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アメリカでの日本食︑次に来るのは何の波？ また︑人気の日本

食でも︑これまでとは違った新たな現象が起こってはいないだろ

うか？ 仕掛け人とも言えるメーカーや食品商社に︑手がける商

品の市場における現状と可能性︑新たな戦略について聞いた︒
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Grain

Hakubaku

健康で豊かな食生活実現に
貢献したい

左：日本のベストセラー「十六穀ごはん」はアメリカでも購入可能
中：
「大麦の認知度をアメリカで上げたい」と語る、はくばくUSA の津田穣さん
右：サラダやスープにも応用できるはくばくの MOCHIMUGI

日本国内のスーパーに行くと、お米と一

同社の製品のひとつ、
「もち麦ごはん」は玄

緒に炊飯器に入れて炊くだけの大麦・雑穀

米の4倍の食物繊維が含まれている。日本

米商品が豊富に並んでいる。最近では特に

でも生活習慣病の予防が叫ばれて久しいが、

大麦がブームらしい。一体、どうのようにし

ここアメリカでもカロリーの過剰摂取や栄養

て大麦が受け入れられるようになったのだろ

の偏りなどで約 8200万人が肥満、7900万

う？ その疑問に答えてくれたのが、はくば

人が体重超過、2900万人が糖尿病という

くUSA、エグゼクティブバイスプレジデント

報告もある。不溶性食物繊維と水溶性食物

みのる

の津田穣さんだ。

繊維が両方豊富なもち麦には、便通改善と

「1955 年頃から消費が徐々に減少してい

いった不溶性食物繊維に見られる働きだけ

た大麦ですが、数年前に弊社から発売され

ではなく、血糖値上昇抑制、コレステロー

たもち種の大麦
（もちむぎ）が牽引する形で

ル濃度正常化、腸内環境正常化などの水溶

大麦の食物繊維を多く含む、その栄養価が

性食物繊維に特徴的な働きも備わっており、

見直され、ここ数年2 桁の伸びで着実に需

生活習慣病の改善が期待できる。

要が増えてきていました。ここ最近では、テ

そこで、 大 麦・雑 穀を浸 透させること

レビ番組のダイエット企画などで数度にわた

で、アメリカの消費者の健康的で豊かな生

り取り上げられたこともあり、大きく注目を

活に貢献したいとの思いから同社はマーケ

浴びることになりました」

ティングを開始、オンライン、業務用、一

はくばくの日本本社は、大麦と雑穀のカ
テゴリーで日本市場のシェアの5割程度を占

部のアジア系マーケットでもち麦ごはんは
（MOCHIMUGI）を販売している。

めている。さらにスーパーなどに提供してい

「もち麦は新しい大麦の種類で、従来種

るPBブランドまで含めると、日本の大麦・

と比べ風味が豊かでプチプチとした食感

雑穀市場全体の約 7 割の流通量を一手に担

が特徴です。ご飯と一緒に炊いてもいいし、

うそうだ。

茹でてサラダやスープ、ハンバーグなどの詰

め物に入れても美味しくお召し上がりいただ

弊社の商品も日本からの製品であり、美味

けます。弊社の商品を試食したアメリカの方

しくかつ健康にいいことをポイントに拡販し

親しみやすいスタイルを消費者に提案す

にも
『プチプチとした食感が面白い』と言った

ていきたいと考えています。今後は、炊飯

ることで、少しでも多くの人に大麦や雑穀に

コメントを頂いています」

用の商品だけにとどまらず、より簡単で食べ

触れてほしい、と津田さんは語った。その

アメリカでは前述のように糖尿病や肥満

やすく、アメリカの方々の食生活に合った形

先には必ず健康的なライフスタイルが実現

の症状が多く見られる一方で、カリフォルニ

での提供もしていきたいですね。現在はホ

するはずだ。

アを中心に健康志向の人々も多く、ヘルシ

ールフーズなどのマーケットでも、ブラウン

ーな日本食を好む傾向にある。

ライスやブラックライス、キヌアなどが脚光

「お寿司に代表されるように、日本の食

を浴びている状況ですが、そこでの大麦の

文化はアメリカで広く受け入れられています。

認知度を上げ、より多くの方に選択される

食材のひとつになることが目標です」

http://hakubaku-usa.com
https://www.mochimugi.com

手作り豆腐

Tofu

Morinaga Nutritional Foods, Inc.
(Mori-Nu) Tofu

豆腐を新たなタンパク源の
選択肢に

左：オーガニックかつ GMO 不使用の豆乳ドリンク、Multnomah Falls
中：2016 年 10 月、ロサンゼルスで開催された食品展示会で同社の商品をアピール
右：
「豆腐本来の美味しさを実感していただきたい」と Mori-Nu の頼匠さん

