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无锡 Event Calendar

2014 年 2 月
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(A)大型情景
剧《梦醒归
来》票价：
30-100 元

(C)無錫117会

(A) 19:30 　
琴键上的华尔
兹 梁-何双钢
琴音乐会  票
价：30-100 

元

(A)大型情景
剧《梦醒归
来》票价：
30-100 元

（A）无锡大剧院

地址 ：无锡市滨湖区金石路无锡大剧院

售票电话 ：4001009966 0510-68790818

招商热线 ：0510-85079832

（C）無錫 117 会主催

連絡先：sumi@scope-china.net（スミ）

P17 をご参考下さい。

　广告代理店：无锡素康步人力资源有限公司　电话：0510-8261-6620

　本杂志中的信息未经同意，不得擅自转载、使用。本杂志中的信息内容有可能会有改动。有关杂志中的特典纠纷，本杂志概不负责。

　本紙記事の無断転載を固く禁じます。本紙に掲載されている記事等の内容は変更されることがあります。特典等のトラブルには一切の責任

　を負いません。

　本杂志中的优惠活动截止日为 2014年２月２８日。

　本紙記述の特典記事は全て 2014年２月２８日までが有効期限です。
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●おうどん　乌冬面
　うどんのルーツには諸説あるが、遣唐使として中国に渡たった空海（弘法大使）が持ち込んだ団子が始まりであると言われている。空海の故郷

