Directory

本来の目的以外
の使用を禁止

同郷、OB の方はご連絡ください！

横目 hp 012-296-7715
kazunori_yokome@mhi.co.jp
細江 hp 019-228-0061
hosoe.kyohei@shimz.biz
榊原 hp 012-979-0785 sakakibara@kajima.com.my
小林 hp 019-321-0583 kobayan@pd.jaring.my
板東 hp 012-298-2401 toyo1@arc.net.my
古賀 a.koga@satokogyo.com.my
出口 hp010-362-4854 
aratadeguchi@newlinemachine.com
小林 tel 03-2283-6389
伊藤 hp 012-933-6478
yusuke@asiainfonet.com
宇薄 tel 03-5131-8411 usuchanmy@gmail.com
宮城 hp 017-873-4022 tel 03-7728-0414
yoko_miyagi@hotmail.com
藤井 tel 03-3176-3376  hp 012-308-6649
吉村 hp 012-772-8941 shuji.yoshimura@jal.com

えひめ県人会
鹿児島県人会

熊本県人会
信濃会
道産子会（道人会）
富山会
長崎県人会
新潟県人会
福岡県人会
マレーシア大分県人会
マレーシア沖縄会
宮崎県人会
広島県人会

小川 hp 012-389-2893
ogawa@noex.com.my
久保 hp 012-784-7603  
青山学院マレーシア会
kubo@tokyo-boeki.com.my
（大学・短大・高等部）
永田 hp 012-919-6964
九州工業大学の会
平井 hp 012-210-5177
クアラルンプール三田会
kensuke_hirai@my.msig-asia.com
守分 hp 012-201-8352
KL 稲門会
moriwake-ryo@skk.com.my
糸原 hp 012-688-2812
KL 外語会
mitohara@snko.com.my
( 東京外語 + 大阪外語 )
芝浦工業大学マレーシア卒業生交流会 石崎 hp 018-215-6751  hishizaki@mjiit.jp
中村 hp 019-211-8900
如水会
nakamura@itckul.com.my
石川 hp 012-314-9699  fax 03-5633-2333
新月会マレーシア支部
ishikawa@speedshore.co.jp
（関西学院大学同窓会）
妙見 hp 012-291-3030
千里会
Hi.Yoshimi@mitsui.com
( 関西大学卒業生会 )
ダークブルーの会 ( 京大の会 ) 三山 hp 013-263-5543 ak.miyama@gmail.com
梶野 kajino@admin.tus.ac.jp
東京理科大学
池田 hp 012-655-7312
法政橙友会
kohei@kitrading.com.my
千葉 hp 012-202-2604
マレーシア開成会
hp 012-278-0708
マレーシア神戸大学同窓会 龍
br.mykobedai@gmail.com
油井 hp 017-777-2520
マレーシア JG 会
maisarayui@gmail.com
小暮 hp 016-446-6326
マレーシア新島会
kogure@durachem.com.my
（同志社大学同窓会）
西本 yuki.nishimoto@jccu.coop
マレーシアソフィア会
足立 hp 012-335-5940
マレーシア白門会
ge09074879101@gmail.com
（中央大学同窓会）
小川 hp 016-973-3435
マレーシア立教会
koichi330824@yahoo.co.jp
明治大学マレーシア紫紺会 野崎 hp 019-700-7247
shintaro.nozaki@my.alps.com
ライトブルーの会（東大の会） 渡辺 hp 012-622-0627
立命館アジア太平洋大学校友会 河村 hp 017-367-3559  hirokka3@gmail.com
立命館大学マレーシア校友会 細谷 hp 016-641-2987  ritsumy@gmail.com
青葉会（東北大学同窓会）

アマニ ボディワークス スパ （マッサージ）
Amani Bodyworks Spa

TEL: 2260-3368

営業 火～日 10:00 ‒ 22:00 事前予約制
月曜 定休

TEL: 2272-2242

営業 月～金
9:00 ‒ 19:00
土•祝祭 10:00 ‒ 18:00

Orex Travel & Tour

JM My Second Home Consultancy (MM2H)

TEL: 2273-5785
FAX: 2274-5785

営業 月～金 9:00 ‒ 17:00
土•祝祭 定休

Mini Mart Tsukiji

TEL: 2274-1416

営業 月～金 10:00 ‒ 18:00
土•日 10:00 ‒ 21:00

Restaurant Himawari

TEL: 2274-2791

営業 平•祝祭 11:30 ‒ 14:30/18:00 ‒ 22:00
土•日 11:30 ‒ 22:00

Bunga Raya Souvenir

TEL: 2274-3607

営業 月～日•祝祭 10:00 ‒ 20:00

TEL: 2274-5784

営業 月～日 10:00 ‒ 18:00

TEL: 2274-2070

営業 月～日•祝祭 10:00 ‒ 19:00

ニュースレターの表紙写真を募集！
マレーシアで撮影したものであればどんな写真でも OK。
縦長定形サイズの JPEG データに、被写体の簡単な説明
を添えて、事務局・森までお送りください。
写真が採用された方には、日馬和里レス
トランのデザート券を進呈します。
E-mail :  mori@jckl.org.my

日本人会事務局 5 月の業務時間
月～金曜日
7 日（土）
14・28 日（土）
日曜日・祝祭日

酒井真一
川村延義
熊谷敦子
明石由貴子
黒松江里奈
森真由美
吉田紀子

（編集長）
（副編集長）
（副編集長）
（編集委員）
（編集委員）
（編集委員）
（編集委員）

9：00-17：00
9：00-13：00
9：00-15：00

部・同好会、県人会・同窓会、その他、本誌に記載されている連絡先を、
本来の目的外に使用することを禁止します。

お休み

柳井有美
山中康平

（かとれあ会）
（KL 日本人学校）

落丁・乱丁等ございましたら、当会事務局にてお取り替えいたします。
本紙掲載の記事内容は発行後変更が生じる場合があります。
また、掲載されている広告の内容等につきましては、当会では一切責任を負い
ませんので予めご了承ください。
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広告募集中 & 問い合わせ窓口

Tel: 03-2274-2274 / Email: office@jckl.org.my（ニュースレター事務局）