独自のロングライフ製法により、保存料、

消費者向けに新発売された Make Your Own Tofu Kit とその
他の豆腐製品

ネーミングの通り、
「自分で作れる豆腐キット」
。 以前より
『日本に行かなくても日本の事情に

防腐剤不使用でありながら長期保存がきく

この商品の原材料は水と大豆、個別にパ

詳しい』米国の若者を中心とした層が増えて

豆腐として米国で発売され、1980 年代、業

ックされたにがりと僅か3 つだけ。これを

います。そういった方々にも豆腐をただ買っ

界に革命をもたらしたとも言えるMori-Nu

可能にしているのは Mori-Nu が30 年に渡

て食べるのではなく、自分で作ることに興

のテトラパック入りの豆腐。現在はMori-Nu

って培った無菌パック豆腐製造技術であり、

味を覚えてもらえるのではないかとも考えて

でセールスマネージャーを務める頼匠さんも

Mori-Nuならではの商品と呼べる。20 分程

います」

「20年ほど前に住んでいたフロリダでは、ほ

度で出来たて豆腐が作れるとあって、その

9月にはニューヨークの展示会にも出展し

とんど日本人が住んでいない地域でも豆腐

新鮮さは折り紙付き。しかも、素材が何か

た。
「日本人と違ってアメリカの消費者は多

が手に入ることに驚き、その時 Mori-Nuの

を完全に把握したい健康志向の高い消費者

少固いタイプを好みます。しかし、この手

名を知りました」と振り返る。

にとっては安心、安全の食品と言える。

作り豆腐は日本人好みの柔らかいタイプで

ライタクミ

そんなMori-Nu が2016 年10月に発売し

「健康志向の方はもちろんですが、2000

す。そこで試食前に
『手作りにより、滑らか

たのが、Make Your Own Tofu kitである。

年代に入り、インターネットの発達により、

で大豆本来の味が楽しめます』と説明する
November 2016 U.S. FrontLine
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ことで、美味しく召し上がっていただくこと

最初。現在も並行して業者向けに販売する

仕上げた。こちらは Mori-Nu 豆腐と同じく

ができたと思います。適切な表現ではない

一方で、今後は一般消費者に向けたパッケ

常温保存が可能だが、飲む前に冷やしてお

かもしれませんが、まずは手作りかどうかに

ージでスーパーマーケットやオンラインでの

くのがベスト。

関わらず、豆腐自体の美味しさを味わって

販売活動を強化していく。

これらの商品が、アジア系に留まらず、

いただけるところまで現地の方々を教育する

そ し て も う1 品、 同 社 の 新 商 品 が

米系マーケットでも5 年以内に認知される商

必要がある、と実感しています。この豆腐

Multnomah Falls。Mori-Nu の 工 場 も あ

品に成長させること、また豆腐が米国社会

キットで正に本来の豆腐の美味しさを実感し

るオレゴンの観光名所の滝から命名された。

で新たなタンパク源として一般の食材となる

て頂けると思います」
。

ここ数年、アーモンドの人気が高まっている

ことが同社の目標だ。

実はこの手作りキット、2年前にレストラン

状況を受け、Mori-Nuの豆乳にアーモンド

などのフードサービス向けに開発されたのが

を合わせ、オーガニックかつGMO 不使用で

http://www.morinu.com

うどん

Udon
多麻緒さんは次のように語る。

Tsurumaru Udon Honpo

カジュアルで美味しい
日本食もある

「2号店の立地については数カ所の候補
を絞ってリサーチを続けました。そのリサ
ーチの中で、サンゲーブリエルバレーから
リトルトーキョーまで当店のうどんを食べ
に通ってくる方が多いということもわかりま
した。そこで、2 年前に626ナイトマーケッ
ト
（サンタアニータパークで週末に開催され
るフードマーケット）に出店してみたところ、
手応えを感じることができました。そこで
ご購入いただいたお客様のほぼ半数がリト
ルトーキョーまで行って食べた、と実際に
おっしゃったこともあり、ではここで
（物件
を）探そうということになったのです」
そしてちょうどいいタイミングで、サンタ