は讃岐うどんで有名な讃岐地方である。また空海は長安を目指す途中、杭州から京杭大運河を遡っているので、途中無錫にも立ち寄っているに違

いない。ところで、日本料理店でうどんを食べる際に注意すべきことがある。それはうどんの汁を何を勘違いをしたか、天つゆにしているお店を

多々見かける。見た目は関東のうどん汁と似ているが、天つゆとうどん出汁は全くの別物。今日ご紹介するお店はちゃんとしたうどん汁でいただ

けるお店でのでご安心を。

　有关乌冬面的起源有各种各样的说法。据说最早的起源是在唐代以遣唐使来中国的空海（弘法大使）带过来的米粉团开始的。另外，空海在赶往当

时的长安途中，从杭州走京杭大运河也一定在无锡做了短暂停留。这里我们要告诉大家的是在日本料理店点乌冬面的时候要注意的地方。那就是乌冬

面的汤汁，也不知道到底是什么原因有的料理店将乌冬面的汤汁和天妇罗的蘸汁一起使用了，虽然看上去的话和日本关东地区的乌冬面汤汁比较像，

但是却是完全不同的东西。这次我向大家介绍的几家料理店无论是汤汁还是乌冬面都是非常值得推荐的，请大家有空品尝哦！

【ざるうどん】

　ざるうどんは、冷水で締めたうどん麺を冷たいまま、汁につけ

て食べる。好みにもよるが、薬味は葱と生姜が王道でわさびでは

ない。汁もざるそばの汁よりは若干甘めである。うどんのコシを

味わいながら食べよう。写真は「寅 san」のざるうどん。手打ち

なので、コシがあり、新鮮なので小麦の風味も香る。無錫では貴

重な手打ちうどんを食べる事が出来るお店である。人気があるの

で、食べたいときは入店と同時に注文しておくのがコツ。

【笼屉乌冬面】

　笼屉乌冬面是在煮熟后经过冰水激一下后直接通过蘸汁蘸着吃的

乌冬面。所配的蘸汁可以根据个人的喜好放入小葱和姜泥而不是芥

末。所配的蘸汁要比笼屉荞麦面微甜。口感比较有嚼劲。左侧的照

片为料理店【寅 san】的笼屉乌冬面。这家店的乌冬面是纯手工制

作数量有限，所以建议在入店时就提前下单哦。

【釜揚げうどん】

　釜揚げうどんとは、ゆであがったうどんを水で締めずにそのまま

桶に入れ、汁は分けて出され、その汁の入ったお椀にうどん麺をつ

けて食べる。水で締めていないため、コシが弱くなるが、うどん本

来の小麦の風味を味わうことが出来るので、うどん通はこれを食べ

ると言われている。写真は「香川」の釜揚げうどん。無錫では珍し

い。無錫で初めてうどん専門店をオープンさせたのが移転前の「香

川」である。

【釜扬乌冬面】

　釜扬乌冬面是一种在煮熟后未经过冷水处理，捞出后直接放入小桶

中同蘸汁分别盛放。然后客人可以通过直接将乌冬面在蘸汁中泡一下

后品尝。因为没有经过冷水处理，所以口感没有很强的嚼劲。但正是

因为这样您才可以品味到乌冬面独特的小麦风味。左侧照片为料理店

【香川】的釜扬乌冬面

【カレーうどん】

　カレーうどんは、明治時代から食されており、１００年以上の歴

史があり、和食にカレー文化を融合させた代表的な料理である。お

店で出されるカレーうどんは、うどん出汁にカレー粉（又はカレー

ルー）を混ぜ合わせたものが多いが、（日本の）地方によっては、

うどん麺にそのままカレーをかけて食べるところもある。写真は「寅

san」のカレーうどん。鶏肉が入っているので、チキンカレー風味。

中国の日本料理店のカレーうどんは、何故かチキンベースが多い。

【咖喱乌冬面】

咖喱乌冬面起源于日本明治时期，据说已经有 100 多年的历史，它

是日式咖喱料理中的代表之作。每个料理的咖喱乌冬面的做法也有所

不同，有通过咖喱粉制作的，也有通过成品咖喱块制作的。在日本的

话根据地区不同，有的地方是直接将咖喱倒入乌冬面上的。右侧的照

片为【寅 san】的咖喱乌冬面。因为里面加入了鸡肉所以是鸡肉风味

的咖喱乌冬面。在中国的日本料理店不知道为什么都会配鸡肉，因为

在日本的话一般都是牛肉。

【天ぷらうどん】

　きつねうどんに肉うどん、カレーに天かす、昆布、卵と

じ等々、うどんのトッピングには様々あれど、やはりきつ

ねうどんと並び天ぷらうどんが王道だろう。ちなみに歴史

的には天ぷらうどんの方がありそうだ。写真は「眞」の天

ぷらうどん定食。お昼に提供されている。魚料理で有名な

当店だが、関西風味で仕上げているおうどんもとても美味

しい。

【天妇罗乌冬面】

油豆腐乌冬、牛肉乌冬、咖喱天渣乌冬、昆布乌冬、蛋花乌

冬等等，乌冬面的种类有很多种，但是最具有代表性的还属

油豆腐乌冬和天妇罗乌冬。关于天妇罗乌冬，历史上曾经有

过记载。左侧的照片为料理店【真】的天妇罗乌冬定食。关

西风味做成的乌冬面非常好吃，只有中午供应哦。

　日本では元旦のお正月には、おせち料理とお餅を食べるが、中国では春節の時、何を食べるのだろうか？東北地方では

餃子、華東地区では糕圓と呼ばれるお餅とお団子を食べることが多いようだ。無錫ではお正月初日の朝に糕圓を食べる習

慣があるので、もしかしたらそれは日本のお正月にお雑煮を食べる習慣のルーツかもしれない。麺を食べる地域は無いの

かな？きっと探せばあるような。ということで、第１回の麺特集は、うどん、そば、焼きそばを取り上げます！

　在日本的新年（元旦）大家会聚在一起吃日本新年料理和年糕，还有在大年夜吃荞麦面的习俗。那中国在春节的时候有什

么习俗呢？中国的话因为比较的大，所以每个地区都有它不同的特色，最典型的话就是东北地区吃饺子和华东地区吃年糕圆

子了。无锡的话一般会在大年初一早上吃年糕圆子。难道中国就没有一个地方是在过年的时候有吃面条的习俗吗？我想应该

会有吧。所以我们这次第一期的麺特集就选择了乌冬面、荞麦面和炒面作为题材。

麺特集　第一弾

乌冬面·荞麦面·日式炒面

うどん・そば・焼きそば
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●お蕎麦　荞麦面

【ざるそば】

　上記の写真は左が「美舟」、右が「寅 san」のざるそば。両店とも手打ちである。「寅 san」の方が関西風のつゆで少し甘めか。コシもありしこしことしてお蕎

麦感満載。「美舟」のざるそばは風味があり、生麺だからこそそば湯も出してくれる。店内には蕎麦用語の解説が貼られており、蕎麦の勉強にもなる。

【笼屉荞麦面】

　上面左侧的照片是【美舟】，右侧是【寅 san】料理店的笼屉荞麦面。两家店都是手打荞麦面。【寅 san】的面汁是日本关西微甜风味，略有弹性的面条让您充分感

受荞麦面风味。【美舟】的笼屉荞麦面有着它独特的味道，因为都是每天手打的生面，所以还提供煮面汤。另外店内还贴有荞麦面的用语，可以让您更理解和体会日

本荞麦面的文化。

【天ぷら蕎麦、きつね蕎麦】

　上記左の写真は「美舟」のエビおろし蕎麦。エビの天ぷらは最初サクサクで、その後、汁につけてフワフワにして食べる。至高の一時を与えてくれる。右は「寅

san」のきつね蕎麦。暖かくしても手打ち蕎麦の風味が漂う。「寅 san」は焼き鳥がメインなのだが実はうどんもそばも美味しいので是非ご賞味を。また両店と

も麺が無くなり次第終了なので、最初のオーダー時に注文しておこう。

【天妇罗荞麦面、油豆腐荞麦面】

　上面左侧是【美舟】的大虾萝卜泥荞麦面。将脆脆的大虾天妇罗泡在汤汁里与面条一起食用。既有天妇罗的香味，又不显得油腻，绝对是绝品。右侧是【寅 san】

油豆腐荞麦面，就算是热汤面，也能感受到手打荞麦面的食感。虽然【寅 san】是一家以烤串为主的料理店，但是它们的乌冬面和荞麦面都有相当高的水准。另外两

家店的面都是每天限量供应的，所以如果要品尝的话，请提前点单哦。

●焼きそば·日式炒面
　蕎麦もうどんも奥が深いが、焼きそばだって奥が深いということを日本から離れて思い知らされた方も多いのではないだろうか。そうまず麺が

ないのだ。日本のスーパーであればどこでも買えたあの焼きそば麺が。無錫でも売ってはいるがやっぱり違うんだよね。それで今回お好み焼き屋

さんの３店舗を味見してみた。

　无锡料理店的荞麦面和乌冬面经常会发生让日本人无法理解的事情。没想到在日本一般超市就能买到的烧面面条，在无锡却没有卖。这次我们针对

新天地假日广场的 3家料理店进行了实地调查。

【北斗の焼きそば】

　麺はオーダーでオリジナル麺を発注している。若干太麺の焼きそば麺。ソー

スは日本から取り寄せ、ブレンドして出している。更にオーナーが日本で見

つけてきた「焼きそばに合う」という七味唐辛子を振りかけて食べると尚一

層美味しくなる。また焼きそばの辛さも選べるので、好みに応じて注文して

みよう。

【北斗的日式炒面】

　面条是订购的特制面。略微带粗的烧面。酱汁是从日本直接引进特制而成。

另外经营者还在日本找到了和烧面相配的七味辣椒粉，只要稍微撒上一点就会

更加的美味。还有这里的烧面可以根据客人的喜好选择辣度。

【末広の焼きそば】

　太麺、細麺を選ぶ事ができる焼きそば。写真は太麺である。麺の味はしっ

かりしており、少し甘味のソースとの相性が良い。ドバッと振りかけられる

花がつおがフワッと踊りソースの匂いを運んでくれ、食欲をそそる。鉄板に

乗せられて運んでくるので、最後まであたたかく食べられる。

【末广的日式炒面】

　可以有细面和粗面两种选择的日式炒面。右侧的照面为粗面。面的味道非常

厚实，微甜的烧面酱汁，和撒上的干制鲣鱼花片，勾起你阵阵食欲。因为是盛

在铁板上拿来的，所以吃到最后还是热气腾腾。

【千尋の焼きそば】

　オーソドックスな細麺焼きそば。家で食べる焼きそばはこんな感じだから、

ホッとする味だ。野菜もたくさん入って、お母さんが子供の身体に気を使う

ような優しい焼きそばを提供してくれる。写真はお皿に持っているが、鉄板

付きテーブルなので、保温にはご安心を。オム焼きそばなどの創作料理もあ

る。

【千寻的日式炒面】

　正统的细面日式炒面。这里的烧面的口味有一种家的感觉让人安心。大量蔬

菜的搭配，大人小孩都非常合适的一品。照片中的烧面是盛在盘子里的，但是

每张桌子都配有铁板，所以不要担心保温问题。另外还有蛋包烧面等创作料理

哦。

ご協力いただいたお店：香川（8521-0837）、寅 san（8522-0792）、眞（8521-8337）、美舟（8521-2141）、

北斗（8119-0951）、千尋（181-1889-5210）、末広（138-1254-0269）　　ありがとうございました！

　冷たいおそばを冬でも食べる日本人を中国人は不思議に思うかも知れない。それだけ日本人は蕎麦好きなのだ。上海、蘇州には以前から蕎麦専

門店があるのに、無錫ではなかなか出来なかったが、昨年やっと蕎麦専門店が出来た事は、日本人にとって本当に喜ばしいことだ。手打ちの蕎麦

は、日本料理店福娘が湖濱路にあった頃に日本産のそば粉を使って始めたのが無錫では最初と記憶している。蕎麦もうどん同様、おつゆに天つゆ

を使っている店があるので、気をつけよう。

　中国人经常无法理解为什么日本人在大冬天也要吃冷的荞麦面。从这一点可以看出日本人是有多么的喜欢吃荞麦面。早在以前上海和苏州就有专门

的荞麦面店。无锡的话，直到去年才新开了一家真正的荞麦面专门店，对于常住在无锡的日本人来说是一件非常开心的事。无锡第一次有手打荞麦面

的店，好像还是用日本荞麦粉做面的料理店福娘在湖滨路的时候。荞麦面和乌冬面一样，经常有料理店将面的汤水和天妇罗的天汁搞错。
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语言学校特集·日语篇

日本語を学ぼう！
日语学习

　有很多人都曾经看过日本的漫画、动画片、电视剧以及玩过日本的游戏。如果你对日语稍微有所了解的话，那就会比其他

人更多的体会到其中的乐趣。另外日语中使用了很多我们中文的汉字，所以对于中国人来说，学习起来就更加的得心应手。

这次我们就为大家介绍几家无锡值得信赖的日语培训学校。

【日本語コース】

·企业日语培训

·日语能力考系列

·商务口语系列

·VIP 特色班系列

●日语专业培训机构

　朝日创立的最初构想，起源于 1989年一场汹涌的留学潮。当时上海共 10多万留学生赴日，大部分人却缺少基本的日语沟通能力。时任朝日新闻

评论部主任的大森和夫先生，向当时也是留学生一员的魏海波先生提出疑问：“为什么留学生不在中国学好日语？”了解到当时上海缺乏学好日语的

教学环境后，大森先生建议说：“我想为中日文化交流做一点工作，如果你想回国办日语学校的话，我愿意出钱支持你。” 带着大森先生的梦想，以及

国家领导人李岚清的感召下，魏海波先生回国创业，于 1996年 10月，在上海正式成立朝日教育集团。2011年 4月，朝日教育集团与日本最大的

教育集团—滋庆教育集团进行战略合作，正式成为滋庆教育集团的成员之一。目的就是贯通中日教育，为中国学子提供全方位的教育服务。致力于成

为上海乃至全国范围内最专业的日语培训机构。

在朝日人多年辛勤、务实、诚实的努力下，已经壮大为拥有无锡、苏州、南京、常州、南通、昆山、杭州、厦门、武汉、江阴、扬州等外地分校，以

及遍布于上海市内多家分校，规模覆盖全上海，遍及长三角。

朝日拥有数百名优秀的中外教师队伍和专业的教育管理团队。建校以来，朝日致力于中高级日语培训、对外汉语、日本留学、企业日语培训及高端商

务课程。培养中外学员超过 10余万人次。他们大多就职于上海、浙江、江苏等各地的日资企业，同时数以千计的朝日毕业学员如愿留学到日本东京、

大阪、名古屋、福冈等，遍布日本的近 100多所大学和专科学校。朝日为多家日本著名的跨国公司的职员进行日语及商务礼仪的培训。

通过教育，改变人生。愿您从朝日扬帆启航，弛向理想前程的彼岸。

●无锡朝日日语培训

● ACB 朝日日语 DATA

●新支点培训中心

【日语课程】

·业余提高制班

·留学班

·3 人以下特色班

·1-1 班

·各类小语培训

●小语种王国培训机构

　无锡新支点培训有限公司创建于 2007 年。经过多年发展，现已发展为无锡历史最久、资源最多的无锡本土最专业小语种培训机构，是江南大学

的指定的城中办学点。为更好的服务于广大学员，应学生要求现特开设分支培训项目技能考证课程，同时也与诸多外企、政府单位取得战略联盟的合作，

企业内训、翻译服务、就业指导、留学咨询等均在服务范围内。 自建立以来，新支点一直秉承“新颖、诚信、专业、服务 ” 的办学宗旨，励精图治，

稳步成长。以一支由海归精英、优秀外籍教师、资深企业培训专家和原外企经理人所组成的稳定、优秀的教师队伍，并跟据各种小语种出国留学考试

类型推出“语法 +口语 +情景模拟 +应试技巧”的渐进渗透式语言教学方法，在新支点培训中心为您倾情打造的小语种王国中，锡城的小语种语言

学习者都能够在短期内快速掌握小语种的语言技巧，领略各国文化的魅力，并为出国留学打好扎实的语言基础，省去了出国读小语种花费的高昂费用。

现已为数万名学员提供了具实效性的培训服务，成为锡城集精华、专业于一体的一站式服务培训品牌。

地址
市区校地址：复兴路115555号（老机械局大院内）

地址
新区校地址：新区人力资源中心33楼332266室

电话 00551100--8822779977444400（市区校）  8855225588999955（新区校）

网址 hhttttpp::////wwwwww..wwxx..cchhiinnaa--aassaahhii..ccoomm

邮箱 wwxx--aassaahhii@@116633..ccoomm

课程： 企业日语培训、日语能力考系列、商务口语系列、VIP特色班

讲师： 国内教师及外教

通学： 市区和新区各有分校

费用： 12节1500元～
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●新支点培训中心 DATA

●茉莉语言学校

【日语课程】

·日语口语

·标准日语 JLPT 考试

·各类小语培训

●温馨、贴心培训机构

　茉莉语言学院于 2009 年 6月开始筹备，2009 年 8月 18 日经工商行政注册正式挂牌成立。学院专门从事各类语学教学服务和文化交流活动。

学院积极与在锡外资企业建立良好合作关系，目前学院已与多家外资企业合作。

  学院设置了多样化的课程，满足学员不同的语言需求。我们的课程包括各个年龄阶段的人士：幼儿、小学生、中学生、大学生和成人。

  学院教师均为专业的语言教师，一些教师已经具有5年以上的教学经验，并且学院在教师成长方面不断探索新路，已逐步建立了一套新教师成长体系。 

茉莉语言学院与江南大学、苏州大学、上海同济大学建立了良好的校际合作关系，可以为学员提供包括信息咨询、培训、报名、送考、取证等一系列

服务， 另学院可为居住地离学院较远的学员提供安全温馨的接送服务。通过教育，改变人生。愿您从朝日扬帆启航，驰向理想前程的彼岸。

●日语学校的选择方式

●日本語学校 LISTING

●英語を学ぶごとも出来ます。

　ジャスミン語学学校と新支点培训中心では、英語の教室もあるので、これ

に日本人が受講することも出来ます。ジャスミン語学学校では欧米人の教師

がネイティブ会話を教えてくれます。マンツーマンコースもあり、また子供

向けのコースもあります。

●英语及其他小语种、资质培训

茉莉语言学校以及新支点培训中心，除了有日语培训以外还有英语的相关培训。

茉莉语言学校的话在英语培训方面同样配备有着丰富教学经验的外教，还根据

学员的年龄层次不同，开设了幼儿、小学生、中学生等特色班。

新支点培训中心除了各类语言培训以外，还有会计、人力资源证、教师资格证

等证书培训。

目前，由于日企就业、日本留学等需求日益高涨，随之而来的是日语培训市场的繁荣，日语培训班、中国最大的日语培训基地等等充斥着

网络及各类媒体。那么到底该如何从纷乱的广告宣传中冷静地选择最适合的、最好的日语培训学校呢？

以下几点简单的建议希望能给众多同样爱好日语的读者一些参考：

1、教学内容的专业、科学、合理性：

   日本语从易到难分五个级别：N5、N4、N3、N2、N1。而学校如何科学合理的安排学生的授业课程，是学生打好基础以及学好日语的关键。

2、讲师的配置：

    各阶段课程中讲师的配置，这里包括中国及日籍讲师的科学搭配教学。大家不要认为日籍讲师授课，学生就会学好日语。特别是在起

步时期个人还是认为由国内的教师进行教学比较好，在学生达到一定水平之后，再配以日籍讲师的课程才是最合理的。

3、讲师的“质量”：

    中国籍讲师方面，首先当然是具备母语国家留学经历的讲师为佳。只有深刻体会过当地文化，

才能更地道的表达，从日本留学归来的讲师才能带来最“日本”的说话方式。其次，学习语言

类专业的讲师才是最佳选择。根据自身学习经历，他们能够更容易体察学生学习的难点，并有

针对性的给予最有效的指导。

4、还需要实地考察学校。如果有免费试听课，最好试听一下，当然这只是指具有一定基础的课程。

如果你是零基础，试听只不过是看教学的氛围。

5、并且课程的学费有高低，不是说学费低的就好，也不能说学费高的就好。这需要你自己根据

自己的学习目的及要求来判断。

地址
市区校地址：人民中路112233号摩天336600大厦33770055

地址
新区校地址：新区金源国际BB栋661133

电话 00551100--8822770055444488（市区校）  8811115511004488（新区校）

网址 hhttttpp::////wwwwww..xxiinnzzhhiiddiiaann..nneett

邮箱 xxiinnzzhhiiddiiaann33770055@@112266..ccoomm  

地址 市区校地址：新区长江国际22期雅园3377--110011

电话 00551100--8855221188005511

网址 hhttttpp::////wwwwww..wwuuxxiimmaannddaarriinniinnssttiittuuttee..ccoomm

邮箱 oorriieennttjjaassmmiinnee@@aalliiyyuunn..ccoomm  

您想让更多的人了解你们公司和知道你们的商品吗？
您想让更多的人知道你们店和了解你们的特色吗？
让【无锡新区 GO ！】来帮助您吧！！
咨询热线 ：189-5157-6755（张）

