无锡新吴区へGO！ ８

本格手打ち蕎麦

● COCORO ８月ライブスケジュール

３（土）
無錫フォークジャンボリー 19
アコギのライブです！

試験管ドリンク始めました。

１０（土）
Cocoro Music GIG Act.17
バンドユニットによるライブです！

罰ゲームできます。

２４（土）

Rock などを聴きながら

cocoro サマーフェス！

いかがでしょうか？
少し入りづらいお店ですが、音
楽好きが集まっているだけですの
で、お気軽にお覗きください。
LiVE MuSIC CLuB

COCORO
こ こ ろ
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LiVE MuSIC CLuB COCORO
無錫新呉区假日広場 36 info@wuxi-music.club

３０（金）

Super Johnny Show ！
ライブは楽しいです。観に来てくださいね！
LiVE MuSIC CLuB

COCORO
こ こ ろ

LiVE MuSIC CLuB COCORO
無錫新呉区假日広場 36 info@wuxi-music.club
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知商大使

知商大使パートナー企業

無錫恵能財務情報咨询有限公司

４８言語対応！便利です！

先月の記事で「２回の助成金」とお知らせ致しました。地区により異なり、
・高新企業育成リスト登録時：６万元〜２６万元

SIM 無し 1,280RMB

・高新企業登録時：３５万元〜７５万元
＊地区により助成金額が異なります。ご連絡ください。資料をお送りします。

SIM 有り 1,380RMB

高新企業を段階的に育てるという方針の下、「高新企業育成リスト」という
制度があります。初年度に比較的取りやすい「育成リスト登録」をし、翌年に

デモ機設置店：cocoro、宴

正式な「高新企業登録」を目指します。
日系企業様の場合、特許等が関係する知商などは、本社で管理されることが
多いとお聞きしますが、中国工場の経営戦略として今回の高新企業申請を考
えるのもよいのではないでしょうか？税制面·財務面での優遇策獲得を目的と
するということです。
高新企業認定の可能性診断を無償でさせて頂いております。申請を躊躇さ

れる前にご相談ください。

佐藤（139-1635-4411

sato@coatiis.cn）

日本語が通じる薬草治療院！

無錫ビジネスネット

無錫ビジネスネット

＜ 2018 年活動実績＞

・６０本の記事を微信で配信。
・商談案件３０件以上、成約１０件以上

肩こり・腰痛・捻挫
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新都会花園

郭氏
養成堂
旺庄东路

行创四路

【郭氏養成堂】

住所 ：無錫新呉区旺庄东路 199-16 2F（新都
会花园一期大门東側）
電話 ：152-5165-3397（日本語可）
営業時間 ：9:00-21:00

・フォロワー 579 名。※2019 年 6 月 25 日時点
●微信登録 ( フォロー ) はこちら

WeChat ID : wuxibiz

↑无锡中日商务交流网公众号 QR コード→

●ホームページはこちら

http://www.wuxibiz.net

↑無錫ビジネスネット HP QR コード→

お問い合わせは、sato.hiroshi@webrain.com.cn（佐藤）まで。
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麗

スナック

８月はボトルキープが１0％ OFF。
是非この機会にお立ち寄りください。
※雑誌を見たと言ってください。

今日もお仕事ご疲れ様です。
夕涼みにおいで下さい。
従業員四人でお待ち致しております。

お客様がまったりと、
おくつろぎいただける雰囲気を
ご堪能ください。
午前２時まで営業しています。

【麗】158-9556-5226( 日本語可）
假日広場 192 号 小次郎の隣
営業時間 20:00-2:00
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7
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假日広場でマグロの解体ショー
マグロ専門店（？）にリニューア
ルした石亭禅（假日広場１丁目）が、
定期的にマグロの解体ショーを披露
している。もちろん解体されたあと
は食することができる。当然新鮮で
ある。次回いつあるかとかはお店に
問い合わせてね。

一丁目に日式焼き肉店松坂家がニューオープン！
假日広場一丁目に日式焼き肉店松坂家が７
月オープンした。友和苑系列だけあって肉の
仕入れには安心感がある。假日広場界隈は焼
き肉店がひしめき合っている。韓国式焼き肉
を加えるともう数えきれないほどだ。食べる

吉本のぜんじろうが假日広場でお笑いライブ！

現在何かとお
騒がせな吉本興
業。そんな吉本か
らあんな感じやそ
んな感じでぜん
じろうが假日広場
の cocoro で７月
３日スタンダップ
コメディライブを
行った。しくじり
先生をしくじるな
どのネタを披露
し、会場は大盛況
であった。

爆風スランプのファンキー末吉が假日広場でライブ！
爆風スランプのドラ

側にとっては競争は嬉しいところ。どんどん

マー、ファンキー末吉

美味しくなっていって欲しい！

が７月１日假日広場の
ライブハウス cocoro

マッサージ店も続々オープン！
もう再開は難しいのではない
かと思われていた假日広場の
マッサージ店の数々だったが、
７月からニュー？オープンしだ
した。そう名義など、新しい店
としてオープンすれば開業でき
るではないか！ということで対
策を考え出したようだ。流石と
しかいいようがない。そういえ
ばこの前ラジオで The Rolling
Stones の Satisfaction が流れ
ていて解説までしていた。（笑）
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にてライブを開催。ド
ラミングの披露の他、
大村はんと一緒にア
コースティックでブ
ルースを演ってくれ
た。噂の”無錫的夜”
も披露され、会場は笑
い声とファンキーの泣
き声が交錯した。（笑）

フライト情報

無錫苏南硕放机场时刻表【利用方法】
WeChat 等で QR コードを読み込ん
でください。無錫空港からアップされ
ているフライト情報が見られます。登
録等はされませんのでご安心くださ
い。
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PA

ATA

松 扇

今月の一品！
今日は何食べる？

今無錫一番美味しいピザは ATAPA の４種類のチーズピザだと思う。

越

やっと出会えた本格手打ち蕎麦。無錫で食べられる幸せ！
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肉厚でジューシー。そして旨い！トンカツ食べるなら松扇がおすすめ！

