
◆★家具付貸し2部屋 アパルトマン内 日
本人女性とのシェア（生活家電・洗濯機・
テレビ） ⓂPONT DE LEVALLOIS 3
番線 閑静 500€/月（チャージ・電気）ア
ロ可 約200€ 6月21日から入居可 日
本人女性希望 etudes@asiamis.net 

Ⓣ06 3003 1650

◆★パリ10区 ⓂGONCOURT（3番線）
ステュディオ  20㎡ 家具全完備 キッチ
ントイレシャワー 740€管理費込 アロ
カ可 sawkum@hotmail.com

Ⓣ06 6918 1974 

◇■家具付きステュディオ 快適･完備  
ⓂPASTEUR 15区 6月 よ り 入 居 可 
700€管理費込み メールにてご連絡下
さい               roland.arts@Yahoo.fr

◆★パリ16区 TROCADERO駅 27㎡ 家
具付き アパート2名様まで可 Wifi・リネ
ン・水道光熱費込90€/泊～

rey.gucci@gmx.com

◇●即入可 ⓂJULES JOFFRIN歩5分 
600€ アロカ可 家具生活用品付 10m
メザニン有 バスタブ 洗濯機有 ADSL
即 長期女性希望     Ⓣ06 8099 9745

◇●6月1日から ⓂVAUGIRARD歩5分  
アロカ可 560€ 家具生活用品付 ADSL
即 エレ洗濯機バスタブ有 長期女性希望

Ⓣ06 8099 9745

◇●即入 Ⓜ7PORTE DE LA VILLETTE
より歩5分 30㎡ 690€ アロカ可 グラ
ンドピアノ可 エレ有 洗濯機有 ADSL
可 長期希望           Ⓣ06 8099 9745

◇ ● 即 入 ⓂJULES JOFFRIN 歩5分
560€ アロカ可 家具生活用品付 15㎡
メザニン有 バスタブ洗濯機有 ADSL即 
長期女性希望         Ⓣ06 8099 9745

◆ ★ パリ19区 ⓂBOLIVAR アパ ー ト 
35㎡ 家具全完備 キッチン トイレ シャ
ワー 1100€管理費込 アロカ可

    sawkum@hotmail.com
Ⓣ06 6918 1974

◆★RER A : NEUILLY PLAISANCE駅
歩6分 幼小 1分 買物至便 3P 68㎡ 浴
槽 ベランダ東向き 床暖房 家具付 洗濯
機 冷蔵庫 950€管理費込 アロカ可

Ⓣ06 0813 7536

◇ ● Ⓜ3 ANATOLE FR歩5分 家 具 付
40㎡ 4階エレ有DK+部屋 浴室 洗濯冷
蔵オーヴン付 月1080€管費込 保証金
1と月 非喫煙者 

Ⓣ06 6862 9633日本語

◇●貸しオフィス パリ10区 オフィス
シェア求む カナル・サン・マルタンとゴ
ンクール駅の間に静かな通に面した独
立したオフィス25㎡ 加えてスタジオ・
写真･小さな台所 トイレ 会議スペース
がシェア部分 月250€（費用付）5月1
日から使用可能hdkfilms@gmail.com 

Ⓣ07 6942 0376

◆■売レストラン パリ7区 立地条件良  
価格189,000€ 家賃980€TTC/月 

Ⓣ06 0307 8543（15H ～ 18H）

◇▼3部屋 71㎡静かな地区 バス･メトロ
等交通手段近  インターナショナルス
クール  人気のエリア 価格945 000 € 
パリ15区 alricmarie@hotmail.com