【広告のお問い合わせ】
info@wuxi-go.com　0510-8261-6610　無錫スコープ

学　校　名 地　　　址 电　话
无锡昂立新日语 无锡市中山路531号红豆国际广场21楼 8273-8811
无锡欧⻛风外语培训 无锡市崇安区大成巷8号(步行街内)明珠广场19-20楼 8270-3991
新支点培训学校（市区） 无锡人民中路123号摩天360大厦3705 6681-8531
新支点培训学校（新区） 无锡新区湘江路2-2新区金源国际B栋613 8115-1048
无锡市新世界语言进修中心 无锡中山路188号汇金广场4楼 8585-8265
无锡博奥培训 无锡新区坊前新东坊商业街19号 8823-4199
无锡朝日日语培训（市区） 无锡市复兴路155号(凯丽大酒店旁机械局大院内) 8249-1612
无锡朝日日语培训（新区） 无锡新区人力资源中心3楼326室 8525-8995
学谷教育 无锡新区⻓长江北路6号百仕达大厦9楼921室 8119-1008
无锡蓝天培训学校 无锡市清扬路27号永丰大厦15楼 8285-2666
樱花国际日语 无锡市中山路188号汇金广场4楼 8102-8855
无锡新东方日语 无锡市人民东路20号嘉禾现代广场三楼 400-0510-508
茉莉语言学校 无锡新区⻓长江国际花园2期雅园37-101 8521-8051

课程： 日语口语 标准日语 JLPT考试

讲师： 国内教师及外教

通学： 无锡新区

费用： 50元/节～

课程： 业余提高制班、留学班、3人以下特色班、1-1班

讲师： 国内教师及外教

通学： 市区和新区各有分校

费用： 24节1980元～
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無錫日商倶楽部新年会
　1 月 12 日（日）ダブルツリーバイヒルトンホテルにて、無錫日商倶楽部の新年会が開催されました。新年会は無錫日商倶楽部の大イベントの

一つで、４００人近くが集まり、子供達の歌や演奏、ダンスなどと共に、ビンゴゲームや大抽選大会が行われ、大盛況となりました。ただ昨年に

比べると 10% 以上の参加者減少。無錫から日本人が減っているのではないかという現実として表れたイベントだったかもしれない。

店名 ：Dream Golf　営業時間 ：9:00-23:00　長江北路５号長江倶楽部３F　0510-8119-2929

特典情報

DAT
A

「無錫新区へ GO」持参で、会員価格にしてくれます（コース利用などが１０％ OFF）

持【无锡新区 GO ！】杂志来店的客人可以享受会员价

シミュレーションゴルフ！
GOLFZON がここに！

模拟高尔夫！
GOLFZON 在这里！

　長江倶楽部３Fにあるシミュレーションゴルフ場をご存知だろうか？日本のコースも選べ試合だって出来る。Golfzon コース 18Hで 16時ま

でなら 120元、16時以降は 160元（当雑誌を持参すると会員価格にしてくれるから１０％オフになります！）だ。個室が６部屋有るので、仲

間とワイワイやるのもいいし、打ちっぱなしの時間コースもあるので一人で行ってもいい。１ヶ月８００元、３ヶ月２１００元を出せば期間内で

あればいつ行ったっていい（レッスンは１ヶ月１２００元又は３ヶ月３２００元）。ロッカーだってあるし、道具は無料で貸してくれる。綺麗に使っ

てくれる日本人はウェルカムってことだから、これは行くしかないね！

　您知道在长江俱乐部的 3F有模拟高尔夫球场吗？它可以选择全世界很多地区的高尔夫球场进行模拟比赛。下午 4点前 18H是 120元（持本杂志

可享受 9折的会员价）。一共有 6个包间，可供您和您的高尔夫伙伴们尽情娱乐。另外还设有练习场，练习场每月 800元，3个月是 2100 元，每

日营业内的任何时间段都可以练习。（教练陪同，每月 1200元，3个月 3200元）。会员可免费使用储物柜，高尔夫的一切装备都可以免费租赁。
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同好会介绍 第 3 回

無錫バレーボール倶楽部

无锡排球俱乐部サークル紹介
今回ご紹介するサークルは、無錫バレーボール倶楽部です。インタビューを受けていただいたのは、幹事の三浦さんです。

这次我们介绍的同好会是无锡排球俱乐部。本次我们采访到了干事的三浦先生。

＞会員数を教えて下さい。

　現在１４名です。昨年帰任された方が数名いて、通常の実質参加人数は８名～１０名

位なので何とか常時１２名以上の参加でゲームが出来るようにと願っています。常熟や

蘇州から来る人もいます。

＞発足はいつですか？

　２０１２年６月です。歴史が浅いので、新入会者も直ぐに溶け込めています。

＞活動内容を教えて下さい。

　毎週土曜日の午前中に練習しています。バレーが好きな人、バレーをやってみたい人、

仲間を増やしたい人、運動後の美味しいビールが飲みたい人、日頃のアルコールを汗で

出したい人たちが集まって、経験者、初心者問わず、明るく楽しくをモットーとしてい

ます。まだ大会に出られるレベルではないので、まずは明るく楽しく、そして後々は大

会に出るのが理想です。年齢層は２０代～５０代と幅広く、女性の方もおられますよ。

練習は経験者も初心者も楽しめるように基礎練習からゲームまでを工夫してます。食事

会も定期的に実施して、和気藹々としています。

＞中国人の方も参加出来ますか？

　女性お二人が参加されています。

＞今後の活動予定を教えて下さい。

　昨年、一部のメンバーで上海遠征して練習試合で負けたので…打倒上海女子チー

ム！！（笑）。また正式なバレーでは参加が難しいと思うのでイベントとして「ソフト

バレー大会」を企画して誰でも参加して貰えるようにしたいと考えています。

＞现在的会员人数

　现在是 14人，去年有几位会员回国了，实际每次参加的人数在 8~10

人之间，因为如果要打练习比赛的话要 12人，希望以后会有更多的会员

参加。另外还有的会员是常熟、苏州赶来的。

＞这个同好会是什么时候成立的

　2012年 6月成立。因为成立时间还不长所以新会员也能很快的融入进

来。

＞请告诉一下具体的活动内容

　每周六的上午有练习。喜欢排球运动的、想尝试一下排球运动的、想扩

大交友圈的、想运动后喝上美味啤酒的、想出出汗的一个集体聚在一起。

无论你是有经验的还是初学者都没有关系，我们的宗旨是开心就好。目前

的话，还没有达到参加比赛的水平，但是这是我们的目标。会员的年龄层

在 20~50 之间，也有女性会员。每周的练习是既适合有经验的有适合初

学者的基本练习和游戏。定期会举办聚餐，大家都很和和睦睦。

＞中国人也能参加吗？

　有 2名中国女性参加。

＞请说一下今后的活动计划

　去年，有一部分会员去上海参加了练习比赛，结果输了。。。打倒上海女

子队（笑）。虽然参加正式的比赛有点难，但是我们正在计划组织【软式

排球大会】，希望有更多的人参与其中。

【無錫バレーボール（排球）倶楽部 連絡先】kmiura@yamakoh.cn（三浦）、体験練習も大歓迎です！
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仲間募集コーナー
● Musharks（ソフトボール）

「ソフトボールに興味のある方、運動不足の

方、日曜日の過ごし方に困っている方、野球

・ソフトボール経験者、未経験者は一切問い

ません。少しでも興味のある方は是非一度連

絡を下さい。無錫での駐在生活が間違いなく

変わります。」

連絡先：dehari@ngw.com.cn　出張（では

り）　　

●無錫兵庫県人会

兵庫県にゆかりのある人な

らどなたでも入会出来ま

す。たまには故郷の言葉で

話したい！なんて人は是非

ご入会を！お気軽にお問

い合わせ下さい。連絡先：

wuxi@hyogoken-china.

com（藤村）

●無錫バレーボール倶楽部

赴任して付合いが増えて、酒量が増えて、

汗かく機会が無くて…。海外では健康第

一！皆んなで良い汗を流しましょう！後

のビールが上手いヨ！…やっぱり健康に

悪い？（笑”）年齢・男女・経験なんか

気にせず、参加待ってます！

連絡先：kmiura@yamakoh.cn（三浦）

●無錫１１７会

昭和３８・３９・４０年生まれの同年代が

気軽に月に一度集まっています。昭和の歌

を唄い「アジアの片隅で○い酒飲み干せば

なにを思うのでしょう。異業種交流も含め

月に一度は記憶が無くなるまで飲み明かし

ましょう。自己紹介しないまま知らないう

ちに打ち解けられる会にしています。

連絡先：sumi@scope-china.net（角）

第３回

旺庄东路·旺庄東路無 錫 探 訪

釣具屋さんを覗いてみると、日本の道具も一通り売られていた。餌も日本製品のものがある。釣具一式は１５０元ほどで揃えられそ

うだが、日本の道具はやはり高い。売られている釣具は海釣りではなくフナ釣り道具がメイン。近場の運河で釣るという。最近は釣

りを楽しむ人も増えているとか。特典サービスももらえたから、皆さんもたまにはいかがかな？

ずらりと並ぶ商店は無錫の中でも長い方だと思う。もちろんなんでも揃う。コンビニ、美容、ケーキ屋さんなどは当たり前で、糖尿

病食品や無糖健康食品の専門店まである。そんな中、釣具屋さんを見つけた。

営業時間 ：7:00~22:00（全年午休）

住所 ：无锡新区旺庄东路 116 号（旺庄街道事务受理中心そば）电话 ：188-0056-7898  QQ ：595318790

特典情報

DAT
A

「無錫新区へ GO ！」を持参の方には、釣具商品が１０％ OFF ！

持【无锡新区 GO ！】杂志来店的客人，可享受 9 折优惠！
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●假日広場一丁目（１楼）

●假日広場案内図
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●日本料理店　Listing
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idx 店　名 地　址 电　话 类　别
あ 彩桜 无锡新区新地假日广场243号 0510-8119-1006 寿司・日本料理
魚河岸 无锡新区新地假日广场251-252号-2F 0510-8522-7628 日本料理
越 无锡新区新地假日广场237号 0510-8181-5697 日本料理
宴 无锡新区新地假日广场37号 136-1619-7211 日本料理
王将 无锡新区新地假日广场13号 0510-8119-0761 拉麺

か 楓 无锡新区新地假日广场70号 159-9522-3536 日本料理
香川 无锡新区新地假日广场83-86号 0510-8521-0837 うどん・鉄板焼き
家族亭 无锡新区新地假日广场89-91号 0510-8522-9447 日本料理
勝味 无锡新区新地假日广场98号 0510-8522-2461 日本料理
川吉 无锡新区新地假日广场170号 0510-6603-2859 和洋食
桂三拉麺 无锡新区⻓长江路10号先行大厦1楼 5010-8521-9123 拉麺
貴船 无锡新区新地假日广场183号 0510-8525-8853 日本料理
牛匠 无锡新区新地假日广场18号 0510-8119-0011 日式焼肉
気楽亭 无锡新区新地假日广场31号 151-5226-1967 日本料理
雲 无锡新区新地假日广场76号 0510-8181-4562 和洋食
合家 无锡新区新地假日广场23号 0510-8521-5936 日本料理
五番街 无锡新区新地假日广场52号 138-6185-6753 日本料理・拉麺
五番街焼肉 无锡新区新地假日广场72号 138-1510-4308 焼肉

さ 酒肴 无锡新区香山路香山名园5-2（千禧酒店旁） 0510-8525-9606 日本料理
酒奈亭 无锡新区新地假日广场78号 136-5624-8243 日本料理
桜の亭 无锡新区新地假日广场201号 0510-8522-9606 日本料理
桜家 无锡新区新地假日广场55号、138号 0510-8525-9982 日本料理
酒亭蔵 无锡新区新地假日广场41号 0510-8522-0272 日本料理
ジパング 无锡新区新地假日广场50号 0510-8181-3877 日本料理
ジパング焼肉 无锡新区新地假日广场219号2F 0510-8522-9816 日式焼肉
四万十川中山路 无锡市中山路118-6号 0510-8270-3955 日本料理
四万十川茂業店 无锡市清扬路128号茂业天地L4-18 188-5156-2285 日本料理
聚炉焼 无锡新区⻓长江路11号（千禧酒店1F） 0510-6661-5551 日本料理
仁 无锡新区新地假日广场45号 158-5276-4373 日本料理
末広 无锡新区新地假日广场81号 138-1254-0269 お好み焼き
スタミナ苑 无锡新区新地假日广场208号 0510-8521-7827 日式焼肉
雪月花 无锡新区新地假日广场28号 0510-8522-3007 日本料理