福

娘

具沢山のあんかけ焼きぞば。食べるとホッとするのはなぜだろう？おすすめ！
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●料理店 Listing（無錫）
●日本料理

●寿司・日本料理

●料理店 案内図（無錫）

あ 明日葉

無錫新呉区假日広場168

186-6258-6626

あ 彩桜

無錫新呉区假日広場243

0510-8119-1006

あ 炙家

無錫新呉区香山路5-10

138-6180-9644

き 金太郎

無錫崇安区复兴路108号-9

0510-8826-7070

あ 彩亭

無錫新呉区假日広場9,10,11

0510-8525-9977

す 鮨龍

無錫新呉区假日広場50-1

0510-8877-0955

う 有頂天

無錫新呉区假日広場163号

181-6883-3833

え 越

無錫新呉区假日広場237

0510-8181-5697

え 宴

無錫新呉区假日広場37

136-1619-7211

き 牛匠

無錫新呉区假日広場18

0510-8119-0011

え 恵比寿

無錫新呉区假日広場237

159-5157-3721

き 金太郎

無錫崇安区复兴路108号-9

0510-8826-7070

か 楓

無錫新呉区假日広場83

139-5157-0902

こ 五番街焼肉

無錫新呉区假日広場72

138-1510-4308

か 神楽屋

無錫新呉区長江南路彩虹城1-114

134-0577-2878

し ジパング焼肉 無錫新呉区假日広場219

0510-8522-9816

か 家族亭

無錫新呉区假日広場89-91

138-1227-8205

す スタミナ苑

無錫新呉区假日広場208

0510-8521-7827

か かどや

無錫新呉区假日広場166

0510-8270-3177

ま 松坂家

無錫新呉区假日広場

か かどや２号店 無錫新呉区假日広場
き 北海

無錫新呉区假日広場240

0510-8521-3269

き 京都亭

長江北路5号長江倶楽部南館2F

0510-8260-9777

き 魚村

無錫新呉区假日広場90

189-1412-4488

さ 酒肴

無錫新呉区香山名園5-2千禧酒店旁

0510-8525-9606

さ 櫻田

無錫新呉区假日広場236

0510-8815-4008

さ 桜の亭

無錫新呉区假日広場201

0510-8522-9606

さ 桜家

無錫新呉区假日広場55,138

0510-8525-9982

さ 里

無錫新呉区假日広場26

0510-8115-7817

さ 三松

無錫新呉区假日広場41

し 静香

無錫新呉区假日広場70

し 旬彩宴

無錫新呉区高浪路ヒルトンホテル内 0510-8112-1220

し 聚炉焼

無錫新呉区長江路11号千禧酒店1F

0510-6661-5551

せ 禅石亭

無錫新呉区假日広場43

151-9030-3381

せ 雪月花

無錫新呉区假日広場75

た 貴木
た 竹
つ 翼

無錫新呉区假日広場

と 寅san

無錫新呉区假日広場88

0510-8522-0792

と 鳥しゅう

無錫新呉区香山名園5-4千禧酒店旁

136-4618-9484

158-9533-8597

ま まん福
無錫新呉区長江北路5号長江倶楽部2F
し
●お好み焼き・鉄板焼き
無錫新呉区假日広場81

138-1254-0269

ほ 北斗

無錫新呉区假日広場32

158-6156-2034

み 美舟

無錫新呉区假日広場73

●日式洋食・日本料理

無錫新呉区假日広場170

180-6833-5221

は 羽

無錫新呉区假日広場262

0510-8581-8183

●洋食・イタリア料理・スペイン料理

0510-8522-3007

な NAPOLI

無錫新呉区假日広場182

0510-8511-6777

無錫新呉区假日広場1

0510-8181-9797

ほ POPピザ

無錫新呉区假日広場117

0510-8522-3353

無錫新呉区假日広場87

0510-8521-9377

な 奈良

無錫新呉区假日広場2F北海の裏

152-4053-3003

は 博多山笠

無錫新呉区假日広場56

139-5151-2270

ひ 日和

無錫新呉区假日広場183

0510-8181-4600

ふ 福娘

無錫新呉区假日広場17

0510-8119-1183

へ 犇鱻

無錫新呉区假日広場182-4

0510-8119-1166

ま 眞

無錫新呉区長江倶楽部２F

0510-8521-8337

ま 松扇

無錫新呉区假日広場2-255

0510-8522-1299

ま 丸味

無錫新呉区金輪星光名座３F3100

0510-8899-9786

ま 万魚亭

無錫新呉区香山路路口千禧酒店旁

0510-8119-2977

み 都石亭

無錫新呉区金輪星光名座３F3100

0510-8181-9311

み 味幸

無錫新呉区假日広場31

137-7108-2825

み 明

無錫新呉区假日広場25

139-5151-6852

む 武蔵

無錫新呉区假日広場192

も MOMOYA

無錫新呉区假日広場76

や 八鶴

無錫新呉区假日広場190-1

●韓国料理・韓国焼肉
こ 小草屋

無錫新呉区假日広場188-2

●キノコ料理・菌菇料理
さ 山林

●カレー

せ 雪月花

●沖縄料理

な 南風

●ライブハウス

こ COCORO

●ラーメン・餃子

無錫新呉区假日広場173

越

凛

薫

明日葉

櫻田

J・T

セブン

川吉

イレブン

SUN

ATAPA

松扇

一
丁

Grace

恵比寿

KOMUGI

友和苑

Lucky

POP ピザ

マルちゃん

炙 楽

目

山林

ジパング

酒肴
鳥しゅう

屋 園

小
次
郎

武
麗

蔵

八
家
酔

京

小
草
屋

日和

玛歌

NAPOLI

路

魚
亭

←
王

龍

３

路

将
羽

山

万

長江北路

浅野屋

夢味

香

八鶴

彩亭

山

号

犇鱻

王将

桜の亭

長

江

北

2F

檸檬

路
長江倶楽部

金輪星光名座
丸味

3F（長江北路側）

初味

1F（長江北路側）

眞

まん福

京都亭

2F（北）

2F(南)

