており、乳がんで亡くなる女性は増加傾向にあります。
　このように女性にとっては身近な病気である乳がんですが、早期に発
見し治療すれば90％以上が治る可能性があると言われています。そのた
めにも、定期的なセルフチェックや検診を受けることがとても大切です。

■ 乳がん検診のきっかけは、“会社の健康診断”！
Q 4. 乳がん検診を受けたきっかけを教えてください
　続いて、乳がん検診を受けたきっかけを聞いてみました。
　「会社の健康診断」という回答が最も多く31.0％、次に「自治体からの
案内」が16.7％、「年齢的に気になった」が15.8％でした。
　半数近くの人が、自ら進んで検診を受けたというより、会社や自治体の
案内などがきっかけで検診を受けている
ことがわかりました。
　2004年には、「40歳以上の女性に2年に
1度の乳がん検診を実施する」という国の
指針が出されました。40歳以上であれば、
住んでいる地域の自治体からの補助で検
診を受けることができます。こうした制度
をうまく活用して、積極的に検診を受ける
よう心がけたいものです。

香港&広東深圳



広東

Part27   崗厦　後編DEEP深圳

　前回紹介した「好百年家居彩田店」から道路を挟んで反対
側のビル｢彩福世紀商城｣を訪れた。ここは好百年家居のような
富裕層向けの商業施設ではなく、地元住民が普段の生活で使う
ような、リーズナブルで親しみやすい施設だ。1階では女性用の
下着や男性の一般服、携帯などが販売されているほか、スー
パーマーケットもある。この中でも特徴的な店をご紹介しよう。
1店目は皮膚疾患薬専門店で、水虫を始め、手湿疹や頭皮湿疹、
白癬病や化膿、ニキビなど様々な皮膚疾患の診療が可能。実際
に症状を診て、適した薬剤を選んでくれる。薬は大体RMB20～40のものが一般的。ステロイ
ドの長期使用が嫌な方や、皮膚疾患が長引き完治しない方は一度診察に訪れてみてはどう
だろう。また、ここにはヘッドスパの店もある。ハンドマッサージを始め、特殊ブラシの付い
た器具を使った施術もあり、頭皮の皮脂をとるコース、髪全体に潤いを与えるコースなど、
色々選ぶことが可能だ。しかも通常80分RMB298のところ、今ならなんとRMB69と大変お得
なキャンペーン中。ぜひ試していただきたい。
　2階には、ローカルのコーヒーショップやスパゲティー屋、麺屋、定食屋などが並ぶ飲食街
があり、値段もローカル価格。例えばご飯、スープ、チンジャオロース、白菜煮がセットになっ
た定食がRMB15と破格。ただ筆者はこの日、お気に入りの｢真功夫｣に行ってしまった。落書
き風のブルース・リーの絵が目印で、現在、深圳で人気急上昇のチェーン店だ。今回注文し
たのは、「チゲ風すき焼きセット」。白菜煮とチゲ風すき焼きにライスと豆乳スープがついて
RMB26.5と、ローカル店に比べると少し割高にも感じるが、何よりもここは美味しい。チゲ風
すき焼きはぴりっと唐辛子が効いていてライスとの相性バツグンだ。豆乳スープは甘過ぎず
薄過ぎず、ちょうどよい味付け具合がお気に入り。中国初心者や胃腸が弱い方、食の安全を
気にする方はぜひどうぞ。
　

前回（PPW455号）に引き続き、今回は崗厦駅のスポットの１つである
「彩福世紀商城」を紹介させていただこう。楽しい買い物の後は、B級グルメで一息だ。

彩福世紀商城
住所：深圳市福田区崗厦彩福大厦彩福世紀商城

スポット
情報ローカルの中華料理屋。

ほとんどがRMB20以下と激安

皮膚疾患薬の展示。中国と
いえばやっぱり漢方がメイン

真功夫のチゲ風すきやきセット　RMB26.5
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Q. どうして当校を選ばれたのですか？
　学校のホームページを見て、良さそうだと思ったからです。

Q. 実際当校で学習してみてどうですか？
　今年６月から中国語を勉強していますが、
　僅か数ヶ月で自分でも上達しているのを感じます。

Q. ずばり これからの目標は？
　通訳なしで仕事が出来るようになりたいですね。

んでます！んでます！学学私は、
ココで
私は、
ココで

目指せ
中国語の達人！

中国語を勉強中の生徒さんにインタビュー

飯田佳智 さん
仕事で駐在しています。車の電子部品を作
っています。

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは現在HT中国語教室に通っている飯田さんです！

中国で暮らし始めると中国語を学びたいと思うことが多いですよね。
そこで、本コーナーでは、中国で中国語を習得しようと頑張っている方にインタビューし、
学校の紹介をしていただきます。
今回紙面を飾って下さるのは現在HT中国語教室に通っている飯田さんです！