た 貴木 无锡新区新地假日广场1号 0510-8181-9797 日本料理
立山 无锡新区新地假日广场75号 0510-8521-5120 日本料理
千尋 无锡新区新地假日广场25号 181-1889-5210 お好み焼き
燕 无锡新区新地假日广场43号 137-7154-8967 日本料理
翼 无锡新区新地假日广场189号 0510-8521-0907 日本料理
寅san 无锡新区新地假日广场88号 0510-8522-0792 日本料理
鳥しゅう 无锡新区香山路香山名园5-4（千禧酒店旁） 136-4618-9484 焼き鳥

な 夏葵 无锡新区新地假日广场49号 136-6512-7177 日本料理
浪花屋 无锡新区新地假日广场32号 0510-8119-2347 日本料理

は 博多山笠 无锡新区新地假日广场56号 139-5151-2270 日本料理
はじめ 无锡新区新地假日广场39号 0510-8521-9943 日本料理
羽 无锡新区新地假日广场262号 0510-8581-8183 日本料理
万菜屋 无锡新区新地假日广场236号 0510-8521-8229 日本料理
日の出 无锡新区和⻛风路30号新湖铂尔曼大酒店内 0510-8530-8888 日本料理
福娘 无锡新区新地假日广场17号 0510-8119-1183 日本料理
藤屋 无锡新区新地假日广场166号 187-6154-6170 日本料理
北斗 无锡新区新地假日广场36号 0510-8119-0951 お好み焼き

ま マカロニ 无锡新区新地假日广场168号 0510-8525-9717 和洋食
眞 无锡新区⻓长江北路5号⻓长江俱乐部2F 0510-8521-8337 日本料理
松屋 无锡新区新地假日广场20号 0510-8525-8633 日本料理
まほろば 无锡新区新地假日广场90号 0510-8181-3797 日本料理
万魚亭 无锡新区香山路路口（千禧酒店旁） 0512-8119-2977 日本料理
美舟 无锡新区新地假日广场73号 0510-8521-2141 日本料理・蕎麦
都石亭 无锡新区新地假日广场181-1号 0510-8181-9311 日本料理

や 遊家 无锡新区⻓长江北路5号⻓长江俱乐部2F 0510-8525-8683 日本料理
友和苑 无锡新区新地假日广场190号-1 0510-8522-7902 日本料理・しゃぶしゃぶ
豊 无锡新区新地假日广场58号 0510-8522-1815 日本料理

ら 楽々家 无锡新区新地假日广场77号 0510-8525-6033 日本料理
龍馬 无锡新区⻓长江北路5号⻓长江俱乐部1F 0510-8115-7881 日本料理
凛 无锡新区新地假日广场250号 0510-8181-4445 日本料理
檸檬 无锡新区⻓长江北路6-1号 0510-8522-2977 日本料理
炉端蔵 无锡新区新地假日广场247号 0510-8181-9366 日本料理