0510-8522-7385

無錫新呉区假日広場49
無錫新呉区假日広場45

158-5274-4800

無錫新呉区假日広場36

130-3350-1002

0510-8119-0761

0510-8580-7797

お 王将３号店

無錫新呉区龍山路５号

0510-8521-7007

137-7157-2673

き 桂三拉麺

無錫新呉区長江路10先行大厦1F

0510-8521-9123

無錫新呉区假日広場9-1

0510-8521-3555

き 餃子酒場

無錫新呉区假日広場95

158-5274-4800

ゆ 夢味

無錫新呉区假日広場

0510-8115-7817

こ 五番街

無錫新呉区假日広場52

138-6185-6753

ゆ 夢道楽

無錫新呉区假日広場

0510-8525-8755

ふ 風屋

無錫新呉区假日広場9号-2

0510-8522-5723

ら 楽園

無錫新呉区香山路5-10

0510-8525-8755

ら 蘭

無錫新呉区假日広場85

138-0617-4763

り 凛

無錫新呉区假日広場250

0510-8181-4445

無錫新呉区假日広場126

139-2127-4577

れ 檸檬

無錫新呉区長江北路6-1

0510-8522-2977

ろ 炉端蔵

無錫新呉区假日広場247

0510-8181-9366

わ 和心

無錫新呉区假日広場49

182-6016-0931

こ KOMUGI

栞

かどや

137-7108-5097

無錫新呉区假日広場13

14

炉端蔵

0510-8522-7902

お 王将

●ベーカリー

香山路付近
奈良

貴木

159-2137-1079

●しゃぶしゃぶ・火鍋

有頂天

北海

2F

無錫新呉区假日広場2-222

0510-8521-1299

路

都石亭

か 川吉

ゆ 友和苑

江

彩桜

158-5272-7958

あ ATAPA

と とりや小次郎 無錫新呉区假日広場193

●假日広場 ２楼

0510-8511-3699

す 末広

●日本蕎麦

汉
ホリデイ・ゴルフクラブ

●日式焼肉

●假日広場一丁目（１F）
长

福
娘
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幸

江

五
L
桜
バ
番
家
｜
街

静 美
香 舟

M
O
M
O

Y
A

餃

家

バ 末
｜ 広 楓 族
亭
雅

子
酒
場

一丁目

北
路

禅
南 和
石
風 心
亭

c
o
c
o
r
o

風
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牛
匠

明 里

松
北
坂
斗
家

宴

三
松

鮨
龍

博
多
山
笠

汉
江

夢
道
楽

翼

五 雪
番 月
街 花

蘭

魚
村

竹

寅
sa
n

か
ど
や

路
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インド料理
甘尼仕爵士酒吧印度餐厅（阳春巷）
珍しいインド料理。筆者調べでは無錫ではここだけ！美味しくてよかった！
料理だけでなく嬉しいのがビール！ヨーロッパ系のビールが充実していて豊富
な品揃え。ビールクーラーが用意されているので品定めしに行こう。見るだけで
も楽しいです。１本２５元くらいから飲める（会員になるとかなり安くなる）が
とてつもなく高いビールもあるので値段はちゃんと確かめてから選びましょう。

蘇州や南京でも展開しているインド料理のチェーン店。
ミシュランお墨付きのシェフが作る。どれも美味しいがお
すすめはシュリンプカレー。カレーのまろやかさが前面に
出ていてナンとの相性抜群。おすすめのナンはチーズナ
ン！これは絶品でこれだけでも食べたくなるほどだ。どの
料理辛さ控え目で食べやすい。きっと無錫人のテイストに
合わせているのであろう。右の写真はマッシュルーム。
10

ドラムも置いてあったりと何かとおすすめのインド料理店です！店長らしき人はネパール人でした。

【 甘尼仕爵士酒吧印度餐厅 】阳春巷 38 号

0510-8501-8660

ホテルニッコーの裏口からまっすぐ 100m 営業 11:00-14:00 17:00-0:00
11
11

スト！

みのテイ

日本人好

スペイン & イタリア料理

ATAPA

２F

假日広場

イベリア産の生ハム！

餃子９種類
超リーズナブル
土日のお昼

やってます！

17:00-19:00 お得！
生ビール８元、
レモンサワー１８元、
ハイボール２８元
八王子醤油ラーメン

＜＜８月のキャンペーン＞＞（期間 8/1 〜３１、指定ワインのみ）
●ワイン１本買うともう１本サービス！（１本目のみ）
●水曜日は女性２名以上のご来店でワイン１本サービス！

★ゴルフなどのスポーツ後に最適なコース料理始めました！
生ビール、ハイボール飲み放題付きで＠１８０元！
ご予約いただければ、何時からでも OK です。
※宴会時間は２時間となります。

場！

登
続々

も

新作

濃厚魚介豚骨つけ麺
味玉トッピング

アラブ風パクチーラムチョップサラダ（ちょい辛）
48RMB

ワタリガニトマトソースクリームパスタ
78RMB

和牛牛肉シンプルカルパッチョ
58RMB

２F は３０〜４０名様までの貸切宴会可能です！ 貸切コース料理は 150 元〜。プラス３０元で生ビール飲み放題 OK ！（コースのみ） その他ご宴会はご相談ください。

ランチプリンサービス！

微信予約・デリバリーはこちらから↓
●個室５部屋有ります。最大２０名様までの個室有ります。
【餃子酒場】假日広場 95 号（一丁目）158-5274-4800（日本語可）
営業時間 土日（10:30-14:00、17:00-1:00）平日（17:00-2:00）
16