上：カレーうどん
下：
「お財布を気にせず食べられる日本
食の提供を」と語る HIC U.S.A.Inc の
本多 麻緒さん

鶴丸饂飩本舗の肉うどん

日本の麺類ですでにアメリカでブレイク
を果たしているのは、ラーメン。そして今じ
わじわと西海岸から市場を攻めつつあるの

アニータのショッピングモール内の新規開
設のフードアレー
（食の横丁）で、テナント
を探しているという話が飛び込んできた。

スは現在ではアジア系と非アジア系で拮抗
している。
リトルトーキョーという
「日本食を求めて

2号店はカウンター形式のカジュアルな
スタイルで、忙しい時間帯でもすっと入って
きて注文して、すぐに食べられるのが魅力。

くる人々」が多いロケーションで勝負した1

リトルトーキョーはうどん中心のメニューだ

そして2013 年、アメリカに上陸したの

号店に続いて、鶴丸饂飩本舗が2号店に選

が、こちらでは天丼などの丼にも力を入れ

が鶴丸饂飩
（うどん）本舗。日本ではリトル

んだ立地は、ロサンゼルスのダウンタウン

ていく。
「うどん中心ですが、他の日本食の

トーキョーのショッピングモール内に開店

から東に車で30 分ほどのサンゲーブリエル

紹介もしていきたい」と、地域柄、あまり日

すると、日本から来た新しいスタイルのファ

バレーにあるサンタアニータだった。この

本食レストランがないことから、メニューに

ストフードとして瞬く間に人気を博し、非ア

周辺は中国系の人口が密集するエリア。ア

もバリエーションを加えた。

ジア系の顧客にも親しまれるようになった。

メリカで 鶴 丸 饂 飩 本 舗 を 運 営 するHIC

米国市場におけるうどんの可能性につい

開店当初は比較的うどんに馴染みがあるア

U.S.A.Inc.
（ヒガシマルインターナショナル

て聞いた。
「寿司や鉄板焼きなど、当初、ア

ジア系顧客が7 割だったのが、そのバラン

の米国法人）のジェネラルマネジャーの本

メリカでイメージされる日本食は敷居が高

が、うどんである。
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いものでした。しかし、今や、10ドルから