日本家庭料理のお店

立山
日本家庭菜系料理店

営業時間 ：17:00-23:00　座席数 ：６０席　假日広場 75 号　0510-8521-5120（日本語可）

個室有り、クレジットカード OK、テレビ有り

特典情報

DAT
A

無錫新区へ GO ！を持参し、４名様以上のお客様には焼酎１本（一升瓶！）サービス致します。

持【无锡新区 GO ！】杂志来店，人数在 4 人以上就能获赠日本烧酒 1 瓶（1800ml）。

心の安らぎを求め、今日もホッとしに行こう。

安心、美味的日本家庭菜系料理店

●おすすめメニューには創作料理が並ぶ

　どこのお店にもおすすめメニューはあるが、ここのおすすめメニューは創作料理が並

んでいて、手の込んだ料理となっている。左の写真は、料理長おすすめの焼肉サラダ。サッ

パリとした野菜サラダの上に少し濃いめの味付けの焼肉が乗り、お口の中がハーモニー

です！左下の写真は豚肩ロースの味噌漬け焼きで美味。

●推荐菜单中也能找到创作料理

　每家料理店都会有推荐料理菜单，而立山的推荐料理都是料理长精心制作的创作料理。

左边的图片是料理长特别推荐的烤肉色拉。新鲜蔬菜配上秘制调料的烤肉，让您在品尝美

味可口烤肉的同时也不会感觉到任何烤肉的油腻感。

●そして日本の家庭料理が並ぶ

　続いておすすめメニューには、日本の家庭料理が並ぶ。下の写真左のたけのこ煮は、

日本より一足早く出て来た新しいたけのこだ。写真右のあじの南蛮漬けは、程よい酸っ

ぱさで、上手に仕上がっている。立山に行ったら、おすすめメニューに注目しよう！

●日本家庭料理菜系

　另外在其他的推荐料理中还有日本家庭料理菜系。最下图片为当下时令蔬菜冬笋的高汤

煮。右图为南蛮风味秘制竹筴鱼，略微带点酸的调味，使得口感更加的清爽。如果您去立

山料理店的话，请不要忘记关注他们的推荐料理哦。

　市内にある中山路店、茂業店

の四万十川もよろしくね！

　在市中心的中山路和茂业百货

还有同一集团的日本料理店——

四万十川哦。

日本料理

新鮮な魚が食べられるお店

万菜屋
旬提供时令鲜鱼的料理店

営業時間：17:00-23:00　座席数：100 席　假日広場 236 号　0510-8521-8229（日本語可）　133-2790-0927（高橋）　

個室有り、クレジットカード OK、テレビ有り

特典情報

DAT
A

「無錫新区へ GO ！」持参の方に、生ビール又はソフトドリンク１杯無料サービス（土日に限る）

每周六、日，持【无锡新区 GO ！】杂志来店的客人，免费赠饮一杯生啤或饮料！

日本人経営者が直接選ぶ鮮魚。海の魚は美味しいのだ。

日本人经营者亲自选材。提供美味海鲜。

●毎日変わるおすすめメニュー

　ここのおすすめメニューは毎日変わる。毎日変わるからこそ毎日行ける。お客を飽き

させない努力がおすすめメニューを見ただけで分かる。日本料理の骨髄である出汁にこ

だわり、美味しいだけでなく新鮮で旬な食材で料理してくれる。指示するお客様が多い

のも納得がいく。

●每日更新的推荐菜单

　这家店的推荐菜单每天都会更新，所以即使每天都去都会有不同的惊喜。光从这一点您

就能明白这家店在用心良苦。各种的汤汁被誉为日本料理中的骨髓，而这家店的汤汁都是

料理人严选，另外新鲜的时令材料制作的料理也是特色之一。就算是再挑剔的客人都会满

意而归。

●旬な魚を食べたい時はこのお店

　四季折々に旬な魚があり、それを食してこそ季節感を味わうことが出来る。しかし最

近は冷凍技術も高まり、いつでもいろんな物が食べられるようになった反面、季節感が

薄れて来ているのも事実。だがここに来ると、旬な魚が提供されるので、しみじみと食

の季節感を実感できるのである。左の写真はカワハギの薄造り。

●旬提供时令鲜鱼的料理店

　每个季节都有它特有的鱼料理，所以时令的素材才是更美味的，能够让您充分感受季节

感。但是随着现在冷冻技术的不断创新，我们经常可以吃到反季节的东西。但是在吃的时

候总会觉得在口味上缺少了点什么。所以如果你要吃时令鲜鱼话就来这里吧，在就餐的同

时体验四季的感受吧。

新年会·各種宴会　ご予約承り中！

预约承办新年会·各类宴会！

日本料理
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日本の洋食が食べられるお店

雲
提供正宗日式西餐

営業時間 ：17:00-23:00、11:30-14:00（土日）　座席数 ：20 席　假日広場 76 号　

0510-8181-4562、159-6178-6495（日本語可）　テレビ有り

特典情報

DAT
A

「無錫新区へ GO」持参で、生ビール又は焼酎、ソフトドリンクのいずれか１杯無料！

手持【无锡新区 GO ！】杂志来店的客人，免费赠饮一杯生啤或日本烧酒饮料！

カレーにグラタン、オムライス。これが日本の洋食だ。

奶汁烤咖喱、蛋包饭。这就是日式西餐。

●本格的と言って良い、日本の洋食

　この店のカレーライスはひと味違う。S&Bのフォン・ド・ボー・ディナーカレーがベー

スになっている。写真のカツカレーも美味しいが、普通のカレーライスでも十分に美味

しい。人気の焼きカレーももちろん美味しい。カレー以外にグラタンやふわふわ卵のオ

ムライスも日本にある洋食屋で食べているような味を出している。

●提供正宗日式西餐

　这家店的咖喱饭的原材料采用了日本品牌 S&B中最高级的咖喱，所以风味和其它家的

有所不同。左侧照片展示的是猪排咖喱。另外还有普通的咖喱饭和烤咖喱也是相当有人气。

除了咖喱以外，这家店还提供了拥有同日本的西餐店相同水准的奶汁烤菜和蛋包饭。

●最近人気のエビフライ、そして吉野家

　最近はエビフライが良く出るという。わざわざこれをお土産にするためだけに、立ち

寄るお客さんもいるとか。一度ご賞味あれ。そして１月に大人気だった吉野家の牛丼フェ

ア。２月も中旬に開催するかもしれないとのこと。食べたい人は予約を入れておこう！

●最近最受欢迎的炸大虾和吉野家

　最近炸大虾（塔塔沙司）相当的有人气，甚至还有客人为了这个来店里外卖带回家。请

务必尝试一下。然后在 1月最有人气的还是吉野家的牛肉盖浇。同样的活动在 2月份也

有可能开展哦。有兴趣的请提前和店长预约哦！

２月中旬、数量限定で吉野家の

牛丼が食べられるかも！？

2 月中旬有可能提供数量限定的

吉野家牛肉盖浇哦！？

和洋食 Dining

なにわのほんまもんお好み焼き

北斗
正宗大阪焼

営業時間 ：17:00-23:30　座席数 ：2 ０席　假日広場 36 号　150-5229-7037（日本語可）

クレジットカード OK、テレビ有り

特典情報

DAT
A

円安お客様支援キャンペーン実施中！ 10,000 日本円にて北斗の食事カード 700 人民元分を販売中！お酒も買えます！

日元汇率 客户支援活动 ：10000 日元可以兑换 700 人民币的餐饮卡，酒水通用。

大阪のおっさんにでも会いにいこか！

地道日本大阪出身的日本人经营的料理店

●なんせお酒がやっすいねん！白波の一升瓶 250 元でどないでっか？

　日本酒に焼酎と、あまりにも安い値段で提供しいるもんやから、お客から「にせもん

ちゃうんけ？」と疑われる始末。なんでこんなに安う提供すんのや？それは大阪の貿易

会社でもまれ、浪花魂を持つおっさんの円安還元を少しでもという心意気や。うまいも

んを安く提供したいだけなんや。そやから白波の大きいのん、250元でご提供や！

●酒水价格惊人！！白波的一升瓶装只要 250 元？！

　无论是日本酒还是烧酒都以非常超低的价格提供给客人。因为超低的价格，所以经常有

客人误以为是假酒。之所以酒水的价格会这么便宜，是因为经营者在大阪有贸易公司，而

且再加上日元汇率降低的原因，所以作为经营者的他尽可能以最低的价格向客人们提供。

所以白波的一升瓶装只要 250元。

●ほんまもんのお好み焼きやからこそ

　大阪出身のおっさんがやってる店やから、ほんまもんのお好み焼きを出さなあきまへ

ん。ほんまもんのお好み焼き？そりゃ素材や。ええ素材を選んで来て、ほんで焼きます

ねん。ソースかって日本のもんや。オリバー、ブルドック、おたふくとブレンドしてま

すんや。お好きなソースがあったらリクエストしてや！

正宗地道的大阪烧

　因为是地地道道大阪出身日本人经营的料理店，所以才能够做出拥有地道口味的大阪烧。

无论什么料理，素材和制作手法都是决定一道料理口味的重要因素。这里的大阪烧酱汁和

一些辅料都是日本原装进口的，另外在制作手法上都是大阪出身的日本人手把手教的，如

果您运气好的话，说不定还可以尝到日本人亲手做的料理哦。赶快去尝试吧

ネットからの予約が安おま。
网上订餐有优惠。

www.hokuto-vip.com

酒はグラスでやっすいで！
酒水小杯更优惠！

お好み焼き　大阪焼
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假日広場のタイ料理　泰国餐厅

金泰
まだまだ続いているタイブームの中国。本格的タイ料理が假日広場で食べられるのをご存知だろうか。なん

ちゃってじゃないよ。トムヤムクンもちゃんとしてる！

在中国，泰国旅游热潮还在继续，您知道在新区新天地假日广场可以吃到正宗的泰国料理吗？像泰国料理中比较

有代表性的冬阴宫海鲜汤的话就非常的正宗。

営業時間 ：10:00-14:00,17:00-22:00　假日広場１８６号 , 電話 ：0510-8113-5777

座席数 ：150 席 　個室·包厢 ：日式 7 室、 中式 2 室

特典情報

DAT
A

「無錫新区へ GO」持参で、お昼１２％ OFF、夜１０％ OFF、但しドリンクとコースは対象外。

持【无锡新区 GO ！】杂志来店的客人可以享受白天 8.8 折，晚上 9 折优惠（酒水及套餐除外）

日本式、中国式の個室も用意されている。また屋上も利用できるとのことで、夏になればビアガーデン的に使うのも良いかも。野外ライブも出来

るかな（？）。そしてアナログレコーダーを見つけた！なんともいいんだなあ、これが。

配备日式和中式两种风格的包厢。另外楼顶还有一个多功能的天台。到了夏天可以举办一些像室外自助餐等活动。说不定还能举办小型的野外演唱会

哦。我们还在店内找到了现在比较少见的留声机，如果您有空去的话，可以尝试聆听一下留声机的美妙音乐哦。

灵芝·霊芝

霊芝の購入等に関する日本語でのお問い合わせは、

info@wuxi-go.com 又は 0510-8261-6620（スコープ）まで。

珈琲１杯より安い値段。健康をどうぞ。

特典情報
「無錫新区へ GO ！」を見たよ！で、商品１２％ OFF。

通过【无锡新区 GO ！】杂志咨询 所有商品８．８折

2524

咨 询 热 线　　 ：无 锡 素 康 步　 　0510-8261-6620 info@wuxi-go.com

お 問 い 合 わ せ ：無 錫 ス コ ー プ 　0510-8261-6620 info@wuxi-go.com



兵库县位于日本的中心，北临日本海，南接濑

户内海与太平洋。东经 135 度子午线穿过兵库

中心，日本的标准时间以这一条线为标准。兵

库拥有许多观光资源，以世界文化遗产姬路城

为首的历史人文景观，六甲山的大自然，有马

温泉、城崎温泉、汤村温泉等富有个性的温泉，

神户牛肉、出石荞麦面、松叶蟹、日本清酒等

美食佳肴。

兵库交通方便，从通过国际窗口关西国际机场 (KIX)

到神户市中心坐高速巴士仅需要 1个小时。从日本各

地到神户市中心经过大阪伊丹机场仅需要 40 分钟。新

干线停在新神户站、西明石站、姬路站、相生站。空

路陆路四通八达，极为方便。

兵库县

日本兵库欢迎您 !!

请看看 !试试 !尝尝 !兵库 • •••• •感动之旅

神户

关西国际机场

Japan

约 2小时 10 分钟

机场巴士

约 65 分钟

苏南硕放机场 关西国际机场

关西国际机场 三宫 (神户 )

机场巴士

约 2小时 10 分钟

关西国际机场 姬路

JR关西快速电车

约 65 分钟

关西国际机场 大阪
JR神户线新快速电车

约 20 分钟

三宫 (神户 )

Bay Shuttle( 高速船 )

约 29 分钟

关西国际机场 神户机场
PORT LINER( 港湾岛轻轨 )

约 20 分钟

三宫 (神户 )

兵库交通指南

飞机

巴士

电车

船

从无锡到关西机场
只要 2个小时 !

明石小丸子是兵库县明石市的特色小吃，据说是“章鱼小丸子”的原型，

原材料、调料以及做法都有特别之处。与章鱼小丸子相比，口感更为滑

嫩，味道较为清淡，能让您品尝到新鲜章鱼和鸡蛋味道。想不想试试 ?

AKASHIYAKI

神户是日本西式甜点的发祥地，有许多西洋甜点公司的总公司、只有少

数美食家才知道的蛋糕店等。有些蛋糕店并设潇洒的咖啡厅，现场能让

客人品尝像精致艺术品似蛋糕。另外，神户面包也很有名，有德国、法

国等各国风味。

INFORMATION

欢迎垂询 !! 兵库观光协会

http://www.hyogo-tourism.jp/

加关注兵库观光协会微博 !!

http://e.weibo.com/hyogo

兵库县南北分别与濑户内海和日本海相接，而腹地则群山连绵，故可充分享受源于大自

然的恩赐，山珍海味丰富多样。您在兵库可享用各式各样的日式美食。兵库县位于

日本哪里 ?

从关西机场

只需 1个小时 !

明石烧
(明石小丸子)

SWEETS西式甜点

食 在神 户

牛肉中的顶级绝品

长期以来，神户牛肉的良好口碑始终没变，很多国外游客都说“既然到了

日本，非品尝神户牛肉不可 !”可见，品尝日本顶级牛肉――神户牛肉已是

神户游中必不可少的重头戏了。神户牛肉肥瘦相间呈雪花纹、入口即化、

口感滑嫩、香味淳厚，对此赞不绝口。神户牛肉出口量极少，请来兵库神

户享受在产地才有的口福 !!

神户牛肉 KOBE BEEF
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苏南硕放机场时刻表 出港 苏南硕放机场时刻表 进港 

2928

出 港 航 班出 港 航 班出 港 航 班出 港 航 班
班期 备注

目的站 航班号 起飞时间 到达时间
班期 备注

台北 MU2961 8:30 10:20 6  

台北 ZH9021 9:00 10:40 123457  

台北 MU2931 14:00 16:05 1234567  

香港 MU2901 8:00 10:40 1234567  

澳门 ZH9795 8:55 11:00 1357  

大阪 ZH9081 8:50 11:55 26  

新加坡 MU5081 19:00 0:20(+) 1357
青岛 MU5082 8:00 9:10 1246
北京 MU2911 7:40 9:35 1234567  

北京 ZH9559 10:50 12:45 1234567  

北京 CA1890 15:20 17:20 1234567  

北京 CA1898 20:00 22:00 1234567  

北京 MU2991 21:30 23:40 1357
广州 ZH9549 7:30 9:50 1234567 　
广州 MU2907 7:55 10:00 123457  

广州 ZH9506 12:25 14:45 1234567  

广州 ZH9763 13:35 15:55 1234567  

广州 MU2927 15:20 17:50 1234567 　
广州 ZH9551 16:50 19:10 1234567  

广州 CZ3918 19:15 21:35 1234567  

广州 ZH9576 21:05 23:25 1234567  

深圳 ZH9565 7:30 9:40 1234567  

深圳 ZH9736 16:40 19:00 1234567  

深圳 MU2987 16:40 19:25 1234567  

深圳 ZH9702 18:10 20:35 1234567  

深圳 CZ6550 20:00 22:05 246  

深圳 MU2997 20:30 22:40 1357  

深圳 ZH9510 21:10 23:35 1234567
成都 MU2905 7:50 10:35 1234567  

成都 ZH9573 14:35 17:30 1234567  

成都 3U8628 18:45 21:40 1234567  

成都 ZH9527 20:20 23:20 1234567  

昆明 ZH9569 8:25 12:50 1234567 经停武汉
昆明 MU2975 10:30 14:25 1234567 经停重庆
昆明 MU2985 14:30 18:35 1234567 经停重庆
重庆 MU2975 10:30 12:25 1234567  

重庆 MU2985 14:30 16:40 1234567  

重庆 ZH9562 15:35 17:50 1234567  

厦门 MU2979 9:30 11:20 1234567
厦门 ZH9515 13:30 15:35 1234567 　
厦门 ZH9579 17:20 19:25 1234567
西安 MU2955 7:30 9:20 1234567 　
西安 ZH9511 14:00 15:55 246
西安 ZH9513 14:00 15:55 1357
大连 ZH9561 10:50 12:20 1234567  

大连 ZH9575 16:10 17:45 1234567 　
沈阳 ZH9749 13:30 15:35 1234567  

沈阳 ZH9516 19:00 21:00 1234567  

长沙 ZH9567 8:25 9:55 1234567  

长沙 MU2965 14:25 15:50 1234567  

贵阳 ZH9567 8:25 12:25 1234567 经停长沙
贵阳 MU2965 14:25 18:05 1234567 经停长沙
武汉 ZH9569 8:25 9:50 1234567  

兰州 MU2955 7:30 11:20 1234567 经停西安
兰州 ZH9513 14:00 18:10 1357 经停西安
银川 ZH9511 14:00 18:10 246 经停西安
三亚 ZH9750 20:05 23:05 1234567  

福州 ZH9533 13:55 15:00 1234567 　
珠海 ZH9533 13:55 17:25 1234567 经停福州
石家庄 GS7494 20:20 22:05 1234567  

呼和浩特 GS7494 20:20 23:50 1234567 经停石家庄
济宁 CZ6549 15:30 16:50 246  

进 港 航 班进 港 航 班进 港 航 班进 港 航 班
班期 备注

始发站 航班号 起飞时间 到达时间
班期 备注

台北 MU2962 11:20 13:00 6  

台北 ZH9022 11:40 13:20 123457  

台北 MU2932 17:20 19:05 1234567  

香港 MU2902 11:40 13:40 1234567  

澳门 ZH9796 12:10 14:30 1357  

大阪 ZH9082 12:55 14:15 26  

青岛 MU5081 17:00 18:00 1357
新加坡 MU5082 2:00 7:00 1246
北京 MU2912 22:10 0:10(+) 1234567  

北京 ZH9560 13:45 15:50 1234567  

北京 CA1889 12:20 14:20 1234567  

北京 CA1897 16:55 19:00 1234567  

北京 MU2992 18:35 20:40 1357
广州 ZH9550 10:40 12:55 1234567 　
广州 MU2908 11:00 13:15 123457  

广州 ZH9505 9:20 11:35 1234567  

广州 ZH9764 16:50 19:15 1234567  

广州 MU2928 18:50 21:00 1234567 　
广州 ZH9552 21:00 23:20 1234567  

广州 CZ3917 16:05 18:25 1234567  

广州 ZH9575 12:50 15:20 1234567  

深圳 ZH9566 7:30 9:40 1234567  

深圳 ZH9735 19:50 22:00 1234567  

深圳 MU2988 20:25 22:15 1234567  

深圳 ZH9701 15:15 17:20 1234567  

深圳 CZ6549 12:40 14:40 246  

深圳 MU2998 23:30 1:30(+) 1357  

深圳 ZH9509 9:35 11:50 1234567
成都 MU2906 11:20 13:40 1234567  

成都 ZH9574 18:20 20:35 1234567  

成都 3U8627 15:40 17:55 1234567  

成都 ZH9528 9:05 11:20 1234567  

昆明 ZH9570 14:05 18:10 1234567 经停武汉
昆明 MU2976 15:30 19:40 1234567 经停重庆
昆明 MU2986 19:50 23:50 1234567 经停重庆
重庆 MU2976 17:40 19:40 1234567  