Ⓣ06 1920 0814

◆■パリのクチュール 高級ライン発足 日
本でのコマーシャルエージェント用に
独立フリーランスの方を探しています 
メールにてご連絡下さい

parisiennedecouture@gmail.com

◇●日本語教師募集！時給25€ auto-
entrepreneurでのお仕事 直接法指導
経験者希望 履歴書こちらへ

japan.asso.paris@gmail.com

◇●旅行好きな方必見！インターネット
上で展開している、旅行会社の顧客募集
のお仕事です 興味がありましたらご連
絡下さい 佐藤

yoshiminnnn10@gmail.com 

IMMOBILIER
不動産

Chambre 貸部屋

◎できるだけ丁寧な口調や文章を
　心がけましょう。
◎フルネームを明記し、必要であれば
　連絡先を残すようにしましょう。
◎電話での問い合わせの場合、
　深夜などは避けましょう。
◎仕事中で電話にでる事ができな
　い、ネット回線やPCの不良でメー
　ル返信ができない等、アノンス主
　様たちにもいろいろな事情がある
　ことを理解し、行動しましょう。

!!

来々軒
サービス係 及び 調理補助

急募 !!
要労働許可（ワーホリや学生可）

明るく元気で長期働いてくれる方 
気軽にお問い合わせ下さい！

7 rue Ste-Anne 75001 Paris
tel ▷ 01 4015 9690

浪花-Ya
調理係･ホール係 急募 !!
ワーホリ・学生･常勤（調理）可

明るく元気･ 体力･ 適応力のある方
委細面談 高給優遇 間違い無し !!

11 rue Ste-Anne 75001 Paris
11H -17H/ tel ▷ 01 4020 4310

山口まで

掲載のアノンスに関し、如何なる問
題が生じた場合も編集部は一切を
負いません。また、個々の掲載内容
についてのお問い合せは受け付け
ておりません。制作上の都合により
ご希望通り掲載出来ない場合もご
ざいますのでご了承下さい。

!!

Appartement アパート／その他

Vente 売物件

à lire
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EMPLOIS
求人・求職

Offre 求人

Immobilier

Emplois

Affaires

Cours

Service

Divers
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★新規アノンス 
●掲載済アノンス
■新規翻訳
　アノンス
▼掲載済翻訳
　アノンス

（仏語原文のアノ
ンスで和訳ご希望
のものは翻訳して
あります）

Studio ステュディオ

住野 よる 著
双葉文庫

12.00 €

ある日、高校生の僕は病院で一冊の文庫本を拾
う。タイトルは「共病文庫」。それは、クラスメイト
である山内桜良が密かに綴っていた日記帳だった。 
そこには、彼女の余命が膵臓の病気により、もう
いくばくもないと書かれていて――。読後、きっと
このタイトルに涙する。デビュー作にして２０１６年
本屋大賞・堂々の第２位、７５万部突破のベストセ
ラー待望の文庫化！

君の膵臓をたべたい



◇●フランス語がストレスな方へ文法の
重箱の隅よりとにかく伝わる・分かる
をモットーの実践の授業 7,5€/h ～  
75015cmb@gmail.com 

Ⓣ06 0378 4454

◇●シャンソンレッスンをフランス人
と一緒に 講師フランス人 通訳付 La 
malade d'amour 恋のやまい Michel 
SARDOU 15€ 5月 6/20日 第 1・3 
土曜日  6 rue de l'Echelle(オペラ通り
の横 )パリ1区        Ⓣ01 4747 2551

◇●運動不足で多忙な方へ 出張個人ト
レーニング ヨガ･各種体操 回数券あり 
パリ市内 女性限定 

    http://www.dansenuba.fr/
　Ⓣ06 4211 3309

◇●ベビーシッター 保育士資格有り 乳児
院勤務経験有り 新生児からお受けでき
ます 自宅預り保育 出張可能 Ⓜ 9番線
EXEMANS近くです。お気軽にご相談
ください 

    ikebanasawami@gmail.com
Ⓣ06 8179 1906

COURRIER 郵便 ▶ FLAIREVISION
320 rue Saint-Honoré 75001
Paris
WEB ▶ www.fr-japon.com
FAX  ▶ 09 55 19 70 50
EMAIL▶ annonce@fr-japon.com