毎日でもお財布を気にせずに食べられる日

最後に今後の展開については
「まだ日本食

15ドルほどのラーメンも愛されるようになり

本食があるんだ、ということを、うどんや丼

レストランとしての競争が激しくなく、日本

ました。カジュアルで美味しい日本食もある

といった庶民的なメニューを通じて、もっと

食を愛してくださる方々が多い地域をリサー

ということに、アメリカの消費者の方も気づ

多くの方々に知っていただきたいですね。う

チして次々に出店したいと考えています」と

き始めています。そしてますます日本食を

どんが市場に参入する予定はまだまだあると

本多さんは抱負を語った。

食べる層が広がっていると実感しています。

思います」

日本酒

Sake

Hakutsuru

丹精込めたプレミアムな
イメージを確立

左：：Hakutsuru Sake of America
の酒スペシャリト、飛田良樹さん
中：自由なスタイルで楽しみたい淡雪
右：高級感漂う、純米大吟醸の白鶴錦

その起源は1743年に遡る日本酒のブラン
ド、白鶴は、同時に斬新な試みに取り組む

ー、さらにパッケージデザインもご好評を

れているのがスパークリング酒の淡雪。
「ア

いただいています」

メリカでの流行の波に乗り、さらに売り出す

チャレンジャーとしての顔も持つ。東京都心

味が優れていても、見た目が消費者にア

べく、目標価格7ドル 99 セントというお求

の銀座のビルで米を栽培し、
「白鶴銀座天空

ピールするものでなければヒットには繋がら

めやすい価格で販売しています。ワインも

農園」と名付けていることはよく知られてい

ないという信念のもと、アメリカ市場を中心

日本酒も同じ醸造酒です。スパークリング

る。この屋上農園では、白鶴が独自に開発

的に捉えた世界共通デザインで完成したの

ワインが愛されているアメリカで、今後は当

した酒米の
「白鶴錦」を育てている。山田錦

が白地にゴールドを配した華麗なパッケー

然のようにスパークリング酒も受け入れても

の兄弟米である、酒造好適種米の白鶴錦は、 ジである。アメリカ人の意見を取り入れた上

らえる時代が来ることを視野に入れ、プッシ

兵庫県内で自社米として本格的に栽培され

で
「お酒好きなアメリカ人にとっても、今や

ュしていきます」

ている。

純米大吟醸はそのまま通じるため、Junmai

値段と同じく楽しみ方もルール不要なカ

Dai Ginjoとの表記で入れました」と飛田さ

ジュアルなスタイルを提案していくという。

この白鶴錦を使った純米大吟醸酒であ
り、同社がアメリカで現在最も力を入れて

んは語る。

「米本来の自然な甘みが感じられるのでその

いる商品が、7月にロサンゼルスで販売を

気になる値段は、小売店での目標価格が

ままでも十分ですが、趣向を変えて、コロ

開始した白鶴錦だ。
「華やかで爽やかな香

79ドル 99セント。これからのギフトシーズ

ナビールのようにレモンを入れたり、またス

り、そしてふくよかなボディのある辛口酒で

ンには贈り物として、またパーティーや大切

トローで飲んだりしてもいいと思います。さ

す。香りと味の両方のバランスが取れた酒だ

な記念日にも活躍しそうだ。日本で最も販

らにベリーやネクターと合わせるのもおすす

と自負しています」と特徴について語るのは、 売量が多く手頃なイメージもある白鶴だが、

めします。今までの日本酒とは違って、ポッ

Hakutsuru Sake of Americaの酒スペシャ

この新商品では
「米から丹精込めて作り上げ

プに飲んでいただきたいですね」

リト、飛田良樹さん。

た最高の日本酒」としてのプレミアムなブラ

「味と香り以外にも、当社で独自に開発し
栽培したお米を使用しているというストーリ
10
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ンドイメージを確立しようとしている。
また、白鶴錦と共に、アメリカで力を入