重庆 MU2986 22:00 23:50 1234567  

重庆 ZH9561 8:25 10:10 1234567  

厦门 MU2980 12:20 14:10 1234567
厦门 ZH9516 16:20 18:10 1234567 　
厦门 ZH9580 20:20 22:00 1234567
西安 MU2956 14:05 15:55 1234567 　
西安 ZH9512 21:55 23:40 246
西安 ZH9514 21:55 23:40 1357
大连 ZH9562 13:20 14:55 1234567  

大连 ZH9576 18:35 20:15 1234567 　
沈阳 ZH9750 16:40 19:00 1234567  

沈阳 ZH9515 10:25 12:40 1234567  

长沙 ZH9568 15:15 16:25 1234567  

长沙 MU2966 20:50 22:05 1234567  

贵阳 ZH9568 12:50 16:25 1234567 经停长沙
贵阳 MU2966 18:55 22:05 1234567 经停长沙
武汉 ZH9570 17:10 18:10 1234567  

兰州 MU2956 12:15 15:55 1234567 经停西安
兰州 ZH9514 19:50 23:40 1357 经停西安
银川 ZH9512 19:50 23:40 246 经停西安
三亚 ZH9749 9:50 12:30 1234567  

福州 ZH9534 20:20 21:25 1234567 　
珠海 ZH9534 18:10 21:25 1234567 经停福州
石家庄 GS7493 18:10 19:40 1234567  

呼和浩特 GS7493 16:35 19:40 1234567 经停石家庄
济宁 CZ6550 17:40 19:00 246  



公司地址 ：无锡新区太湖国际科技大学科技园 530 大厦 C806 号　　基地地址 ：无锡新区鸿山万亩良田DAT
A

＞コシヒカリの栽培はいつ頃から行っているのですか？

　2010年からです。コシヒカリは弊社の主商品ですが、その他にも一般のお米、野菜

などの栽培もしております。

＞日本のコシヒカリと全く同じお米になりますか？

　全く同じものはと言えません。と言うのは、稲の種は日本から持ってきた本物ですが、

やはり稲の栽培は天候や水などの要素にも影響されるからです。ですが、弊社は有機栽

培に取り組んでおり、食べて頂いたらお分かりになると思いますが、見た目、香り、食

感など殆ど日本産コシヒカリに匹敵するくらいだと思っています。

＞有機栽培ですか。いいですね。

　はい。昨年中国質量認証センター（CQC）に認定されました。有機栽培は弊社の主

席生態農業専門の趙亜夫氏に指導してもらっています。趙亜夫氏は中国で“稲の父”と

名付けられている袁隆平氏と同じくらい業界では有名な方です。

　また弊社のコシヒカリは一年に一回のみの収穫であり、9月の収穫後、小麦などの栽

培は一切しておりません。翌年 5月の栽培まで土の栄養を保ち、土を育てます。

＞御社のこれからの展開及び目標を教えてください。

　弊社が栽培しているコシヒカリはまだ知名度が高くありません。有機栽培なので、栽

培密度も収穫量もそんなに多くありません。これから栽培技術にもっと力を入れ、品質

が落ちないことを前提に収穫量を増やしたく考えています。また、コシヒカリというお

米をもっと多くの方に食べていただきたく思っています。そして、中国に来られている

日本人の方々にもご賞味いただきたいです。

企業訪問

无锡亚夫农业科技有限公司
無錫産コシヒカリを作っている会社
在无锡种植日本越光米的公司

無錫でコシヒカリのお米を作っている会社がある。劉新総経理にお話をお聞きした。

在无锡有种植日本越光米的公司。这次我们采访到了刘新总经理

＞越光米是什么时候开始栽培的啊？

这个项目我们是在 2010年启动的。除了越光米这个主打商品外，还有其他优质大米，有机蔬菜等。

＞无锡生产的越光米和日本的完全一样吗？

不能说 100%一样。虽然种子是用的从日本进口的，但是因为在种植大米的过程中，天气和水质也起到非常重要的作用。所以无法做到完全相同。

我司种植的越光米是纯天然有机栽培，无论是外观、香味、还是口感都可以和正宗日本产越光米匹敌。

＞真的是有机种植吗？

是的。在去年我们通过了中国质量认证中心的认证。有机栽培技术都是由我公首席生态农业专家赵亚夫先生把关。素有北有袁隆平，南有赵亚夫之称。

我司的越光米一年只种植收获一次，在每年 9月收割后，不再进行小麦等种植。一直到来年 5月种植前，都在保养土地。

＞今后贵公司的发展及目标是什么？

目前为止，知道我司种植越光米的还只是一小部分。因为是有机种植所以在种植密度和产量都不是很多。今后我们将会在有机栽培上投入更大的力量，

在保持大米品质的前提下，努力提高产量。另外，希望让更多的人知道和品尝到日本的优质大米，特别是在中国工作的日本人。

无锡亚夫农业科技有限公司

　無錫亜夫農業科技有限会社は無錫市政府の支援を受けている 130 企業のうちの一つである。政府から

1000亩の生態農業生産基地が提供され、有機商品、加工商品の栽培、販売を一体化した専門企業で、本部

は無錫高新科技大学科技園内にあり、主な商品は有機コシヒカリ及びその他有機商品となっている。

　无锡亚夫农业科技有限公司是无锡首批政府支持的 130 企业，公司拥有政府提供的生态农业生产基地

1000亩，是一家种植，销售有机农产品及其加工产品的专业企业，公司首席生态农业专家赵亚夫先生享受国

务院特殊津贴，江苏省兴农模范，素有北有袁隆平，南有赵亚夫之称。

亚夫农业总部设在无锡新区高新科技园大学科技园 530大厦内，主要产品有：有机越光米，有机越光米粉及

其他有机农产品，随着有机越光米的种植范围在环太湖流域的推广扩大，将大大改善太湖流域的水质，并让越

来越多的消费者吃到安全无污染的高等级有机米及其深加工产品，造福百姓，福泽子孙。

特典情報
「無錫新区へ GO ！事務局」経由で購入すると２０％ OFF になります。（定価 2 キロ 103.2 元）

通过【无锡新区 GO ！事务所】购买可享受 8 折优惠（原价 2kg103.2 元）

お問い合わせ·咨询热线 ：无锡新区 GO ！事务所（无锡素康步） 　0510-8261-6620　 info@wuxi-go.com

刘新总经理
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無錫新区のプルマンホテル
無錫新区 CDB ビジネスセンター内
無錫空港まで車で 10 分
無錫新区高鉄駅まで車で５分
假日広場まで車で１０分

无锡新湖铂尔曼大酒店

无锡市新区和风路 30 号　0510-8530-8888

安らぎをあなたに・・・

Pullman Wuxi New Lake Introduction Hotel
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ホテルの中の日本料理店　酒店里的日本料理店

日の出

営業時間 ：11:30-14:30,17:30-22:00 座席数 ：６０席

住所 ：无锡新区和风路 30 号（新湖铂尔曼酒店２F）電話 ：0510-8530-8888DAT
A

プルマンホテルの２F にある日本料理の日の出。高級感が漂う。

個室も有るので、商談に使えるお店だ。

THE BANZAIOTEL 酒H 店 Pullman Wuxi New Lake Introduction Hotel

无锡新湖铂尔曼大酒店

　エレガントさで名高いプルマンホテルは、2012年 10月に無錫新区にオープン。新区管理委員会があるビルの近くにある。ホテ

ル内には、プールなどの施設の他、レストランは日本料理、西洋料理がある。他の都市のプルマンホテルと比べるとリーズナブルな

価格で宿泊出来るので、出張者だけでなく、日頃の喧噪から離れたい時に利用するのも良いかも知れない。お勧めのホテルです。

住所 ： 无锡市新区和风路 30 号      電話 ：0510-8530-8888        部屋数 ：４０４室

Hotel Listing

ホテル名 住　　所 電　話

无锡希尔顿逸林酒店 无锡新区高浪路19号 0510-8181-8888

无锡千禧大酒店 无锡市新区⻓长江路11号 0510-6661-5551

无锡新湖铂尔曼大酒店 无锡市新区和⻛风路30号 0510-8530-8888

无锡雷迪森广场酒店 无锡市金城路8号 0510-8515-9999

无锡中益国际商务酒店 无锡市新区⻓长江北路1号 0510-8181-9999

无锡香梅国际大酒店 无锡新区梅村镇新华路588号 0510-8553-8888

无锡新区宜必思酒店 无锡新区新光路303号 0510-8858-5555

无锡瑞港国际酒店 无锡新区硕放镇通祥路77号 0510-8189-3888

无锡新区欣荷大酒店 无锡市新区新华路5号 0510-8233-6666

无锡梁鸿湿地丽笙度假酒店 无锡新区鸿山街道⻜飞凤路205号 0510-8858-4888

无锡新区欣旺大酒店 无锡新区⻓长江北路18号 0510-8522-5503
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　入口には日本酒の酒樽が並び、博多人形が来店を迎えてくれる。店内を照らす照明が高級感を醸し出す。上の料理の写真はビジネ

スランチ。チーズトンカツ定食と鰻の蒲焼き定食。

　料理店入口摆放着日本酒酒樽以及日本博多地区著名的人形玩偶。店内有着和谐的灯光配置以及安静的室内环境。上面的照片是芝士

猪排定食和蒲烤鳗鱼定食的商务套餐。

新区新湖铂尔曼大酒店 2F 的日出日本料理店。从整体的装修到

各类物品的摆放都充分体现了星级酒店料理店的高贵档次。店内

设有的包厢可供商务宴请。
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料理店店长、厨师、服务员大招募！！
快来素康步登记吧！
手续简单！不收任何费用！！

详细请咨询 ：（0510）8261-6610



あなたの野菜を綺麗にします。

野菜洗浄液·果物用洗浄液·一般家庭用除菌液·幼児用洗浄液

咨询热线　　 ：无锡素康步　 　0510-8261-6620 info@wuxi-go.com

お問い合わせ ：無錫スコープ 　0510-8261-6620 info@wuxi-go.com

3736



無錫北斗貿易有限公司
住所：無錫市清揚路 99 号数碼大厦 5 楼 520 室　　　E-mail:nakanokq@chinahefang.com

Tel:0510-82320180　　Fax:0510-82320080  　 携帯：13196578114（中野）

お陰様で北斗貿易は無錫にて
開業 10 周年を迎えました！

日本商品の輸出入なら北斗貿易におまかせください！

2014 年度版のオレンジブック、入荷されました！

ご連絡頂けましたら、お届けいたします。

豊富な実積と経験をもとに、お客様のニーズにお答えいたします。

詳しくは、総合カタログの載っているサイト（http://www.chinankn.com）をご覧ください。

＜機械加工品の工場完成！＞

御社の悩みを解決致します。ぜひ一度ご連絡下さい。

春節、おめでとうございます！
春节快乐！
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単品·少量·多品種の日本商品を敏速に輸入致します。

