
食品 専門店に勝つ味のこだわり！ 食品 バンコクで本物を！！居酒屋 やっぱり和食！ 安心の味を！！

ランチ　 火～金 11:30～14:00 (L.O.13:30)
　　　　土日祝 11:30～14:30 (L.O.14:00)
ディナー 火～金 17:30～22:30 (L.O.21:30)
　　　　土日祝 17:00～22:00 (L.O.21:00)
休業日　月曜日、禁酒日　  

高知四万十川の養鰻場　「四万十うなぎ」の直営店 高知四万十川の養鰻場　「四万十うなぎ」の直営店 

　unagi40010　　unakichi.th

場所　ホテルニッコーバンコク３階
      (ギンザトンロー内)

場所　ホテルニッコーバンコク３階
      (ギンザトンロー内)

※ソイ・トンロー入口より徒歩３分ほど、左手

LINE@unakichi

※お子様用の

椅子やお手頃

メニューもあり♪

ランチの一番人気
は1日15食限定の
「うなきちセット」
（B599++）

営
業
時
間 

 

ボイスホ
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ブの
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示で

ランチ時
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1杯サー
ビス♥

（2020年
4月末ま

で）

 

FACE広告主様
募集中★

月２回の
New Member 
説明会でも
ご紹介します

広告棚

 使用無料！

　

その他
嬉しい特典
多数あり！

ボイスの生徒さん達に
「ウチのお店をぜひ

知ってほしい！」という方、
お気軽にご連絡下さい♪

お問合せは
こちらから★

携帯 サポーター生活必需品は、ココで！

九州各地の〝おいしい
もん〟を

ご家族、気の合う仲間
、お一人様でも！

代表　中村 蒸一

スクンビット・ソイ47 「レ
インヒル」３階「どんたく

」

こだわり名物料理の数々
!!

鹿児島出身のオーナーに
よる厳選食材

九州酒場
どんたく 営業

時間
月曜～土曜日　１７：００～２４：００（閉店２４：３０）
日曜日　　　　１６：３０～２３：００（閉店２４：００）

場所　スクンビット・ソイ47 （Rain Hill３階)

ボイスホビークラブ会員
証を提示の上、本広告を
切り取ってお持ち下さい▲

500B以上の飲食ご注文時/ご来店毎に可/2020年4月末まで

プロモーションプロモーション

☎02-261-7153

信長串2本(B138相当)無料進呈！信長串2本(B138相当)無料進呈！

どんたく人気メニュー
どんたく人気メニュー

超簡単炊き込みご飯超簡単炊き込みご飯 

1.

2.

3.

4.

材料

作り方

にんじん・ねぎは大きめのみじん切り、
しいたけは薄切り、こんにゃくと鶏肉は小口切りにする。
お米を洗い、鍋つゆ1袋を入れ、メモリ2まで水を入れる。
濃い味がお好みの方は、醤油も入れる。
切った具材をお米の上に平らに敷き詰め、炊飯器のスイッチを入れる。
炊飯時の熱で具材が柔らかくなる為、水の量は増やさなくてOK!
炊き上がったら、器に盛り、お好みで刻み海苔を乗せて完成♪

いい味！
ヤマモリ♪

17th(p)Fl.,Maneeya Center Bldg.,518/5 Ploenchit Road,Lumpini,Pathumwan,Bangkok 10330
☎02-652-0561 http://www.yamamoritrading.com/

ボイスホビークラブで
お料理クラス開講中！！
ボイスホビークラブで
お料理クラス開講中！！

・ヤマモリ鍋つゆ（寄せ鍋）
　…1 袋
・お米…2 合
・鶏もも肉…100g
・にんじん　・ねぎ
・しいたけ　・こんにゃく
・刻み海苔
＜濃い味がお好みの方＞
・醤油…小さじ 2

＊Madamy＊＊Madamy＊レシピ
考案者

こんにゃくは
ダイエットにも♥

Japanese foods
By Yamamori  で検索！ 

余った
鍋つゆの素は
炊き込み
ご飯に♡

キムチ鍋
と

とんこつ
鍋も

あります
♪

渡辺 陽子さん

現在は、ルーシーダットンやタイ古式マッサー
ジの考えを取り入れ、東京で少しずつセルフケ
アの指導を始めています。寒い日本での自分自
身の体調管理にも役立っていますし、色々と学
ばせて頂いて感謝しております。

ボイスで踏み出した一歩。
どう実った？！

帰国後の生活やお仕事どうしよう…と、
モヤモヤされている方、多いのではないでしょうか？
今回は、在タイ中にボイスで手に職をつけられ

現在日本で活躍中の卒業生の方々をご紹介します♡
ちょうど 1 年前の FACE Vol.18 でも

たくさんの卒業生をご紹介させて頂きました。
少しでも皆さんのタイ生活と本帰国後の生き方・働き方の

ヒントになれば幸いです♣

1. 学んだ講座（取得した資格）     2. 在タイ期間　 
3. 現在の拠点 　　　　　     4. 現在の活動

本帰国に備えて今からスキルUP★

質問内容

1. ・ルーシーダットン
  インストラクター
・ハーバルボール

2. 2014年 12月～
2019年７月

3.
4.