そして、現在アメリカで好調に売り上げを
伸ばしており、今後もさらにその勢いを加
速させたいと同社が考えているのが、濁り

日本の食ニューウェーブ
のさゆりだ。味は飲みやすく、ピンク色の

プレミアムな純米大吟醸、ポップなスパ

可憐な女性を連想させるボトルデザインが

ークリング、そして飲みやすい濁り酒と、こ

人気の秘密だと、ライフスタイルメディアの

れからの日本酒は商品ごとに異なる特徴を

gayotでも分析されている。

押し出すことで、より広い層の支持を集めて

いくことが期待できそうだ。

http://www.hakutsuru-sake.com/

チョコクッキー

Chocolate Cookie

Black Thunder

米系マーケットのレジ横の棚がゴール

英語表記パッケージのブラックサンダー

左： ハ ワ イ の
ABC ストアでも
売られている
右：ブラックサン
ダーの正規代 理
店エイワ USA の
当銘由洋さん

サクサクッとした食感に甘すぎないチョコ

が、ブラックというのはチョコレートのブラ

ついては、当銘さん自身
「アメリカ人に受け

レートのコーティングとの相性もいいチョコ

ックである、という理由を説明すると別に

るはず」だと絶対の自信を持っている。
「アメ

クッキー、ブラックサンダー。2014 年単年

気にしないとのコメントでした。それでホッ

リカ人に説明するときはオレオと比較すると

で日本国内では実に13 億個を売り上げた。

として、日本と同じブラックサンダーという

伝わりやすいようです。私ははっきりと
『オレ

2006 年 の販 売 個 数 2000 万、2007年が

名前で販売することにしました」

オを進化させた菓子』と言ってから試食して

3000万だったと聞けば、いかに右肩上がり

次に検討事項に上がったのはパッケージ。

もらいます」

で人気を伸ばしてきたかがわかる。人気に

日本のブラックサンダーは当然の事ながら

アメリカ市場に上陸して1年、実はスター

火がついたきっかけは、2008 年北京オリン

日本語で表記されている。しかし、当銘さ

トは本土ではなかった。
「2015 年 3月にハ

ピックで銀メダルを獲得した体操の内村選

んは
「この菓子の最終的な目標は、米系マ

ワイの展示会に出展しました。その時に試

手が大好物として挙げたことだ。

ーケットのレジ横の棚に陳列してもらうこと

食した人が
『すごくいい品だから、うちで扱

です。会計前に目が行く、あの棚は数社の

いたい』とその場でオファーしてくれました。

一方のアメリカでは日本食が空前のブー
ムを巻き起こしており、日本製の菓子もま

メジャーなメーカーの商品で占められていて、 その方はウォルマートのバイヤーでした」

た熱い注目を集めている。安全、美味しい、 莫大な売上を誇ります。あそこにアメリカの

現在、ハワイのウォルマートでは、レジ

バラエティ豊かと三拍子揃った利点が消費

ガムやチョコと肩を並べる形でブラックサン

近くの棚にアメリカ製の商品と一緒にブラッ

者を惹きつけている。

ダーを置いてほしい、そのためにはエスニッ

クサンダーが置かれている。最終目標だっ

ク色をなくす必要があると考えました」

た
「レジ横の棚」がハワイではすでに実現し

そこで、日本で大人気のブラックサンダー
も2015 年にアメリカ市場に参入した。その

そこで現在のパッケージは
「ユーラク」と

ているのだ。ウォルマート以外でもハワイの

正規代理店を務めるエイワUSAで代表を務

いう製造元の表記以外は全て英語になって

ABCストア、ウォルグリーン、ロングスドラ

める当銘由洋さんに経緯を聞いた。

いる。しかし、そうなると今度は
「安全、美

ッグ、セブンイレブンでブラックサンダーが

「アメリカ市場での販売に先駆け、2014 年

味しい、バラエティ豊か」という日本製の菓

販売されている。

から準備を始めました。まず気になったの

子であるということが伝わりにくいことにな

さて、次はアメリカ本土である。ハワイ同

はブラックサンダーという名称です。アフリ

る。パッケージについては、日本のものだ

様に、アジアセクション限定の商品ではなく、

カ系の人々から見ると人種差別的に受け取

と一目でわかるように、今後さらに改良を加

メインストリームでポジションを獲得したい

られるのではないかと、グループインタビュ

えていく予定だということだ。

と今、その戦略の実現に向けて動き出した

ーで印象を探りました。するとほとんどの人
12
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さて、そのブラックサンダーの美味しさに

ところだ。

第

「足を使う町」

ビスエリアのバイクラックか100カ所あるバイクタ

回

19

（支払い登録）になり、暗証番号を設定。後は、サー
ウンのステーションから自転車の乗り降りが可能だ。

自転車愛な町に
ちょい乗りシステム

いつでも気持ちよく歩きたい
ご近所でトレイルをサポート

車に頼りすぎるアメリカでは珍しく、ポートラン

自転車だけでなく、歩くのも大好きなポートラン

ドは公共交通機関や自転車などを利用して生活して

ドの人達。トレイルと呼ばれる未舗装の道がコース

いこうというサスティナブルな町だ。我が家もダウ

になって、朝から歩いたり走ったりしている人も多

ンタウンから車で約15〜20分、これはバスを代替

い。人気の「フォレストパークForest Park」は、東

利用できる。空港までは、同じく車でハイウェイを

京ドームが 184 個入るという広大な森林公園内に

利用すれば約30〜40分ぐらい。こちらはダウンタ

全長130kmの15通り以上のコースがある。しかし、

ウンまでバスで行って、そこからライトレール（軽

我が家にはもっと身近に第19回でもちらりと触れた

量軌道交通）で空港まで30分ぐらい。

「サウスウエスト・トレイル SW Trails」というのが

ポートランド市も、自転車と人の共存を掲げ、自

あって、これは地域のコミュニティが支えているト

転車レーンや駐輪場の整備を推進しているが、2016

レイル。家の裏という感じのところにも小径が作ら

年 6 月から「バイクタウン BIKETOWN」という自転

れて、立て看板が立っている。住宅街の中にも小川

車のシェアライドシステムが始まって、ちょっとし

がすぐあったりという自然環境の成せる技でもある

た話題になっている。市の交通局が構想していた計

が「ご近所みんなでトレイル作ろうよ」というのが何

画に、ナイキがスポンサーになることで、台数が

ともポートランド的。この町にいると車じゃなくて

600 台から一気に増えて、その数 1000 台。自転車

足を使うのが幸せなのだ。

のちょい乗りにもとても便利になった。
料金は30分間で2.5ドル、
1日（24時間）で12ドル、
年間会員になって 1 日 90 分まで年間使用で月額 12
ドルという料金設定もある。ダウンタウン内の20カ
所のキオスクまたはスマートフォンのアプリで会員
ナイキのブランドカラー オレンジ のバイクタウンの自転車。

小野アムスデン道子

（Michiko Ono Amsden）
世界有数のトラベル ガイド
ブック「ロンリープラネッ
ト日本語版」の編集を経て、
フリーランスへ。
東京とポー
トランドを行き来しつつ、
世界あちこちにも飛ぶ。旅
の楽しみ方を中心に食・文
化・アートなどについて執
筆、編集、翻訳多数。日本
旅行作家協会会員。
Twitter:
https://twitter.com/ono̲
travel
トレイルと言っても民家の隣を歩く感じだけど、緑はいっぱい

©Motivate/BIKETOWN
https://www.biketownpdx.com

14

14.indd 14

■ Forest Park
http://www.forestparkconservancy.org/forest-park/
■ SW Trails
https://swtrails.org
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お

金の過食症、拒食症という表現をど

価は収入の高低だったりする。そういう社

こかで見た時、なんてピッタリ

会で生活している事を認識し、お金とい

の表現かと感嘆したことがある。

う友人と賢く付き合いたい。ないがしろ

私たちはお金の話は下品だとして、あま

にせず、ふりまわされたりもしないよ

り話さない。まるで、この世の中にはお

うに。

金というものがないかのように振舞う。

あらゆる美味しいものを貪欲に食べ

ところがある時、英字新聞で米国人の

ていると、世界中の美味を腹に収めて大

大半が、1 日の内考えていることの 90％は

満足ではあるが、外見は醜い。反対に食

お金に関してだという記事を読んだ。これは

欲を最初から拒否すると貧相な外見になり、

私にはショックだった。大新聞の署名入りの記

の人を除いて、月末には支払いが出来るだろうかと、
心配するのが普通だと思っているから、正直ほっと
した。私だけではないと。
大切にしているとものは集まってくるとはよく言
われることだ。人を大切にすれば人が周りに集まっ
てくるし、お金を大切にすればお金が集まってくる。