！

てますよ

もやっ
日ランチ

土
微信予約

饿了么

美团外卖

【ATAPA】假日広場 2F222 号

159-2137-1079( 日本語可）

営業時間 ：16:00- ０:00 （土日ランチ）11:30-14:00
17
17

蕎麦好きなら口に入れた瞬間にわかるはずだ。本物だと。

二八蕎麦ならではの食感、ほんのりと蕎麦粉の香りが漂い、
思わずにやけてしまうだろう。やっと無錫の蕎麦もここまで
たどり着いたのかという実感を味わって欲しい。

本格手打ち蕎麦を始めた越。蘇州の蕎麦専門店で経
験して来た料理人が蕎麦を打つ。これが蕎麦の味。無
錫でそれを実感できるのが越。
越の蕎麦は二八

蕎麦。食感はなめ
らかさにしなやか
さが加わり、つる

午後８時半以降は 焼酎ボトル２０％オフ！（期間 ：8/1-31）

りと喉を通り過ぎ
る。蕎麦粉の繊細
な香りが清涼感を
感じさせます。

歓送迎会各種宴会承ります。
個室有ります！

【 越 】0510-8181-5697( 日本語可）
假日広場２３９号（２F） 営業時間 16:30-23:30
18

19
19

●ひよこクラブ

仲間募集コーナー

《楽しくラウンド》がモットー。登録会員数は現在 50 名程、20 代～ 60 代で、シングルの方から初心者の方まで
男女問わず、幅広い方が参加。毎週日曜、張家港の双山ゴルフクラブにて 12 名～ 20 名程でコンペを開催。これか
らゴルフを始める方、しばらくゴルフをされていない方、男女を問わずゴルフを愛好されている方は、お気軽にご連
絡下さい！

小澤

ozawa@corona.com.cn

●尚東雅園友の会

●無錫さくらんぼ文庫
☆活動場所 : 東和苑 C 棟 107 プレイルーム

☆会員になっ

て頂きますと、好きな時に絵本を借りることができます！
☆みんなで集まる活動日は不定期となりますので、ホーム
ページでご確認ください！
URL: http://blog.goo.ne.jp/wuxisakuranbo
メール : wuxisakuranbo@outlook.com 中平 ( なかひら )、守分 ( もりわけ )

尚東雅園にお住まいの方で、
日本語が話せる方なら、

ジャンル問わず音楽仲間が集まる会です。日

誰でも入会可能です。懇親会だけでなく、メーリン

にディスカッションを行い、無錫で働く人たちの親睦を図る」

グリストや微信グループチャットも活用し、ご近所

を目的にしている”無錫ディスカッション交流会”です。参

情報を交換しています。

加条件は、無錫で仕事をしており、日本語を話せる人。

連絡先：
taniguchi@scope-china.net（谷口）まで。

連絡先 ：sato.hiroshi@webrain.com.cn（佐藤）まで。

本でバンド活動をやっていた、楽器をやって
いた方、無錫で音楽好きが集まって演奏し
やってます。また毎週木曜日は LiVE MuSIC
CLuB cocoro で練習がてらのほろ酔いライ
ブを開催中です。
協力し合えばなんとかなる。
お気軽にお問い合わせ下さい。

●常州 DUCK（テニスサークル）
毎週土日の午前中 3 時間づつ開催しています。初心者大歓
迎です。毎日経験者・初心者一緒になってボールを追いかけ

連絡先 ：info@wuxi-music.club（谷口）
URL:http://www.wuxi-music.club

ており、皆真剣です。練習後のお疲れ様会、夜のテニス談議

連絡先 ：Junichi_komori@sakuma-ss.com.cn（小森）

●無錫１１７会

●無錫しゅまっしゅ（バドミントン）

昭和３８・３９・４０年生まれの同年代が

毎週土曜日の夜、練習しています。初心者歓迎です。蘇州、上海の

気軽に月に一度集まっています。昭和の歌

チームとも、定期的に交流しています。友人の幅を広げませんか。

を唄い「アジアの片隅で○い酒飲み干せば

練習日：毎週土曜 19：00 ～ 21：00、場所：CD 球館（宝龍店）（朱

なにを思うのでしょう。異業種交流も含め

江路 10 号）連絡先 ：李文娟 441539519@qq.com

ましょう。自己紹介しないまま知らないう
●無錫楽器初心者の会

ちに打ち解けられる会にしています。

楽器をやり始めたいなあと思っている人、最近

連絡先 ：sumi@scope-china.net（角）

やり始めた人、初心者同士が集まって練習し

CIRRUS

無錫に来て、運動不足を感じている方、タイエットを考えて
いる方、手短に始められるランニングを仲間と一緒にはじめ

ませんか？個人でもバンドでも楽器もなんで
も OK です。楽しくゆっくりやっていきたいと

てはいかがでしょうか？また、ここ数年で、中国のマラソン

思っています。お気軽にお問い合わせください。

人気は急上昇しており、各地で大小さまざまなマラソン大会

連絡先：sato.hiroshi@webrain.com.cn（佐藤）

が数多く開催されています。ご興味ある方、一緒にいかがで

●う～し～ＢＵＬＬＳ（バスケットボール）
毎週土曜日の午後、宝龍広場近くの CD 球
館で活動しています。日本人・中国人、初
心者～経験者、20 代～ 50 代と様々な人
が共に汗を流しています。簡単な日本語が
出来れば国籍は問いません。初心者も歓迎