東京都

EduQ Massage

本田 陽子さん

横浜市鶴見区と南区で体験会と本講座を開催し
ています。子育てママさんが、親子マッサージで
お子さんにホームケアと愛情をたっぷり伝えら
れて、親子が笑顔になれる楽しい親子マッサー
ジを伝えていきたいと活動しています。

1. ・EduQキッズFunマッサージ
・成長期マッサージ
　インストラクター

2. 2013年 3月～
2018年 11月

3.
4.

神奈川県横浜市

EduQ Massage

小川 みさきさん

日本帰国後自宅で教室を開いています。ワンオ
ペ育児が主流の現代に子育てが辛い、大変だと
感じているママさん達に寄り添って、子育てが
楽しくて楽になる EduQ のメソッドをお伝えして
います！

1. ・EduQキッズFunマッサージ
・ベビーボンディング
　マッサージインストラクター

2. 2014年 8月～
2018年 3月

3.
4.

東京都板橋区

ここでご紹介している以外にも、タイ料理・ルーシーダットン・バイトーン・水彩画・バティック・ミニ粘土・
シャドーBox・カラー・ネイルなど、元ボイスの生徒さんたちが帰国後、様々な方面でご活躍されています！
ここでご紹介している以外にも、タイ料理・ルーシーダットン・バイトーン・水彩画・バティック・ミニ粘土・
シャドーBox・カラー・ネイルなど、元ボイスの生徒さんたちが帰国後、様々な方面でご活躍されています！

Rusie Dutton

竹田 絵理さん

本帰国と同時に豊田市のカルスポさんでパーチ
メントクラフト教室をしています。様々な年代の
方に通って頂いて現在 6 年目で、生徒さんは約
20名ほどです。
レッスンの 2 時間、いつもあっという間に過ぎて
しまいます。繊細で綺麗なパーチメントクラフト
をもっとたくさんの方に知って頂きたいです。

1. パーチメントクラフト
インストラクター

2. 2007年 1月～
2013年 3月

3.
4.

愛知県豊田市

Carving

若山 智恵さん

三重県を中心にカービング講師、結婚式の作品オー
ダー & アレンジメント、ベジタブルブーケのオー
ダーなどのお仕事をしています。また、会社にて
ファイナンシャルプランナーとして働きながら、住
宅メーカーさんやＮＰＯ法人などのイベントにて、
カービング教室と相談業務を担当させてもらって
います。レッスンしながらお金や税金の堅苦しい話
も相談できるので、主婦の方に好評です。仕事の
キャリアにタイの伝統工芸カービングを加える事
で、たくさんの方に興味を持ってもらえ、人脈もど
んどん広がっています。

1. ボイスカービング
アカデミー講師

2. 2009年 2月～
2014年 12月

3.
4.

三重県鈴鹿市

Carving

高橋 博子さん

市や町の生涯学習・介護予防教室、各社の物作
りの講師、石鹸とスイカのオーダー受注、委託
販売、マルシェで販売・ワークショップ等をして
います。(年中～89歳まで教えた経験あり)
毎月来る生徒さんとの講座後のランチが一番の
楽しみです！

1. ボイスカービング
アカデミー講師

2. 2008年 9月～
2010年 11月

3.
4.

山形県東根市

Parchment Craft

石井 和華子さん

船便からバティック用品を取り出
してすぐに、宇都宮にあるカル
チャースクールにて、新規生徒募

1. ・バティック
  インストラクター
・水彩画

2. 2014年 4月～
2019年 4月

3.

4.

栃木県宇都宮市

Batik

ボイスホビークラブは、これからも皆さんの有意義な在タイ生活と本帰国後の生き方・働き方を微力ながら応援させて頂きます！

集を始めました。クラスがある日は、
バティックを紹介するため、デモン
ストレーションを行っています。ま
た、青少年活動センターからも声を
掛けて頂き、不定期で教室を開催
しています。まだ帰国してから 1 年
も経っていないので、これから、自
身の作品も増やしつつ、展覧会の
機会を活かしてバティックを広め
ながら、活動の場を増やしていきた
いと思っています！

卒
業
生

の 今
CLOSE UP !

04 05


