
ボイス★レンタルルームをご活用下さい！ボイス★レンタルルームをご活用下さい！
イベント・セミナー・打合せ・料理教室・個人練習　etc♪

大きな鏡と窓で
とても明るいスタジオ。

多目的に
ご利用下さい

キッチンには、
食器類も

完備しています

大小さまざまな
部屋は、

会議やセミナーにも
便利！

広告セットも

承り中★ ご利用の際はボイスのご利用規約に同意いただきます

見学受付中!!  ※要予約  ※料金など詳細はお電話にて ※駐車場あり
☎02-119-7250 ～ 1（ボイスホビークラブ）

クリニック 腰が痛い方、姿勢が気になる方必見★
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BTS Phrom Phong

Soi
49

Soi
51

Soi
55

BTS Thong lor

Thonglor Soi13

Nihonmura Mall

J Avenue

Samitivej
Hospital

LINE：@562yunkw

ご予約は LINE で♪
場所　

時間　

腰が痛い人のための 
クリニック

1日1名様限定 
(7月31日まで)通常2,600バーツの治療が初回お試し1,000バーツ

1つでも当てはまっていて、本当に良くなりたいと思って
いるあなたに特別な提案があります
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柔道整復師 
院長 田中 美帆

症状により
保険治療
が可能にな
りました！

腰痛治療歴 
8年以上 
述べ1.5万回 
以上の 
治療実績

　　　RQ49モール３階、スクンビット49
           （サミティヴェート病院の隣）
　　　月～土 9:00～20:00（最終受付19:30）｠ 
　　 日 9:00～17:00（最終受付16:30） 木曜定休　
☎095-961-3581（日本語）　　
　HONETSUGI CLINIC　 だるまクリニック

「ほねつぎクリニック」 から
名前が変わりました！

あなたの首や肩の痛みは 
猫背が原因かも！？

通常2,600バーツの治療が初回お試し1,000バーツ
1つでも当てはまっていて、本当に良くなりたいと思って
いるあなたに特別な提案があります 2021年7月31日まで 

先着5名様限定

このようなお悩みはありませんか？ 
パソコンを使っていると首から肩がつらくて集中できない 
本を読んだり、スマホをしていると肩がつらくなる 
肩こりがひど過ぎて頭痛や吐き気がすることがある 
自分なりに調べて色々試したけど、一向に良くならない 
どこに行っても全く良くならないのでもう諦めている
首や肩こりはマッサージだけでは治りません！

   
   

  　
　　     ボイスホビークラブ
モノづくりフェスタ

第16回
あなたの手作りが、みんなに笑顔を運びます

初めての方のご来場・ご出店、大歓迎♪

8月7日（土）
10:00~14:00

詳細＆来場申込はこちら！
ページ内リンクよりご希望の
お時間にてお申し込みの上

ご来場下さい♥

詳細＆来場申込はこちら！
ページ内リンクよりご希望の
お時間にてお申し込みの上

ご来場下さい♥

出店にご興味のある方！
プロ・アマ問わずお気軽に☆
詳細は下記を読み込んでネ

出店にご興味のある方！
プロ・アマ問わずお気軽に☆
詳細は下記を読み込んでネ

SHOP

こども縁日
同時開催★

GAME

WORK
SHOP

お誘い合わせの上
ご来場下さい!!

※コロナウイルス感染予防のため、5月のフェスタは開催を見送ります。
　　　状況次第で、更に変更が発生する可能性もあります。
　　混雑緩和のため、ご来場には事前のお申し込みが必須です。

FOOD

医療 本帰国後のサポート体制あり！不動産 主婦の味方！

山田 文弥 (G.M.) Amporn (G.M.)Somerset Ekamai Bangkok

www.cygnethome.com
ブログ：https://www.cygnethome.com/blog/

チャンネルはコチラ

住まいへ感動を！住まいへ感動を！
　　皆さまとのご縁を大切に、誠実に。

シグネットホームは、あなたと住まいをつなぎます。
皆さまとのご縁を大切に、誠実に。

シグネットホームは、あなたと住まいをつなぎます。

Cygnet Real Estate Co., Ltd.
081-821-9486 (山田)　　02-103-3223～4（代表）

Official Cygnet Home

美容
美肌維持におすすめ♥　 レンタルルーム

安心・安全の歯科治療とサービスを提供する

ゆたかデンタルクリニック

☎02-260-2570、065-707-5308（日本人）

診療時間　10：00 ～ 19：00（事前予約制）　　
場所　702 Sukhumvit Soi 26
          （ソイ 26 入口。BTS プロンポン駅からすぐ）