42

回

というより、そうだったのかと安心した。超高収入

第

それでも、この記事には少なからず驚いた。驚いた

お金という友人

事は別だが、大体の記事は 7 割がたしか信用しない。

生命力を欠く。過食症と拒食症。この食欲と金

人に親しまれる人はやはり沢山の時間を人間関係に
なる。その風評は実に正直で付け焼刃で
は到底出来るものではない。
ある人はお札にはアイロンをあて、き
れいに皺をのばして財布に入れると聞き、
ああ、この人はお金が溜まる、と思った
ものである。私もきれいなお札が手に入
ると、それだけ別にする。誰かにお金で

い求める国だから、お金を得ようと積極的に出かけ
ないのは怠慢だと言われても仕方がない。自分が取
らなければハングリーな人に、あるいは欲張りの人
に横取りされる。それを悔しいと思うなら自分も狩
に行かなければいけない。
面白いことは、もう一生お金の心配がなくなっ
た時の我々の変化である。あんなにシャープだっ
た人が急にボケる。労働意欲も社会への興味もな
くなる。気の合う少人数の人とだけ付き合い、好
きなことだけをする。いつかはこういう生

サウスカロライナから来た１ドル札

費やし、あの人は面倒見が良いと評判に

欲が酷似している。米国は自由競争の国、物欲を追

活をしたいと努力を重ねてきたのだから希
望がかなって幸せそうだ。しかし、何かが
衰える。
同僚にフィリピン人の女性がいる。会
社では休む間もなく働き、時々いなくな
る。どこに行っていたの、と聞くと、お国
に帰り孤児院を作ってきたと言う。せいぜ

支払う必要のある時にきれいなお札を使

い 5-6 人だろうと思い聞くと、なんと 23 人

いたい。ある時こっそりこのお札を出して見ていた

と言う。という事はそのための家を数軒私費で買っ

ら、娘に見つかり、気持ちが悪いよ、と言われた。

たということだ。次にいなくなった時は、大学を作

お札に微笑んでいたらしい。我ながら恥ずかしい。

ってきたと言う。まさか、と言うと、勿論私のお金

近所の店でお釣りでもらった 1 ドル札にサウスカロ

ではなく寄付を集めたの、と。自分の子供たちは自

ライナのハンコが押されてあった。このお札はそこ
から沢山の人の手に渡り、遂にカリフォルニアの私
の手にたどり着いたのだ。長旅をしたこの 1 ドル札
は特別にしまっている。何人の手に渡ったのだろう。
想像するだけでも楽しい。
誰もがお金が欲しくて一生懸命働いているのだ
から、それを沢山持っている人を羨み、憧れ、時
には恐れる我々の心理は当然である。それが現実
だ。特に、人種の坩堝の米国では手っ取り早い評
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立しているから私の援助はいらない、だからこれが
カリフォルニア州オレン
ジ郡在住。気がつけばアメ
リカに暮らしてもう37年。
1976年に渡米し、アラバマ
を皮切りに全米各地を仕
事で回る。ラスベガスで結
婚、一女の母に。カリフォ
ルニアで美術を学び、あさ
ひ学園教師やビジュアルア
ーツ教師を経て、1999年か
ら不動産業に転身。山口県
萩市出身。早稲田大学卒。
ご 意 見・ ご 感 想 は、mail@
chizukohiguchi.comまで。

私がやりたいことなの、と話してくれた。
お金で 90% の幸せは買えると言われる。しかし
残りの 10％はそうではない。その 10% は安易には
手に入らない。お金で買えない大切なものこそに私
たちの魂がゆさぶられる。
お金という 1 人の友人と上手に付き合いたい。1
ドルから稼ぐ。お札の裏の 4 文字をまじまじと見る。
In God We Trust.
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き渡すという活動を行っています。
麻：けい子さんが The Sato Project に関
わることになったきっかけは？

第97回

The Sato Project
The Sato Projectというアニマル・レ
スキュー団体で、日々情熱を注ぎ活動する、
ニューヨーク在住の友人、松村けい子さ
んをインタビューしました。今回は、その
The Sato Projectの紹介記事です。
麻穂：The Sato Projectの概要を教えてく
ださい。