すか？お待ちしています。
連絡先 ：kazuhiko.sugiura@gmail.com（杉浦）

です。
「バスケがしたいです・・・」と思
●無錫ボウリング同好会

われている方、是非ご連絡下さい！

無錫ボウリング同好会幹事の北村です。ボウリ

連絡先 ：yohei_tanijiri@geomatec.com.cn（ヤンピン）

●お〜奈良の会（無錫）

ング同好会の活動は、毎週土曜日の午後 4:30

奈良県人は勿論、奈良に会社のある方、奈良にゆかりの人、

〜と毎月１回ボウリング大会を開催していま

●無錫兵庫県人会

奈良が好きな人、そしてお店「奈良」が好きな人も歓迎！！

す。国籍や性別・年齢は問いません。仲良く活

兵庫県にゆかりのある人ならどなたでも入

奈良つながりで仲間の輪、人脈を広げましょう！

動しています。活動後は一緒に食事して交流を

会出来ます。たまには故郷の言葉で話した

連絡先 ：lxy860510@me.com（奈良

更に深めています。

い！なんて人は是非ご入会を！お気軽にお

連絡先：ryuichikita0627@yahoo.co.jp（北村）

問い合わせ下さい。連絡先 ：wxhyogo@

李小優）

yohei_tanijiri@geomatec.com.cn（ヤンピン）

scope-china.net（藤村）
●無錫日商倶楽部 OB 会
日本にて無錫日商倶楽部 OB 会が発足されました。年に数回ですが無錫の話題で盛り上がっています。ご帰任される方
はもちろん、春節や国慶節に開催しておりますので、現在駐在されている方でもご加入下さい。
【連絡先】

「異業種の人たちが集まり、無錫、中国、仕事などをテーマ

月に一度は記憶が無くなるまで飲み明かし

も欠かさず開催、そんな仲間に入りたい方、土日の運動を考
えている方、一緒に運動しませんか？

●無錫ディスカッション交流会

●無錫ミュージッククラブ（WMC)

てみませんか？ほぼ毎週末どっかでライブ

皆様のご参加お待ちしております！！

●無錫ランニングサークル

連絡先

●無錫バレーボール倶楽部
年齢、性別、国籍、経験関係なし！ただボールを追いかけるのが楽
しいだけ！無錫だけでなく、蘇州、常熟、常州、上海からも多数参
加です。年齢層も幅広く（10 代～ 60 代手前）、バレーボール外の
交流（日商倶楽部イベント、飲み会等）も充実です。赴任されて身
体を動かしたいな、友達増やしたいな、という方、ご参加をお待ち
しております！
場所 ：CD 球館（宝龙店）活動時間 ：
（ほぼ）毎週土曜日午前中
連絡先 ：渡辺 kyoichi.watanabe@murata.com
● 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 ：yuki_murakun@hotmail.co.jp （林）

●無錫 FRESH（サッカー）
毎週日曜日、日系会社のグランドをお借りして 9 ；00 ～ 12 ；00 まで実施しています。練習もしくは練習試合を

懇親会 ：YukiSakamoto@economist.com（坂本）又は o-yamaguchi@sanwanet.co.jp （山口）
、

行い、終了後は広場でビール片手に大宴会です。仕事の日々でお疲れの方、暇な方、とりあえず楽しみたい方、一

ゴルフ ：kenshi-miyazawa@ma.dic.co.jp（宮澤）

緒にサッカーしませんか？フレッシュの基本方針は ( とりあえず自由に楽しく！ ) です。ヤンチャ坊主な方も大歓
迎！女性の方も大歓迎！ 60 代の方も大歓迎！！皆で一緒に自由なサッカーを！楽しい無錫生活を送りましょう！

このコーナーへの掲載のお問い合わせは、info@wuxi-go.com まで。無料です！
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連絡先 ：Keita_Iwahashi@nissho-group.com （岩橋）
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談も
のご相 最新賃貸物件情報
え
替
お住み どうぞ♪
（
）
に
軽
気
お
2019 年８月 1 日現在

〜無錫新呉区物件〜

間取り

２LDK

間取り

2LDK

住所

長江北路

住所

前衛路

基本家具・家電完備
ウォシュレット
バスタブ

基本家具・家電完備
ガス給湯器

ウッド調の
家具で明るい

センスの良い
インテリア♪

印象のお部屋♪
緑豊かな敷地内環境

長江国際花園 2 期雅園に隣接するマンション

間取り

3LDK

間取り

１LDK

住所

天山路

住所

長江北路

基本家具・家電完備
バスタブ
ガス給湯器

基本家具・家電完備
バスタブ

バスタブ

単身者に
人気♪

あり物件♪

スーパー家楽福、ショッピングプラザ宝龍の斜め対面でお食事お買い物共に便利♪

緑豊かな敷地内環境

〜無錫市内物件〜
間取り

１LDK

間取り

1LDK

住所

中山路

住所

学前東路

基本家具・家電完備
バスタブ

眺め良好な
高層

基本家具・家電完備
ウォシュレット
ガス給湯器

マンション♪
地下鉄【勝利門】の真上に位置し交通便利。

目の前に
歩行街♪

大型スーパーや繁華街にも近く、生活・買い物共に便利な立地。

間取り

２LDK

間取り

３LDK

住所

淮海東路

住所

文渊街

基本家具・家電完備
バスタブ
ウォシュレット

崇安寺
ど真ん中♪

崇安寺、日系スーパー【リンコス】が入ったショッピングプラザ蘇寧広場も徒歩すぐ、買い物至便。

基本家具・家電完備
ウォシュレット
ガス給湯器

無錫市内
中心部で注目の
新しいマンション♪

地下鉄【三陽広場】の真上に位置し交通便利。

【スコープ不動産お問い合わせ】0510-8260-1223 estate@scope-china.net
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EASY Chinese の中国語豆知識 ⑥

中国語の家庭教師

基礎文法 100 個を紹介していきます。今回は２回目になります。
６、无 (wú) 锡 (xī) 的 (de) 夏 (xià) 天 (tiān) 比 (bǐ) 日 (rì) 本 (běn) 热 (rè)。
訳文 ：無錫の夏は日本より熱いです。
文法 ：A 比 B → A は B より何々です。
７、我 (wǒ) 打 (dǎ) 算 (suàn) 明 (mínɡ) 天 (tiān) 回 (huí) 日 (rì) 本 (běn)。
訳文 : 明日日本に帰るつもりです。
文法 ：打算→何々をするつもりです。
８、你 (nǐ) 每 (měi) 天 (tiān) 怎 (zěn) 么 (me) 去 (qù) 公 (ɡōnɡ) 司 (sī) ？
訳文 : あなたは毎日どうやって会社に行きますか？
文法 ：怎么→交通手段を訪ねる時に使います。