・歯石除去（クリーニング）…1,500B
・充填治療（詰め物治療）一面…1,300B ～（成人）
・フッ素塗布…700B ～

トリートメント
コーディネーター 

牧嶋 恭平

FACE読者限定プロモーション

日本人経営　 日本人通訳常駐 キャッシュレス対応（ヘルスケアカード）各種保険申請書類対応

エンポリアム
ソ
イ
26

治療科目

スクンビット通りBTS
プロンポン

対象期間：2021年7月末まで

受付時「FACE広告を見た」とお伝え頂いた方に限り

ベビーシッター付き

キッズルーム完備

口内クリーニング
（歯石取り）

＊プレステージインターナショナル社発行「ヘルスケアカード」をお
持ちの方およびその他プロモーション併用のご利用はできません。

10％オフ！

究極のQQクリーム
シワ、シミ、ハリにも効果あり★ 在タイ者から旅行者まで、リピーター多数 !!
世界中からNo,１の素材を集め、タイの日系ラボで製造。
コスメ研究家 IKKYUUさん考案の究極の美肌クリーム！

ボイスホビークラブにて
特別価格で販売中 !

5/13(木)・6/16(水)・7/13(火)  13:00-14:00　
☎02-119-7250 ～ 1（ボイスホビークラブ）

何故、QQクリームがオススメか？
それは、配合美肌成分のクオリティーの高さです。
●天然酵母から抽出した最高峰Q10を高濃度配合　
●世界一の美白成分　　　●無香料・無着色で安全、安心　
●スーパーヒアルロン酸　●日本製α―アルブチン配合
●フランス国立研究所のシワに効果の高い国際特許成分エキス
　　　　　　　●九州産トラフグ由来のマイクロコラーゲン
　　　　　　　●ハリと透明感の、タイ産プラエリアミリフィカ

もう、こ
のクリ

ーム１
個で、

美容液
もシミ

取りレ
ザーも

不要で
す。女

性の、
男性に

とって
も強い

味方!

兎に角、

試してみて下さい！

※参加者にミニサイズ（B450）
　プレゼント!

美肌スキンケアセミナー無料ご招待!!　  

再びおうち時間が増え、ご家庭でお料理される機会が増えた方も多いのではないでしょうか？
和食を作るのに必要なものは、ほぼ何でも手に入るバンコクですが、ちょっとお値段が高かったりしますよね💦

また、色々あり過ぎてどれを選べば良いか分からない…という声も耳にします。
そこでボイスがおすすめするのが、お手頃価格でおいしい「ヤマモリ」さんのアイテムです★

スーパーはもちろん、実は多くのレストランや居酒屋さんにも卸しているヤマモリさんの幅広い商品ラインナップから、
今回は特におすすめのものをピックアップしました♥  お買い物の参考にして下さいね♪

写真以外にもたくさん種類がある
ヤマモリのお醤油は、原料に丸大
豆 100％を使用していて、うま味
と丸みが特徴の味わい。中身が空
気に触れないスクイズボトルシ
リーズは、醤油の酸化を抑えて長
期間鮮度をキープ！
 

本格的な味付けの鍋つ
ゆ全 3 種。スーパーで
の一番人気はご家族で
楽しめる「とんこつ
鍋」。ご家族の人数に
合わせて開封できる個
食タイプ。
 

他にも、ドレッシングや和・中・タイのレトルト食品、お好み焼き粉、ホッ
トケーキミックス等、色々あります♪タイカレーのパウチは、日本への
お土産にも♥♥「私はこんな使い方しています！」というのがあれば、

ぜひ編集部に教えて下さい♪

ヤマモリのおすすめ商品
ボイスのイチオシ★　

ヤマモリって？

なぜお手頃なの？

なぜおすすめなの？

日本の三重県桑名市で130年以上の歴史を持ち、伝統ある醸造技術が自慢の総合食品メーカー！

日本と同じ設備・技術・品質管理を保ち、タイの自社工場で生産しているから♥

お味やお手頃さはもちろん、現地生産のため、フレッシュな状態でスーパーに届くから♪
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→

STAY H
OME

期間に大
活躍♪

しょうゆ 鍋つゆ

丸大豆醤油にみりんを合わせ
て、昆布だしでうま味をプラス！
タイ人には、水で 5 倍に薄めて
鍋のように食べるスタイルで人
気爆発！焼肉・照焼たれもあり。

たれ

スクイズ
ボトル

それぞれのお料理に合うように味付けがさ
れているソース4種。とんかつソースは、野
菜や果物をじっくり煮込んで作った本格的
な味。ウスターソースは、マンゴーピューレ
やトマトの甘味と酸味が特徴。ウスターとお
好み焼きソースは、HALAL認定。

ソース

かつおだしと甘みを立たせた万能な「つゆの素
（ラベルにおでんの写真あり）」と、焼津産のか
つお節を使用しだしをしっかり効かせた「つ
ゆ」。「白だし」は淡口しょうゆに焼津産かつお
節のだしを合わせて、風味とうま味を濃縮。

