第 9 号です！やっぱり遅れました・・

第 9 号です！英訳で〜す！

1. お客様またお世話になっている方々へ
お客様またお世話になっている方々へ
春がやってきたもんじゃ！日が延びてもっと暖かくて、もっ
と長くてヨカ！ヨカ！

1.

2 .Ｍ ｒ ジ ョ ン ツ アー の
N e w スタッフ！
JIMMY さんベテランガイド！宮
崎県３年間滞在。
。
。日本語お
よび九州弁がヨカ！ヨカ！話
せる！2000 年 MR JOHN TOURS
で仕事を始めて、その後 GOLD
COAST と CAIRNS でガイドの経
験があります。とても陽気な
人で、お客様に対してサービ
ス精神たっぷり！。

To Customers and Supporters
Thank you again for your support
spring has come...days are warmer,days are longer

2. New guide ! New Face!
New Guide! Mr. JIMMY veteran guide! Has lived in Miyazaki
for 3 years and speaks good Japanese (and Kyushu Ben).
Started work for Mr. John in 2000 and has also worked in
Gold Coast and Cairns. Jimmy is a very friendly, outgoing
guide and is committed to excellent customer service.
(Photo: Left)
3. Nagomi Apt. Special offer！
Book your service apartment room at Nagomi Apt.(Japanese
manager and staff) and receive complimentary bottle of
wine!（Pls. Mention this special offer from Mr. JOHN TOURS!)
http://www.nagomi.com.au/

3. Nagomi Apt. Special offer！
MELB にある NAGOMI APT を予約するとワイン一本いただけ
ます！日本人のマネージャーとスタッフに日本語でどうぞ
(MR JOHN の スペシャルと言ってください！）(写真：
右) http://www.nagomi.com.au/
4 . 今月のお薦めカフェ イン メルボルン
Home Barista Institute
229 Victoria St West
Melbourne
Tel 03 9328 1090
おいしい簡単な料理とうまい
コーヒーが出されているとと
もにコーヒーに関するものを
いろいろ売っています。。MENU
からなにか食べ物を注文する
とコーヒー一杯をサービスに
します！(MR JOHN Special offer と言ってください！）
http://www.homebarista.com.au/
5.今月の新発売！
スーパー健康商品・食品 ウィートグラス 。
。
。いろいろ
な皮膚病によく効くそうです！
http://www.wheatgrassactive.com/日本語ページをご覧に
なってください！
6 . 格安航空券情報
航空券のみを購入の場合、メルボルンまで 43000 円から！
http://www.tour.ne.jp/ 国際航空券 と メルボルン を
クリックしてください
その後ご予約お待ちしています！
また、格安・成田−メルボルン往復航空券購入を希望され
る方は；http://www.ozpro.net/を参照ください。
7 .お し ら せ
「Mr. JOHN ザ・穴場」や他の記事などが毎月 DENGON NET（地
元の日本語情報誌）に掲載しています。
http://www.dengon.com.au/をご覧になってください！
それでは皆さん。楽しく！陽気に！前向きに！気を付け
て！ ヨカ！ヨカ！

4. This month Cafe of the Month
Home Barista Institute 229
Victoria St West Melbourne.
Tel 03 9328 1090.
Proving good food and coffee
and also selling home coffee
machines and teaching people
about making good coffee! Mr.
JOHN has introduced offer of
free coffee if you order some
food from menu (Pls. mention
Mr. John special offer)
http://www.homebarista.com.au/
5. Product of the Month
Healthy,nutritional wheat grass .Also fanatstic skin cream
to fight many skin diseases! Made In Melbourne!
http://www.wheatgrassactive.com/

6. To Melbourne from Y43000!
Discount air ticket to Melbourne from ￥43000. November and
December. Refer; http://www.tour.ne.jp/
For direct flight deals to Melbourne pls. contact ay.
http://www.ozpro.net/
7.P.S
Every month Mr. John writes article about Melbourne cafe/
restaurant for Japanese magazine Dengon net
http://www.dengon.com.au/

それでは皆さん。楽しく！陽気に！前向きに！気を付
けて！ ヨカ！ヨカ！