Envoyez
les annonces à 

www.fr- japon.com

レストラン・サロンドテ

hana
従業員募集

キッチンスタッフ：
料理人、調理補助（7 区での勤務）

サービススタッフ：
パリ 8 区の新店舗 3 件、他 7 区 10 区

15 区 16 区各店舗（シフト制）
履歴書を jobs@hanabento.com まで

うどん 十兵
料理人・スタッフ
サービス係募集

学生・ワーホリ・パートタイム・
主婦可 高給優遇 サンタンヌ通り

tel ▷ 06 8208 0738
       01 4292 0783 

なりたけ
調理およびサービス係の

アシスタント募集
オペラ界隈のラーメン店

18時～23時頃まで
長期勤務の方 高給優遇

tel ▷ 06 8208 0738

七菜や
従業員募集

16 区の総菜店
夕方 5 時 頃～夜 9 時まで
長期勤務の方 高給優遇

tel ▷ 06 8208 0738

で掲載できます。
無料アノンスは個人の通常アノンス
に限ります（掲載２週間）。
求人アノンスは企業も無料で掲載
することが出来ます。

写真付きアノンス
個人アノンス：10€（TTC）

※２週間掲載可
企業アノンス：40€（TTC）

※２週間掲載可
紙版アノンス〆切は発行週の月曜日

（必着）。金曜発行の FR JAPON
に掲載されます。
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無料

個人の通常
アノンスは

5& 6 mai - juin
2017

紙版は隔週金曜発行
（紙版アノンス〆切日は

発行週の月曜）
※発行日変更の場合がござい
　ますので、ウェブで最新情
　報をチェック！

fr-japon.com
では

随時更新

 月 火 水 木 金 土 日
lun mar mer jeu ven sam dim

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
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★新規アノンス 
●掲載済アノンス
■新規翻訳
　アノンス
▼掲載済翻訳
　アノンス

（仏語原文のアノ
ンスで和訳ご希望
のものは翻訳して
あります）

à voir

COURS
レッスン

Langue 語学

Musique 音楽

Divers その他のレッスン

SERVICE
サービス

Nounou ベビーシッター
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◆★出張はり治療･気功 あらゆる症状 根
本の原因から優しく治しませんか？ま
ずは無料相談から

Ⓣ06 5214 7857(仏語)
+81(0)80 8639 3402(日本語) 

◆★楽しい思い出にお子様のパーティー
をお任せください バルーン･マキアー
ジュ ･ダンス･アトリエ 

    fetejuju@gmail.com　
Ⓣ06 0369 5060フェットじゅじゅ

◇●貸しスタジオ 写真20㎡ パリ10区カ
ナル・サン・マルタンとゴンクール駅の
間 家族や仕事などのためのプロの写真
撮影スタジオをレンタル 1時間30€/8
時間150€ 営業7/7Ⓣ07 6942 0376

   www.studiophotogoncourt.com
hdkfilms@gmail.com

☆●パリdeラグビー ! パリ在住の日本人 
ラグビークラブ 経験者･素人から家族
まで総ぐるみで試合や飲み会･各種イベ
ントにと盛り上がっています 是非ご参
加を!                           pjrfc@free.fr                         

Ⓣ06 8023 2474

☆●ICU同窓会パリ支部です ICU関係者 
ご連絡ください  icu-paris@hotmail.fr

で掲載できます。
無料アノンスは個人の通常アノンス
に限ります（掲載２週間）。
求人アノンスは企業も無料で掲載
することが出来ます。

写真付きアノンス
個人：10€（TTC）※２週間掲載可
企業：40€（TTC）※２週間掲載可

紙版アノンス〆切は発行週の月曜日
（必着）。金曜発行の FR JAPON

に掲載されます。
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無料

個人の通常
アノンスは
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★新規アノンス 
●掲載済アノンス
■新規翻訳
　アノンス
▼掲載済翻訳
　アノンス