HT中国語教室
羅湖校：羅湖区南湖路国貿商厦7G室（国貿駅B出口）
福田校：福田区金田路現代国際大厦2302室（会展中心E出口） 
南山1校：南山区南光路繽紛假日E棟17C室（ホリデーイン付近）
南山2校：南山区漾日湾畔2棟24F室（後海駅D2出口）
蛇口校：南山区蛇口太子路海景広場23A室（海上世界駅D出 口）
 
電話：(86)755-3663-0235 / 135-3005-6859
時間:  09:00~22:00
メール：Email: info@ht-1.cn 　　ウェブ: www.ht-1.cn

深圳 深圳

深圳

深圳 深圳



深圳 深圳

　「料鮮（新鮮な食材を提供）」、「味正（美味しい味を提供）」、「客為本（お
客さまの為に良いサービスを提供）」の3つをスローガンに掲げている日
本料理レストラン「正本」は、林和東路と珠江新城で2店舗を展開している。
特に珠江新城店は高層ビルが多く立ち並び地域の発展が著しい珠江新
城駅に位置するため、多くの日本人ビジネスマンが利用しているようだ。
　同店のメニューやスタッフの応対などにその姿勢を覗うことができる。
店内はとても広く、「和」が強調された内装になっている。入り口には自慢
の種類豊富な日本酒がズラッと棚に並ばれており利用客をお出迎えして
くれる。また、畳部屋の個室席も用意され、最大45名まで収容可能。宴会
や忘年会を開くにはもってこいだ。
　食材のほとんどは日本から週に2度空輸されおり旬の味を同店で味わ
うことができる。新鮮な食材を存分に活かし提供してくれるのがうれし
い。また、不定期に一本のマグロを空輸してくることもあり、人気メニュー
の1つとなっている。ただし、こちらのマグロはあまりの人気でわずか2日
で全て売り切れてしまうのだとか。もしマグロを食べたいとお考えなら、
こまめに同店に顔を出すか、スタッフに聞いてみよう。
　同店は、昼は定食メニューのみ提供しており、昼食はここで済ますの

もいいかもしれない。そして夜はアラカルトメ
ニューも注文でき、中でも料理長オススメの日替
わりメニューが好評。季節によって使う食材が変わ
るのがおもしろい。その日替わりメニューの1つ、
「サヨリのしそ天ぷら」は、しそを混ぜてカラっと揚
げたころもと淡白な白身との相性が抜群。他にも

「メバルの煮付け」や「カツオのたたき」など、メ
ニューの種類は豊富だが、人気の食材は売り切れ
の場合もあるので要注意！その日の日替わりメ

ニューは店内のホワイ
トボードを見るか、日
本語堪能なスタッフに
尋ねれば丁寧に対応し
てくれるので安心だ。
　同店は接待や宴会、
ランチなど幅広く使え
るのが魅力的。また酒
類も豊富なので、肴に
合った飲み方を探して
みるのも楽しい。旬の食材と質の良いサービスを提供する同店。知って
おいて損はない一店だ。

料鮮・味正・客為本
質の高い味とサービスをお届け！

正本　日本料理
本店
住所：広州市天河区林和東路123号
電話：(86)20-3828-9379
時間：11:30～14:00、17:00～23:00

珠海新城店
住所：広州市珠海新城華成路12号（嘉裕君玥公館北門）
電話：(86)20-3806-7098
時間：11:30～14:00、17:00～23:00

【
正
本
】日
本
料
理
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広州

深圳 広州

深圳

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビューティスタッフ募集
◆ネイリスト
◆アイリスト
経験者、資格保持者の方。
お気軽にお問い合わせください。
【お問い合わせ・エントリー】
担当：中島
メール：r.nakaji819@gmail.com
Prim hair salon
深圳市 海上世界駅近く
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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

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

関西外大同窓生集まれ
上海を中心に40名の登録数を超えまし
た。10月に上海で同窓会上海支部総会
を開催します。中国全土に駐在している
大学、短大、大学院の卒業生へも情報を
配信してゆきます。詳しくはメールにて
お問い合わせください。
関西外大同窓会上海支部
窓口：藤井    fujiik@sh163.net
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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。

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ビジネスに興味がある友達募集
ビジネスに興味がある友達募集です! 
小売販売、化粧品、日本料理店経営など
幅広い情報交換していただけば幸いだ
と思います。
qiangzerong@163.comまでお気軽に連絡
してください。宜しくお願いいたします。

その他

不動産
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