麻：けい子さんは、現在どんな活動をして
いますか？
け：主に、フォスター・ケアです。保護さ
れた犬に家族を見つける前に、人間との
生活のハウツーを教える活動です。そして、
この活動を少しでも多くの日本人家族に経
験してもらえるよう、また知ってもらえるよ
う、広報活動もしています。
麻：活動をする中で、大変なことはなんで
すか？
け：ビーチから送られてくる犬の多くは、人
間との家庭生活が初めて。ビーチでの生
活では見たこともない、階段、エレベータ
ー、自転車、バス、地下鉄、そしてリーシ
ュ歩行。全てに慣れるまで24 時間でクリ
アする犬もいれば、時間がかかる犬もいま
す。それぞれの犬の性格を短時間で見極
めること、また苦手を克服させるのが大変
です。
麻：関わってよかったと思える時はどんな
時？
け：意味があって地球上に犬として命を授
かったにも関わらず、人間の勝手で一度は
不必要とされるわけですが、この団体の助
けで命を吹き返す、更には思ってもいない
幸せを得て犬の一生を全う出来る助けに携
われることです。

てらぐちまほ 在米28年。かつては人間の専門家を目指し文化人類学を専攻。2001年から
キャリアを変え、子供の頃からの夢であった「犬の専門家」に転身。地元のアニマル・シェルタ
ーでアダプション・カウンセリングやトレーニングに関わると共に、個人ではDoggie Project
（www.doggieproject.com）というビジネスを設立。犬のトレーニングや問題行動解決サービス
を提供している。現在はニューヨークからLAに拠点を移し活躍中。
ご意見・ご感想は：info@doggieproject.com
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け：次から次へと休みなく犬を預かってい
ると、疲れが増して
「こんな犬預からなけ
ればよかった」と思うこともあります。そ
んな時に、私の気持ちを察して
「見た目は
こんなですが可愛がってください、ヨロシ
ク」と目で訴えてくるのを見ると
「ごめんな
さい」と我に返ります。誰よりも空気を読
んで私の気持ちを一番に察してくれるので
す。家族が見つからないかもと勝手に判断
をしてしまった犬に、
「まさか！」の素晴らし
い家族が見つかった時、神様がちゃんと見
ていて、家族とこの犬を巡り会わせてくれ
たんだ。この家族が来るのを待っていたん
だ、運命ってあるんだな、と思うことが沢
山あります。
この活動を通じて、沢山の素晴らしい人
に巡り会いました。沢山の幸せを見てきま
した。是非、この経験をみなさんとシェア
していけたらと思っています。

わんぱ
く
だ
行儀良い ったローラも
︑家が見
家庭犬に
つかっ
と記
変身
念
︒
撮
け
影
い
︒
子さんと た今は︑お
愛犬のハ
ンナ

けい子：2011年に、英国人のクリッシー・
ベックルスが立ち上げた団体です。彼女の
ご主人が映画のスタントマンで、撮影でプ
エルトリコを良く訪れるようになったので
すが、ビーチに捨てられ野犬になった犬達
が、あちこちで群れをなし生き延びている
姿を見て愕然としたのがきっかけです。プ
エルトリコには、
「デッド・ドッグ・ビーチ
（犬
の死の海岸）
」と呼ばれるビーチがありま
す。道の行き止まりにある海岸で、家もな
い、人も居ない
「地獄」のような場所。村
人はそこに犬を捨てに行くのです。ただ捨
てられるだけではなく、火をつけられたり、
傷つけられたり、あるいはギャングによっ
て銃の試し撃ちに使われたりと、悲惨な目
に遇わされているのです。その虐待された
犬たちを救おうと、正義感の強いボクサー
のクリッシーが立ち上げたのが The Sato
Project* です。現地ボランティアは、毎
日ビーチに行って、犬たちに餌や薬を与え、
保護して治療もします。保護した犬を去勢
したら、アメリカに運び、里親を探して引

け：Facebookを見ていた時、以前に飼っ
ていた犬と、今飼っている犬がミックスし
たような犬の写真を見つけました。その犬
の一時預かり募集の投稿でした。ただ彼
に会ってみたい、彼のために何か出来れば
と、いう思いでクリッシーに連絡をしまし
た。それが活動に関わったきっかけです。

麻：読者のみなさんに一言メッセージをお
願いします。

次回は、
「Emotional Support Dog」の
お話です。お楽しみに！
＊団 体についての 詳 細 は、http://www.
thesatoproject.org/をご覧ください。

プライベート／グループ レッスン、
講習会のお問い合わせは

info@doggieproject.com
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スクをつけて農薬を撒く効率の悪い作業
は、ヘリコプターやドローンを飛ばした
り、トラクターに搭載した精密機械が代
用する時代になった。とはいえ、これだ
けの機材を購入できるのは、まだ裕福な
大規模農家や企業のワイナリーに限られ
第 46 回 独ではロボットが畑作業、
米国ではトランプ大統領がワイン業界を破綻に追い込む？