プレイベートレッスン
派遣型の家庭教師です。
マンツーマンの指導です。
初心者、初級、中級などレベルに応じた学習が可能。
HSK 対策コースもあります。

中国語教室
無料体験できます！
随時受付中！
ニーズに応じた学習プランが可能！
明るくて優しい先生が

まずは気軽に
お問い合わせください。

↑假日広場

農業
銀行

旺庄路
長江路

●学校名：EASY CHINESE
●住 所：長江一号 6 5F22 室
●連絡先：139-2115-0191

中益国
際商務
酒店

長江北路

WeChat はこちら→
お気軽に
お問い合わせください。

マンツーマンで熱心に指導します！

24

先生は全員女性の経験者だから安心です。

茂業百貨

長江一号
公寓 5F

24

＜お問い合わせ＞
無錫スコープ jinzai@scope-china.net
0510-8261-6620
無錫新呉区湘江路 2-2 金源国際大厦 B 棟 419 室

25

の中国語講座②

Japan Fair in Wuxi ！
賛同者募集！

１、同样的汉字，不同的意思（同じ漢字でも、意味は違うものがある）

『無錫に住む方達と交流を深めようという趣旨で、家族で楽しめる『ジャパンフェア』
の開催を企画しています。假日広場にステージを設置し、
各種プログラムを企画中です。
このジャパンフェアですが、ボランティアを集めて運営をさせて頂こうと考えていま

２、每日成语

す。そこで、フェアに参加を希望する個人、サークルを探しています。ご賛同いただ

【一问三不知】 何を聞かれても知らない様子
3、中文道歉的几种说法

4、猜一猜

ける方は、ぜひご参加いただけますよう、よろしくお願い致します。

5、中国吃饭的地方的几种说法。

A ：小明帮我切一下西瓜吧。

食事する場所、中国語には

B ：切，我才不切呢。

それぞれの名前がある。

質問 ：切る、切ない？

征集号令！
以与居住在无锡的朋友一起交流为宗旨，策划组织跟家人在一起才能感受到的『日
本交流会』
。在假日广场设置舞台，策划各种各样的活动。这个日本交流会，打算召集志
愿者来运营。因此，搜寻希望参加交流会的个人以及团体。有意向的朋友，欢迎参加，
踊跃报名！

中国語を勉強するなら実績の佳陽へ！
●コースはマンツーマンコース、少人数コース、子供コース、
企業授業、短期学習コースなどいろいろと取り揃えております。
●先生は全員若い女性で日本語ができます。
●無料体験もできますので、お気軽にお問い合わせください。

開催予定日：９月１４日

WeChat でのお問い合わせ→
ホームページ → http://www.kayouclass.com/jap
無錫ビジネスネット
長江北路

中益国
際商務
酒店

↑假日広場

農業
銀行

微信 ID:wuxibiz

旺庄路

26

長江路

●住 所：長江一号 A 座 504-1
●連絡先：0510-8181-4977

茂業百貨

无锡中日商务交流网

26

長江一号
A 座 504-1

http://www.wuxibiz.net
27

● 2019 年無錫日系企業給与相場について
◆職種職位別給与相場（手取り）※ 弊社への求人案件、求職者の現在給与、希望給与から割り出した金額となります。
営業
技術・開発
生産・品質
総務・人事
購買
財務
物流・通関
秘書・通訳

最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高
最低
最高

一般・担当 主任・係長
5,000
6,500
5,000
6,500
5,000
6,000
4,000
6,000
4,500
6,000
5,000
6,000
4,000
6,000
5,000
6,000

7,500
9,500
7,500
9,500
6,000
8,000
6,000
8,000
6,000
8,000
6,000
8,000
6,000
7,000
6,000
8,000

課長

10,000
12,500
10,000
12,500
9,000
11,000
8,000
10,000
8,000
10,000
8,000
12,000
8,000
10,000

部長・次長

12,000
13,000
12,000
12,000
12,000
12,000
10,000

！

材
人
目
注
の
月
今
（19071001F）製造

次長

経験 10 年以上

男性

36-40 歳

日本語交流可能レベル、希望給与 : 応相談 希望勤務地 ：無錫
経験 PR: ①現場安全生産、5S 管理。安全管理とリスク識別仕組みの設立参加②生
産計画最優調整、PFMEA/CP, 作業標準作成、生産一致性確認、部品材料アレンジ。
（19070901F）日本語通訳

担当

経験１０年以上

女性

31-35 歳

日本語一級、希望給与 ：税込み 8,000 元以上 希望勤務地 ：無錫
経験 PR: ①リチウムイオンポリマー電池生産及び基礎インフラ関係の現場通訳②電
池生産関係の通訳を担当した経験から基礎インフラ関係に深い興味を持つようにな
り、施設部署での通訳も担当した。②大型 PJ 会議の手配と関係者との調整連絡 /
日本出張者の受入と対応 / 来客の受入。

◆ 2019 年の求人、求職者の傾向
１、技術人材の求人は相変わらず多く、人材不足である。特に日本語のできる技術者は引く手
数多のため募集をするなら長期的にしなければならない。
２、2019 年度の相場感は昨年と比べ若干上がっている。人材の動きに活発化がなく、日系企業
の場合は長く務めようとする人材が増えてきている。
３、営業人材は募集案件の多い職種となっており、特に担当クラスは求人が多く人材不足である。

（19070802F）機械系開発エンジニア

エンジニア

経験１０年以上

女性 31-35 歳

日本語ビジネスレベル、希望給与 : 税込 17,000 元 希望勤務地 ：無錫
経験 PR: ①自動車シート等の機械系開発。②顧客ニーズを把握し技術課題を洗い出
し対策案を検討する。開発日程の作成。③顧客と一緒に方案の実現可能性の確認、
質問への回答。④製品に関する説明書と部品 BOM 表を作成します。