（仏語原文のアノ
ンスで和訳ご希望
のものは翻訳して
あります）

à voir

DIVERS
その他

Beauté Santé 美容／健康

Divers その他のサービス
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名前/ Nom:

電話/No de téléphone:

住所/Adresse:

COURRIER 郵便　 ▶ FLAIREVISION
（持込み不可）             320 rue Saint-Honoré 75001 Paris
WEB ▶ www.fr-japon.com
FAX  ▶ 09 55 19 70 50      EMAIL▶ annonce@fr-japon.com

A
N

N
O

N
C

ES 回数 / Nombre d'insertions □1回（2 週間）/ 1fois ( 2 sem.）   □ 2 回（4週間）/ 2fois（4 sem.）
□個人アノンス/Annonce Particulière □企業アノンス/Annonce Professionnelle □Traduire en japonais

■不動産 / IMMOBILIER □貸部屋 /Chambre à louer　□ステュディオ /Studio　□アパート・他 /Appartement
 □物件求む /Recherche appartement　□売物件 /Appartement à vendre
■仕事 / EMPLOI □求人 /Offre d'emploi   □求職 /Recherche d'emploi
■レッスン / COURS □語学 /Langue   □音楽 /Musique   □その他 /Divers
■出品 / AFFAIRES □売り /À vendre   □求む（品物）/Recherche（Objet）
■サービス / SERVICES □通訳・翻訳 /Traduction　 □ベビーシッター /Babysitter
 □美容・健康 /Beauté-Santé　□その他 /Divers　　　　　　　　　
■その他 / DIVERS □その他 /Divers

Envoyez
les annonces à 

アノンス
送付先NEW

個人アノンス
2回（4週間）掲載
通常アノンス無料
枠付きアノンス :5€TTC

写真付きアノンス :10€TTC

企業アノンス
2 回（4週間）掲載
※求人の通常アノンスは無料
通常アノンス :15€TTC

枠付きアノンス :25€TTC

写真付きアノンス :40€TTC

ANNONCES
PARTICULIÈRES
2fois（4 sem.）
Annonce normale : gratuite
Annonce cadrée : 5€TTC

Annonce avec photo :10€TTC

ANNONCES
PROFESSIONNELLES
2fois（4 sem.）
Annonce normale :15€TTC

Annonce cadrée :25€TTC

Annonce avec photo :40€TTC

紙版〆切日は、発行週の月曜日（必着）
スペースに限りがございますのでお早 めに お申込
み下さい。内容により掲載をお断りする場合もあり
ます。食品や薬 物、その 他 不 適 切と判 断 されるアノ
ンス は 掲 載 出 来 ま せ ん。そ の 際、原 稿の 返 却・連
絡 等 は一 切 いたしません 。電 話 で のお申し込みや
ご質問は お 受け出 来ません。ご 了承下さい。
文字数は日本語 74 文字、英数字148 文字
規格を外れているアノンスは掲載出来ません。
お支払いは小切手にて。支払い名義に

「FLAIREVISON」とご 記 入の上、上記 送 付 先 住 所
までアノンス原稿 ･写真等と併せてお送り下さい。

Date limite de dépôt : 
le lundi de la semaine publié
Le nombre de caractère est l imité à 148 
caractères. Le journal se réserve le droit de 
refuser les annonces. Nous ne contactons pas 
les expéditeurs en cas de non-parution. Nous ne 
recevons pas les annonces et vos questions par 
téléphone. Merci de votre compréhension.
Moyen de réglement
M e r c i  d e  r é g l e r  p a r  c h é q u e  à  l ' o r d r e 
de"FLAIREVISION" et l'envoyer accompagné de 
votre annonce à l'adresse ci-dessus.

アノンス送付先が
変更になりました。

※アノンス本文中に、ご自身の連絡先記入をお忘れなく！！
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