燕さんの中国語講座

　皆さん、こんにちは！　今回は引っ越した時に、隣人への挨拶について勉強しましょう。さあ、どんな言葉を

使えば良いのでしょうか？

第３回　訪問編（引っ越し）

中国語を学ぼう！

●会話（中国語）

あなた：不好意思，有人在家吗？

隣の人：在的。请进

あなた：我是 202室的田中。

隣の人：啊 ~，你好。我是小王

あなた：是这样的。我上周刚搬进来，所以来拜访下邻居。

隣の人：是吗。

あなた：这是我的一点小礼物，以后请多多关照了。

隣の人：谢谢啊。我在这里住了1年了，有事可以和我说。

あなた：啊，太感谢了。

隣の人：没事，有空一起喝茶啊。

あなた：好的。真是太好了。

●会話（日本語）

あなた：ごめんください。どなたかいらっしゃいますか？

隣の人：はい。どうぞ。

あなた：初めまして。私は 202室の田中と申します。

隣の人：どうも、初めまして、こんにちは。私は王と申します。

あなた：実は、先週に引っ越し来たばかりで、今日はちょっと挨拶しに来

　　　　させていただきました。

隣の人：あ、そうでしたか。

あなた：これは大したものではないのですが、お受け取り下さい。

　　　　これからどうぞよろしくお願いします。

隣の人：ありがとうございます。私はここに来て 1年になります。

　　　　何が困ったこととかありましたら、ぜひ言ってください。

あなた：ありがとうございます。

隣の人：いえいえ、今度お暇があったら一緒にお茶でも飲みましょう。

あなた：はい。ありがとうございます。

・授業は自分の都合の良い時間に合わせることが可能です。

・２０名以上の家庭教師が登録されています。

・マンツーマンの家庭教師なので自分のレベルに応じた学習が可能です。

・初心者の方はピンインの学習から始められます。

・挨拶程度なら話せるという方はヒアリングやスピーチを学習してみませんか？

・日常会話レベルの方は基本をしっかりと覚える学習からなど、ニーズ合わせることが可能です。

・先生は全員女性、経験者です。

中国語家庭教師

お問い合わせ 無錫スコープ　Tel:0510-8261-6610  info@scope-china.net
無錫市新区湘江路 2-2 金源国際大厦 B 棟 901 室

　無錫では日本と同様に、新しいところに引っ越した後、近所を訪問する習慣があります。一般的にはクッ

キーやお団子などのプレゼントを近所にお配りします。皆さんも是非、上記の会話を使って隣人にご挨拶

をし、新しい友達を作ってみましょう！

笑さんの無錫語講座
無錫語を学ぼう！　第３回 日本語 ：ありがとう

北京語 ：谢谢

大阪弁 ：おおきに

無錫語 ：せゃせゃ
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排水溝のお掃除編
　お風呂やトイレ、洗面台などの排水口が詰まってしまった時、どうされていますか？

勿論、その原因は様々ですが、髪の毛や異物などが原因で詰まらせてしまった場合、日頃の清掃

義務を怠ったということで、入居者の費用負担というケースになってしまいます。

修理代も原因によって様々ですが、業者を手配するとおよそ１００～３００元程費用が発生して

しまいますので、そのような無駄な出費を避ける為にも、日頃からこまめに清掃するよう心掛け

なければいけません。

・トイレでトイレットペーパー以外のものを使用ない。

・台所・洗面台・お風呂などの排水口には必ずネットを置き、髪の毛やその他詰まらせる原因を作らない。

　紙類・油・汚物が原因で詰まってしまった場合、市販されている「水管疎通剤」（写真）

がお勧めです。日本で売っているパイプ洗浄剤よりかなり強力で、髪の毛以外の物でも溶か

してくれます。

　特にトイレの詰まりでは、ラバーカップ（スッポン）を買ってきて押し引きするよりも、「水

管疎通剤」を使用する方が効果的で、薬剤を適量投入してしばらく放置するとトイレットペー

パーや汚物等の詰まりが溶けて流れていき、比較的簡単に解決出来るのでお勧めです。

※ 高濃度の薬品を大量に流すと配管を腐食させる恐れがありますので、適量をご確認の上

ご使用下さい。

●注意すべき点

●自分で出来る簡単対処方法（異物の詰まり以外）

　ただ、日本とは違い、中国で建築年数の古いマンションなどは、元々配管が細く、

詰まりやすいといった原因もありますので、日本以上に気を付けなければいけませ

ん。

　また、トイレについて言うと、日本ではトイレットペーパーを便器の中に捨てる

のが当たり前ですが、こちら中国では脇のゴミ箱に捨てる習慣があります。なので、

トイレの詰まりの修理業者からよく耳にするのは「トイレットペーパーを詰まらせ

るのは日本人が多い」と言う愚痴です。トイレットペーパーを流すという日本人の

常識は、こちら中国では非常識なのかもしれません。

　自らの原因で業者を頼んで修理する場合、修理代が発生してしまうので、万一、

詰まらせてしまった場合は一度下記対処方法をお試し下さい。

最新賃貸物件情報
（2014 年２月 1 日現在）

日本人が生活するのに便利なエリアで暮らそう♪
日本料理屋が集まる「暇日広場」付近が一番人気！

お問い合わせは

無錫市新区長江北路 6 号 百仕達大厦 1002 － 1003 室

ＴＥＬ：０５１０－８２６０－７０３３
E-mail：estate@scope-china.net

お気軽に
ご相談下さい。

上記物件以外にも多数物件を取り揃えておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
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物件No.物件No.物件No.物件No.物件No. 物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称 地域地域地域 エリアエリアエリア 間取り間取り間取り 住所住所住所住所 建築面積建築面積建築面積 備考備考備考備考備考備考備考物件No.物件No.物件No.物件No.物件No. 物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称 地域地域地域 エリアエリアエリア 間取り間取り間取り 住所住所住所住所 建築面積建築面積建築面積 備考備考備考備考備考備考備考物件No.物件No.物件No.物件No.物件No. 物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称物件名称 地域地域地域 エリアエリアエリア 間取り間取り間取り 住所住所住所住所 建築面積建築面積建築面積 備考備考備考備考備考備考備考

28132813281328132813 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 1ＬＤＫ1ＬＤＫ1ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 60㎡60㎡60㎡ ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付き28132813281328132813 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 1ＬＤＫ1ＬＤＫ1ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 60㎡60㎡60㎡ ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付き28132813281328132813 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 1ＬＤＫ1ＬＤＫ1ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 60㎡60㎡60㎡ ｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付きｳｫｯｼｭﾚｯﾄ付き

12571257125712571257 万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 89㎡89㎡89㎡ 浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり12571257125712571257 万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 89㎡89㎡89㎡ 浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり12571257125712571257 万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡万科東郡 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 89㎡89㎡89㎡ 浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり浄水あり

19151915191519151915 尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 龍山路龍山路龍山路龍山路 82㎡82㎡82㎡ バスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付き19151915191519151915 尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 龍山路龍山路龍山路龍山路 82㎡82㎡82㎡ バスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付き19151915191519151915 尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区尚東区 無錫無錫無錫 新区新区新区 ２ＬＤＫ２ＬＤＫ２ＬＤＫ 龍山路龍山路龍山路龍山路 82㎡82㎡82㎡ バスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付きバスタブ付き

28342834283428342834 長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 124㎡124㎡124㎡ 床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き28342834283428342834 長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 124㎡124㎡124㎡ 床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き28342834283428342834 長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園長江国際花園泓園 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 124㎡124㎡124㎡ 床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き床暖房付き

15421542154215421542 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 130㎡130㎡130㎡ 乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き15421542154215421542 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 130㎡130㎡130㎡ 乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き15421542154215421542 長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期長江国際花園二期 無錫無錫無錫 新区新区新区 ３ＬＤＫ３ＬＤＫ３ＬＤＫ 長江北路長江北路長江北路長江北路 130㎡130㎡130㎡ 乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き乾燥機付き

40



成さんの就職活動講座 第３回　外企的寒冬

   放眼过去的一年，身边裁员的声音不绝于耳。恍然发现，曾经辉煌的外企早已退去华丽的

外衣，步入凄凉的寒冬。而身在外企的我们，也不禁瑟瑟发抖。也许下一个轮到的就是我们！

　不禁悲哀，不禁感叹，不禁迷茫，不禁思索……

　我们每个人面临着自身的被裁苦痛，有的人是因为合同到期被裁 , 有的人因为自身能力不

足被裁 , 有的人由于高薪被裁，有的人因为公司倒闭被裁。不管什么样的方式结束？结局是

一样的，大家都面临着失业！在这份失业中品尝着内心的苦痛，同时一个声音在脑中不断地

询问自己。我们的出路在哪里？

日本人求人

中国人招聘

详情请咨询无锡素康步  jinzai@scope-china.net

お問い合わせは無錫スコープまで。jinzai@scope-china.net

　放眼无锡的招聘市场的状况，也仅限于“两头热”。一头是操作工，另一头就是技术职的招聘。

如果是处于失业的中层以及 staff 级别来说，相对来说再次就业就会显得无比艰难。这时如何

调整心态是非常重要的。切忌盲目与悲观，要积极地了解市场的最新状况，经常关注网络和猎

头公司的招聘信息，以便抓住每个弥足珍贵的机会。

　另外，在再次就业的路上，我们可以同时进行教育投资，选择一些增加自己竞争力的培训或

进修，获得更多的资本，以提高应聘的成功率。同时，也丰富了职业生涯的空白期，给应聘企

业留下积极向上，永不屈服的印象。

　说到这里肯定有人会问，为什么我是课长再就业也相当艰难呢？！我想原因主要有两点：

　第一：就是科长以上职希望的工资待遇高于目前市场水平！

　第二：对于离职理由，是否经过充分考虑？

　第一个问题，被裁课长由于在企业打拼年限比较长，自身离职前的工资处于高位水平，因此，

再就业时容易用前份工资水平作基础应聘，但是往往这个水平高于目标企业的设定薪资，从而

导致应聘的失败。

　第二个问题，对于被裁的课长以上高层员工，企业总是会有所顾虑，担心其不稳定性。这时

就需要我们对于离职理由作充分的说明。比如曾经就职企业是处于什么样的状况，由于什么原

因不续签合同等等。这里的重点是要诚心，切不可刻意隐瞒。其实对于应聘企业来说，经济不

景气导致的裁员也是能充分理解的，关键是候选人采取什么样的方式如何去说明这个原因。

　失业了，很多人会怀疑曾经在外企打拼的自己，曾经的付出是否值得？曾经的光阴是否值得？

曾经那样的自己是否值得？

　我想说肯定值得！一定值得！因为在那些摸爬滚打的岁月里，我们在成长，在蜕变。从一只

其貌不扬的毛毛虫蜕变成美丽的蝴蝶。谁说冬天一定没有蝴蝶？让我们全副武装，改变观念，

创造奇迹，努力飞舞在外企的寒冬里。

成晓燕

无锡素康步人力资源有限公司

无锡素康步咨询服务有限公司
cheng@scope-china.net

春节快乐〜！

No. 業　種 職種・職位 性別 年　齢 給　与 勤務地 必要な資格、条件、言語

2200114400110022 サービス業 営業担当 不問 25～35歳 10,000～20,000元 無錫 中：ビジネス、営業経験あり、中国で2年以上仕事経験がある方

2200114400110022 製造業 建設管理 男性 30～60歳 35,000元 無錫 中：日常会話、一級日本建築士資格、建築関係経験が5年以上

2200114400110022 製造業 営業部長 不問 ～50歳 15,000元 蘇州 中：ビジネス、即戦力、中国語

2200114400110033 サービス業 管理担当 不問 25～40歳 15,000元～ 蘇州 中：ビジネス、営業経験、IT関係経験があれば尚可

2200114400110044 製造業 総経理アシスタント 女性 30～40歳 10,000元 蘇州 中：日常会話、まじめで、守秘義務意識の高い方希望

2200114400110055 サービス業 事務担当 女性 23-40歳 8,000元 蘇州 中：日常会話、資料作成経験（ＰＰＴ）が必須

2200114400110066 製造業 営業担当 男性 25～50歳 20,000元 常州 中：挨拶程度、製造業出身或は若く溌剌とした方希望

2200114400110077 商社 営業担当 男性 25～35歳 10,000～15,000元 蘇州 中：ビジネス、営業経験が必須

2200114400110088 製造業 企画部長 男性 30～45歳 20,000元～ 蘇州 中：日常会話、製造業界で全般管理あるいは経営経験がある方

2200114400110099 製造業 営業マネージャー 男性 40～45歳 20,000元 無錫 中：不問、プレス製造業界での経験ある方

2200114400111100 製造業 工場長 男性 30～60歳 15,000～20,000元 蘇州 中：日常会話、工芸改善、PE管理できる方

2200114400111111 サービス業 営業マネージャー 男性 25～50歳 9000元～ 無錫 中：日常会話、性格が明るく、まじめな方

No. 业�　种 职种・职位 性别 年�　龄 薪�　资 勤务地 需要条件Ä�资格Ä�语言

2200114400111133 制造 电气设计 男性 2255--3355岁 44000000--44550000元 无锡 英语四级、本科毕业、22年以上电池或者电子产品机构设计经验