日本語のできる人材は特に不足している。
（19070202F）設計

４、営業に限らず担当クラス（手取り 5.000-6,000 元）は大人気で人材不足。
５、日本語のできる担当クラスは、製造業から金融、サービス系に流れている傾向が昨年に引
き続き見受けられる。

担当

経験１０年以上

男性

36-40 歳

日本語交流可能レベル、希望給与 ：税込み 8,500 希望勤務地 ：無錫
経験 PR: ①センサー系の設計②温度特性、外形寸法など

６、ローカル企業の社会保険、福利厚生等の充実により、日系企業の人気は下がってきている。
７、リストラされた人材の多くは、ローカル会社に就職する傾向が高いが、その後日系企業へ
回帰する現象も多く見られる。この場合多額な給与額を求めない傾向にある。
８、新卒補充ができていない会社が多い。特に技術者。日本語ができる技術者は奪い合いになっ
ている。
９、管理人材の登録者は多く、希望給与も高く要求しない傾向があり、安定性を重視している。
１０、若い人の日系企業への求職者は少ないこともあり、手取り 5,000 元以下の採用は難しく
なってきている。但し、手取り 7,000 元前後の日系企業経験者の人材は割と多い。
ーー
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無錫スコープ

ーー

人材のことならどんなことでもお気軽にお問い合わせください。
無錫スコープヒューマンリソース
jinzai@scope-china.net
0510-8261-6620
無錫市新呉区湘江路 2-2 金源国際大厦 B 棟 419 室
29

本語）
いろ（日
人生いろ
回
末 第４
る恋の結
燃え上が
気がつくとそこは病室のベッドの上にいた。倒れた後、アヤが騒ぎながら救急車を呼んでいたことを
かすかに覚えている。頭が痛い。どうやら包帯が巻かれている。
「おい、田宮！気がついたか！」
「う、うん。山田か。ここは病室？」
「そうだよ。アヤちゃんが救急車を呼んでくれたんだよ」
「ごめん、なんか迷惑をかけてしまって」
「いやいや、
でもどうもなくて良かったよ。倒れた原因は貧血らしい。倒れた時に頭を打ったんだけど、
脳には異常ないってさ。良かった、良かった」
「ありがとう。ホッとしたよ。あ、アヤ、アヤがいて助かったよ」
「そうよ。心配したよ」
病室には、山田とアヤの他、直属の部下一人と総務の女子社員が一人来ていた。みんなが心配してく
れていた。
「仕事は、、
、
」
「仕事のことは心配しなくていい。なんとするから。お前は３日間入院、安静１週間。ゆっくり休み
なさい」と言ったあと、耳元で囁いた。
「頭と打ってたし、血だらけだったしで、万が一のことを考え、この事は日本本社にも伝えた。それ
はいいとして、このことは奥さんにも伝わって、急遽明日無錫に来ることになった」

（中文）

人生花样

４篇
事原委 第

热恋的故

我醒来的时候发现在病房的床上。倒下后，我隐约记得阿雅一边吵闹一边叫救护车。头痛。好
像缠着绷带。
“喂，田宫！注意到了吗！”
“嗯，嗯。山田啊。这里是病房？
“是啊。阿雅帮我们叫了救护车”
“对不起，给你添麻烦了。
”
“不，不，幸好没什么事。倒下的原因似乎是贫血。倒下的时候撞了头，但是脑子没有异常。太好了，
太好了”
“谢谢。松了一口气。啊，阿雅，幸好有阿雅在帮了我们”
“是啊。我很担心”
病房里除了山田和阿雅，还有一个直属部下和一个总务的女职员。大家都很担心。
“工作呢……”
“不用担心工作。我会想办法的。你住院三天，
静养一周。请好好休息」
说完之后，
在我耳边低声私语。
“撞了头，浑身是血，考虑到万一，这件事也传达给了日本总部。还有，这件事情也传达给夫人了，
急急忙忙决定明天来无锡”

「えっ？嫁が？」

“啊？老婆？”

「そうなんだよ。でもこれは仕方がない」

“是啊。这也是没办法的”

「わかりました。ちょっと嫁に電話してもいいですか？」

“知道了。可以给我老婆打电话吗？

嫁に電話をした。嫁は泣きそうな声で良かったと言ってくれた。始めは来なくていいというつもり
だったのだが、そんなことはとても切り出せなく、結局嫁は明日来ることになった。
「わかったよ」アヤちゃんが大きめの声で言った。
「私今から部屋片付けに行くから心配しないで。奥さんが日本に帰るまで私は友達の家に泊まってる
から。その代わり、
奥さん帰ったらすぐに連絡してね！そして美味しいご飯ご馳走してもらうからね！」
と言って、アヤちゃんは病室を出て行った。
「いい彼女さんやなあ」と山田が言うと、社員の２人は笑っていた。
翌日、嫁がやって来た。社員が空港まで行き、直接連れて来てくれた。
「心配したんだからね！もうこれを機に日本に帰ってきたらどうよ？」とまで言われたが、お互い顔
を見合わせ、ホッとしたとこがあり、それ以上は言わなかった。
「それでも本当に山田さんには感謝ね。山田さんが見つけてくれたんだってね」
アヤではなく山田が助けてくれたことになっていた。
社員は笑っていた。

给妻子打了电话。妻子用快要哭了的声音说幸好。原打算一开始就让她不用来，
可怎么也说不出口，
结果还是妻子明天来。
“我知道了”阿雅用很大的声音说道。
“我现在就去收拾房间，
别担心。在夫人回日本之前，
我住在朋友家。但是夫人回去后请马上联系我！
而且还要请我吃大餐！”阿雅说完后就走出了病房。
山田说“真是个好女朋友啊”
，于是，两名职员都笑了。
第二天，妻子来了。公司职员去机场，直接带过来了。
“因为很担心！趁着这个机会回日本怎么样？”被妻子这样说到，不过，互相看了一眼，松了一口气，
也就没再说什么。
“即便如此还是要感谢山田先生啊。听说山田先生发现了你”
不是阿雅，变成了山田帮了我。
公司的同事笑了。