つゆ＆白だし

ざるそば・素麺・冷麦
かけそば・うどん
丼・きんぴらごぼう

「1：2」

「1：5」

「1：2」

「1：10」

「1：3」

「1：4」

鍋・おでん
天ぷら
肉じゃが

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

ヤマモリ♪
Japanese foods
By Yamamori  で検索！ 

スタッフが気になっていたのが
「特選しょうゆ」と「刺身しょう
ゆ」の違い。「刺身しょうゆ」は、
みりんが入っていて甘くまろや
かな口当たりでした♪和食に欠
かせないお醤油は、毎日のお料
理に重宝しますね♥

ボイスのプチレポ

全体的に少し辛口で大人の味！甘い
ソースが苦手な方やアクセントを利
かせたい時に特にオススメ♥

ボイスのプチレポ

過去の FACE で紹介した「たれ」シリー
ズのドリアやグラタンのアレンジがとっ
てもおいしいのでぜひお試し下さい♪

ボイスのプチレポ

ボイスモノづくりフェスタのご来場プレゼントとし
ても喜んで頂けました♥小袋が余ったら、炊き込
みご飯やドリアにするのもお手軽でおすすめ♪

ボイスのプチレポ

忙しい毎日に何かと便利な「つゆの素」。
お好きな方を、早見表の割合でお水と
合わせて楽チン♪かつお節がフワッと
香る「白だし」も1本あると便利♥

ボイスのプチレポ

大・中・小
ボトルあり♪

他にも
種類豊富！

かつお節が
こだわり！

3倍濃縮！

つゆ＆つゆの素
（3倍濃縮）
早見表

＜つゆ：水＞

Facebookで
タイ人に

バズったたれ★

1袋に小袋6個入り！

おうちで
お手頃に
楽しめる
日本の味♥

A.T.O.D International Dance Competition 2021A.T.O.D International Dance Competition 2021はじめての
コンクール♥

2 歳からクラシックバレエを
始め、14 歳でバレエ教師アシ
スタント、16 歳でバレエ教師
としてのキャリアをスタート。
15 歳から数々の舞台や大会
に出演し功績を修める。現在
は、タイを拠点に現役バレリー
ナとして活躍中。

2 歳からクラシックバレエを
始め、14 歳でバレエ教師アシ
スタント、16 歳でバレエ教師
としてのキャリアをスタート。
15 歳から数々の舞台や大会
に出演し功績を修める。現在
は、タイを拠点に現役バレリー
ナとして活躍中。

ARINA先生

バレエ教室の詳細は、QRコードからHPにて♪

　今回のコンクールでは、初めてボイスホビーク
ラブから生徒たちが参加しました。参加した全員
が初めてのコンクールでした。バレエを始めたば
かりの子や、習ってはいたけれど舞台は初めての
子たちです。いろんな意味で初めてのことの中、
すごく大きな舞台で 1 人で堂々と踊る姿を舞台袖
から見ていて、とても感動しました！
　コンクールの練習を通して、みんな責任感がつ
いてきて、お家でも練習したりコンクールの待ち
時間も言われなくても練習していて、成長する姿
が見られました。
　最初は、新しいステップばかりで色々難しかった
と思いますが、みんな何度も繰り返したくさん練習
して、できなかったことができるようになりました。

Arina Matsuno ARAD
ARINA先生
Arina Matsuno ARAD

ゆいかちゃん
緊張したけど、
楽しかった！
またやりたい♪

ボイスこどもバレエ教室の可愛いバレリーナたちが、コンクールに出場しました～♥
普段はスタジオで、コロナ禍で外に出られない時はオンラインで、とっても頑張って練習をしていましたね！

緊張しながらの晴れ舞台、お疲れさまでした♪

ボイスこどもバレエ教室の可愛いバレリーナたちが、コンクールに出場しました～♥
普段はスタジオで、コロナ禍で外に出られない時はオンラインで、とっても頑張って練習をしていましたね！

緊張しながらの晴れ舞台、お疲れさまでした♪

せりかちゃん
もっと踊りがキレイ
になるように頑張り
たいです♥

まこちゃん
たくさん練習したけど、本番は緊張して
しまったので、今度はもっと練習して自信
をもってステージで踊りたいです！

わかちゃん
本番、緊張したけどとても楽し
かったです！他の人の踊りも見
られてとても良かったです。

はなちゃん
コンクール、思っていたより
ずっと楽しかったです！

もえかちゃん
バレエは、キレイな曲で踊れることが
嬉しいです！次もコンクールがあれば、
もっと練習して出場したいです！

初めての子も大
歓迎！トライア
ルも可能です♥
大人クラスも初
心者大歓迎★

初めての子も大
歓迎！トライア
ルも可能です♥
大人クラスも初
心者大歓迎★
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