2200114400111144 制造 设计开发 男性 2255--3355岁 44000000--44550000元 无锡 英语四级Ä�本科以上学历Ä�22年以PPCCBB设计经验

2200114400111155 制造 品质系⻓长 男性 3300--4400岁 55000000元 无锡 日语熟练，55年以上品质管理经验，懂机加工

2200114400111166 制造 人事总务 女性 2255--3355岁 44000000--55000000元 无锡 日语一级Ä�11年以上总务经验，日企总务经验Å！

2200114400111177 制造 机械设计 不限 2255--3355岁 44000000--55000000元 无锡 本科学历Ä�33年以上机械设计经验

2200114400111188 制造 品质客户对应 不限 2255--3355岁 44000000--55000000元 无锡 日语二级Ä�有市场投诉对应经验

2200114400111199 制造 制造系⻓长 男性 3300--4400岁 55000000元 无锡 日语工作交流、55年以上制造管理经验，懂机加工

2200114400112200 制造 生产课⻓长 男性 3300--4455岁 55000000--66000000元 无锡 男性，55年以上制造管理经验

2200114400112211 制造 总务 不限 2255--3355岁 33000000--33550000元 宜兴 11年以上总务经验，特别是日系⻋车辆管理经验

2200114400112222 制造 客服担当 不限 2255--3355岁 4400000000元 无锡 韩语精通，22年以上客户对应（客服）经验者优先

2200114400112233 制造 嵌入式软件开发 不限 2255--3355岁 4400000000--66000000元 无锡 本科学历Ä�22--33年WWiinnddoowwss或LLiinnuuxx//AAnnddrrooiidd嵌入式软件开发经验

2200114400112244 制造 机械设计 男性 2255--3355岁 44000000--44550000元 无锡 机械专业Ä�本科学历Ä�33年以上日企机械设计经验

2200114400112255 制造 技术课长候补 不限 2277--3355岁 88000000--1100000000元 无锡 日语熟练Ä�55年以上汽车动力系统的设计经验

2200114400112266 制造 品质业务主管 男性 2277--3355岁 44000000--44550000元 无锡 英语四级Ä�33年以上品质管理经验

2200114400112277 制造 经营企划 男性 3300--4400岁 77000000元 无锡 日语一级、能看懂并且分析财务报表

2200114400112288 制造 销售 男性 2255--3355岁 面议 无锡 男性Ä�有开拓经验Ä�能适应出差

2200114400112299 制造 品质课⻓长 不限 3300--4400岁 55000000--66000000元 无锡 日语二级，55年以上品质管理经验

2200114400113300 制造 接插件设计 男性 3300--4400岁 88000000--99000000元 无锡 本科Ä�有接插件设计55年以上相关经验

2200114400113311 制造 技术课长 男性 3300--4400岁 88000000--1100000000元 无锡 日语熟练Ä�理工科专业Ä�汽车行业55年以上相关经验

2200114400113322 制造 人事总务课长 女性 3300--4400岁 1111000000元 无锡 日语熟练Ä�88年以上人事总务相关经验

2200114400113333 服务业 店长 不限 3300--4400岁 面议 无锡 有一年以上店长管理经验，有日系店铺管理经验者优先

2200114400113344 服务业 厨师 男性 2255--4400岁 面议 无锡 有三年以上厨师经验，有日系店铺经验者优先

2200114400113355 服务业 店员 女性 2200--3300岁 面议 无锡 有一年以上服务业经验Å！认真踏实Å！
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专业日本独资猎头！公司成立 11 年！
我们拥有丰富的日企招聘信息以及专业的从业人员。

无论你是想更换环境，还是需要就业指导，
都请来电咨询。

详细请咨询 ：（0510）8261-6610



春節（旧正月）の雰囲気を味わう♪

ニーハオ！R-panda です。

前回も書きましたが、いよいよ春節（旧正月）です。

春節期間は旧暦で見るので、毎年変わりますが、年間行事（祝日）の中で、最

も中国らしさを感じられるのが“春節”だと思います。

今年は例外で日本に一時帰国する予定なんですが、、、

春節（旧正月）は毎年中国で過ごすと決めています。

春節期間中、中国では花火や爆竹を鳴らす風習があります。せっかく中国に住

んでいるのに、それを見ずして…というのはなんだか勿体ないと思ってしまい

ます。

花火や爆竹を鳴らすのには、意味があります。

先ずは“除夕”（旧暦の大晦日）の深夜 0時に近付くと花火や爆竹を鳴らし、邪気を払い、新たな一年の

幸運を願います。0時がピークで、朝方まで続きます。そして、“初一”（旧暦の元日）から初二、初三

…と数え、南方では“初五”は“財神”（商売繁盛の神様）の誕生日（※北方では“初二”）という言い

伝えのあることから、主に商売をしている人が深夜 0時と朝方に、また、無錫をはじめ南方では“初八”

に仕事始めとする企業が多く、朝から花火や爆竹を鳴らし、商売繁盛を願います。

家族の健康を…というよりも、願いのメインが“お金”…なのが中国らしいですが、そういった思いを知っ

た上で春節の花火・爆竹の爆音を聞くと、より一層楽しめるかもしれません。ですが、、、今年は大気汚染

のせいで、爆竹自主規制運動もあるようで、見られないかも・・・です。

ただ、中国の花火は、侘び寂びを感じる風情ある日本の夏の花火とはちょっと（いや大分）違います。日本では“花火大会”やお祭り等で打ち上

げられるような大きな花火を、中国では一般人各々が道端の臨時的店舗等で購入して、各々が思い思いに住宅区（マンション敷地）内であげる…

という日本では考えられないスタイル。上海で生活していた頃、マンション敷地内で住人があげていた花火が私の部屋の窓にバンバン当たって時

には窓付近で爆発して、危ないなぁ～とヒヤヒヤしながら眺めていると、真向かいの部屋はベランダにガラス窓を設置していなくて、そこに花火

の火種が入り引火・・・それに気付いた住人が家族でバケツリレーをしている姿が！！新年早々、そんなボヤ騒ぎがありました。(汗 )

毎度のこと、最初は「凄～い !!」と感動して見入ってしまうんですが、それが毎日のように続くと、ただの騒音に感じてしまったりして、嫌気が

さしたりしますが…(笑 )

今月の特典情報

※上記の特典利用期間は全て 2014年２月２８日が期限となっております。詳細の内容につきましては、必ずお店の方にお聞き下さい。

※上述优惠活动截止日为 2014年２月２８日。具体信息请咨询当店服务员。
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広島焼き

末広
広島焼きを食べさせてくれる店がある。少し甘めのオタフクソースが

絡み合ってとっても旨い。このお店はウェイトレスが明るく、とって

も元気よい。だから美味しく、そして気持ちよく食事が出来るお店な

のだ。

新区假日广场有提供广岛烧的料理店。酱汁是略微带甜的口味，非常的

好吃。另外，这里的服务都非常的热情。美味可口的料理和热情的服务，

难怪这家店的客人络绎不绝。

営業時間 ：17:30-24:00　假日広場 81 号 , 電話 ：138-1254-0269

座席数 ：25 席 　テレビ有りDAT
A

店　名 条　件 特　典　内　容
立山假日広場店 「無錫新区へGO！」を持参の方 4名様以上のご来店で焼酎１本無料(1升瓶)
四万十川中山路店 「無錫新区へGO！」を持参の方 4名様以上のご来店で焼酎１本無料(1升瓶)
四万十川茂業店 「無錫新区へGO！」を持参の方 4名様以上のご来店で焼酎１本無料(1升瓶)
万菜屋 「無錫新区へGO！」を持参の方、土日に限る １ドリンクサービス
雲 「無錫新区へGO！」を持参の方 １ドリンクサービス
北斗 「無錫新区へGO！」を持参の方 10,000日本円にて北斗の食事カード700人民元を販売中
金泰 「無錫新区へGO！」を持参の方 お昼12％OFF、晩10％OFF（ドリンク、コース除外）
Dream Golf 「無錫新区へGO！」を持参の方 会員価格のご提供（コース利用など10％OFF）
亜夫農業 「無錫新区へGO！事務局」購入 商品20％OFF
春潮漁具 「無錫新区へGO！」を持参の方 商品10％OFF
霊芝創業園 「無錫新区へGO！」を見た方 商品12%OFF

店  名 条  件 优  惠  内  容
立山假日广场店 持【无锡新区 GO！】杂志来店 4人以上来店赠送1瓶烧酒（1800ml）
四万十川中山路店 持【无锡新区 GO！】杂志来店 4人以上来店赠送1瓶烧酒（1800ml）
四万十川茂业店 持【无锡新区 GO！】杂志来店 4人以上来店赠送1瓶烧酒（1800ml）
万菜屋 持【无锡新区 GO！】杂志来店，仅限双休日 赠送酒水1杯
云 持【无锡新区 GO！】杂志来店 赠送酒水1杯
北斗 持【无锡新区 GO！】杂志来店 10000日元可以在兑换700人民币的餐饮卡
金泰 持【无锡新区 GO！】杂志来店 享受白天8.8折，晚上9折优惠（酒水及套餐除外）
Dream Golf 持【无锡新区 GO！】杂志来店 享受会员价
亚夫农业 通过【无锡新区 GO！】事务所购买 商品8折
春潮渔具 持【无锡新区 GO！】杂志来店 商品9折
灵芝创业园 通过【无锡新区 GO！】杂志咨询 所有商品8.8折



美人情報募集中！假日広場で見ぃつけた！

人生いろいろ·花样人生

ゆき　YUKI　四川省出身　まほろば·生誕国（日本料理店）

故郷から出て来て１年、お仕事頑張ってます！

每天努力工作中！

自己还很年轻，希望大家多多包涵、关照。

（前号からの続き）

　１年後、彼女は故郷から無錫に戻って来た。彼と会うのも１年振り。１年間、お互いに言いたい事、話したい事がたくさんあったが、彼

の腕の中に飛び込んだ瞬間、もう二人に会話は必要なかった。二人は本当に愛し合っていることをお互いに認識した瞬間だった。ところが

そんな二人の貴重な時間に邪魔な音が鳴った。彼女の携帯電話の呼び出し音だ。５分程しか経っていないはずなのに、世界の時間は２時間

を経過していた。電話はお姉さんからだった。「子供がお腹を空かせているわよ！」（続く）

(上期后续 )

　1年后，她从故乡回到了无锡。时隔 1年又见到了他。在这 1年间，想和对方说的事有很多，但是被他的手臂紧紧抱住的瞬间，两人都没

有开口也没有开口的必要，就是这一个简单的拥抱就已经全部包含其中。在此时两个人都意识到了对方才是自己的真爱。但是就在二人享受这

宝贵时间的时候，扰人的电话声音响了起来。虽然只有短短的 5分钟，但是就好像过了 2个小时一样。电话是她姐姐打来的，告诉她：孩子

饿了，让她回家！（待续）
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Coming Soon!

即将来到无锡。

もうすぐ無錫にやって来る。
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春节快乐

假日広場２３６号　２F

0510-8521-8229

日本料理　万菜屋
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