（つづく）

（继续）
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便利かも！？食材 BOX デリバリ
APP: 食行生鲜

産休、出張に困ったら、
臨時派遣利用しませんか？
1 日〜長期派遣、対応します。
【人事・労務・総務の】

長江国際雅園や尚東区にあります。

注文はスマホアプリで！

人材の紹介、短期派遣、アウトソーシングは、
無錫スコープまでご相談ください。
＜お問い合わせ＞
無錫スコープヒューマンリソース
jinzai@scope-china.net 0510-8261-6620
無錫市新呉区湘江路 2-2 金源国際大厦 B 棟 419 室

翌日時間指定で届きます。

BOX は冷蔵庫もあれば冷凍庫も！

担当：佐藤 浩史
届くとメッセージが入ります。

登録も注文も簡単にできます。自炊をされて
いる人なら重宝します。配達料金もほぼ無料
だし野菜類は新鮮です。ただ肉はいただけな
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梱包もしっかりしています。

手机：139-1635-4411/ 189-2129-3669

✉

：sato.hiroshi@webrain.com.cn
ご無沙汰しております。
HAPJOBの佐藤です。半年ぶ
りに“新呉区へGO”に帰って

まいりました。これからの下
半期は人不足に悩む時期にな

いかなあ。お菓子やケーキも注文できます。

りますが、一緒に問題を解決

APP のダウンロード等は→から！

宜しくお願い致します。

して行きたいと思います。
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国日記

木桶の中

其之一

「何でも良い！」の意味を理解せよ！

無錫日商倶楽部便り (10)

こんにちは！無錫嚆成電機有限公司の桶本です。中国駐在 14
年目、中国嫁歴 10 年で印象に残っている事をこのコラムで披露
していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
結婚直前の頃でした。2 人とも仕事で遅くなったので、夜は外食する事にしま
した。嫁に「何が食べたい？」と聞いた所「何でも良い！」と返事が有りました。
それならと日式ラーメン屋に入ってメニューを渡した所、「私はお腹空いてない。」
と返されました。「ここは嫌なの？」と聞くと頷く嫁・・・。慌てて店を出た後に
嫁の好きな日本料理店の名前を挙げると、
「何で最初からそこに行かないの？」と言われました。嫁の「何でも良い！」は「私
が食べたい物なら何でも良い！」だと、そこで初めて理解しました。
『だったら、最初から言ってくれよ～！』と、心の中で呟いた事は今でも忘れられ
ません。ちなみに、これまで何人もの中国人女性にこの話をしましたが、非常識

●無錫日商倶楽部主催 定期例会を開催しました
【開催時間】2019 年 6 月 21 日（金曜日） 18:30 ～ 21:00
【開催場所】無錫日航飯店 ３階 会議室 【参加人数】例会（118 名）懇親会（115 名）
無錫日商倶楽部主催の６月定期例会を無錫日航飯店の３階にて開催致しました。 118 名の方々にご
参加頂き、非常に盛大な会となりました。 今回の例会では、会長挨拶、事務局からの活動報告の他に、
「特
別イベント～ JAL 講師によるビジネスマナー講 座～」を開催しました。「ビジネスマナー講座」では、
【空飛ぶソムリエ】日本航空（JAL）客室マネージャーの佐藤 和佳子様より、「知って 得するビジネス
マナー」「知らないと恥を掻く日常エチケット」についてご講演頂きました。 その後の懇親会では、ワ
インを多種ご用意し、昨年のワイン講座を復習しました。皆様は名刺交換や情報交換等 のビジネス交
流を行うなど、会員間の交流を深める有意義な時間となりました。

なのは私だそうです。

制御盤の相見積もり承ります。
その価格は適正ですか？
２社購買で、リピート品を値上げさせない仕組み作りませんか？
我々の本社は、愛知県にある専門機メーカーの竜製作所です。
竜製作所ホームページ（http://www.ryuuss.co,jp）

お気軽にお問い合わせください！
WeChat でのお問い合わせ→
メール ：mitumori@kose.ltd 携帯 ：18262239001 担当 ：桶本

无锡新吴区硕放工業园五期 201 地块 6 号標房
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●無錫日商倶楽部の WeChat 公式アカウントを開設！
この度、無錫日商倶楽部の WeChat 公式アカウントを開設しましたので、皆
様にお知らせいたします。「活動結果報告」
、
「イベントお知らせ」
、
「イベント
参加申込」等の機能を設置しましたので、スマートフォンで、更に便利で簡単
にご利用できます。活動報告や今後のイベント案内を閲覧可能、微信を通じて
イベント申込も可能です。尚、その他の情報については 引き続き無錫日商倶楽
部 HP をご参照下さい。 WeChat 公式アカウントご利用の方は、右側の二次元 微信公式アカウント
コードをスキャンして、各自ご登録のほうよろしくお願いします。

●会員数（2019 年４月 24 日現在）
法人会員 286、個人会員 46、賛助会員 45

●入会方法
HP よりお申し込みください。

●日商倶楽部ホームページ
http://www.wuxijp.com
（右の QR コードからも読み込めます。→） 日商倶楽部 HP

●無錫日商倶楽部事務局
無錫市新吴区行創四路 111 号
民生大厦 1309 室
TEL ：0510-8181-3526
E-mail ：wuxijp_club@eqhi.com.cn
担当 ：朱维仿（日本語 OK）

35

真夏の夜の夢

无锡新吴区 へ GO ！广告刊登招募中
详情请来电咨询
0510-8261-6620
info@wuxi-go.com