ている。デジタル化が進み、スマートフ
ォン仕様のモデルの汎用化が進めば、近
い将来こういう機材が気軽に使えるよう
になるだろう。
今では新世界はもちろん、フランス各
地でも使われている人工収穫機だが、下
手な収穫者が摘むよりも葡萄に優しく、

現在、ドイツに来ている。目的の一つ

高スピードで収穫をする。手摘み以外は

は、醸造学、葡萄栽培分野で世界をリー

絶対タブーと言われるスパークリングワ

ドするガイゼンハイム大学と、VDP（独を

イン用の葡萄でも、今では傷をつけずに

代表する優良ワイン生産者協会）共催の

機械で摘めるまで精密度を上げてきた。

ゼミナールに出席するためだ。ゼミのテ

「当シャトーでは、丁寧に大勢の人の手と

ーマは「葡萄農園におけるロボット活用」
。

目を使って、しっかりと葡萄を選別して

ワイン生産国はどこでも、農作業に従事

います」などというリップサービスなど

する肉体労働者の確保に必死だ。ヨーロ

熟練作業員が命綱をつけて昇り降りをし

信じてはいけない。世界最高品質のワイ

ッパもアメリカと同じく、外国から来る

ながら農作業するが、毎年転落事故や死

ンを作り続けるボルドーの一級シャトー

季節労働者に頼ってきたが、彼らの出身

者を出すと言われる危険な地域である（写

やナパの高級ワイナリーに行けば、誇ら

国である旧東ヨーロッパの経済発展にあ

真参照）
。そこで進められてきた研究が

しげに見せてくれるのが、光センサーを

いまって出稼ぎが減少し、ワイン生産者

「畑作業用ロボット」というわけだ。急斜

搭載した超精密な選果機だ。かなり高価

面でも滑らずに這い上がり、表土や葡萄

なものなので、滅多にお見かけしないが、

の根を傷つけない工夫を施した特殊なタ

きっと近い将来、小規模でコンパクトな

ラインガウなどの最優良葡萄地域は、45

イヤを開発。遠隔地操作で畑の状態（水分

タイプのものが開発されていくと予想さ

度という厳しい急斜面にびっしりと狭い

の過不足や、害虫被害など）をモニター

れる。

間隔で葡萄の木を植えており、おまけに

したり、葡萄の成熟度を測ってデータを

と書いてきて、ふと嫌なことを考えて

表土はツルツルと滑りやすい瓦礫状だ。

コンピュータに送信し、更には人間に代

しまった。もし、あの「トランプ」が米国

当然、トラクターの乗り入れは不可能で、

わって薬をまいたり、収穫をする。まだ、

の大統領に就任してしまったら、メキシ

研究開発の段階だが、ここに応用される

コ人労働者は国外追放となり、アメリカ

テクノロジーは既に他分野で活躍してい

のワイン産業は壊滅的な被害を受けるこ

る。例えば、紛争地域で埋められた地雷

とになる。早く畑の機械化を実現しない

を撤去するロボットや、災害地域で被害

と、大変だ～！

にプレッシャーを与えている。
加えて、ドイツを代表するモーゼル、

者を捜索するロボットなどがそうだ。
労働不足は世界のワイン地域でも深刻
な問題で、メキシコ人労働者頼りのカリ
フォルニア州では、移民法絡みの懸念も
あり、積極的にテクノロジーを取り入れ
てきた。1 日がかりで畑を歩いて、開花
や実の成熟度などをモニターしたり、マ
20
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第 50 回

ンティアした時間は平均50時間。ほぼ毎

大学進学にはボランティア

週 1 時間は何らかの活動に従事していた
ことになる。そしてこの50時間がゴール

ニナが高校に入学して 1 カ月。私は彼

学のため！ と必死になるのは本末転倒か

ド賞受賞の基準にもなっている。ちなみ

女に「ボランティア活動のクラブに入っ

もしれないがそれが現実だ。もちろん、奉

に年10時間以下のメンバーは除名処分だ

て」とリクエストした。リクエストと言う

仕することで親としては子の人間的な成長

とか。よって意識が高い子どもたちだけ

か命令に近い。ニナと 5 歳違いの兄のノ

も期待している。

が残ることになる。

アもそのクラブに入っていたが、入った

学校に頼るのではなく、何と親たちで

自主性が芽生えた

だけでほとんど参加してなかった。なぜ、

組織を立ち上げ活動を続けたママ友がい

こんなに親の私が必死になっているかと

る。Y 子さんを含む 3 人が発起人となり、

言うと、大学のアプリケーションで、高

子どもたちが高校のフレッシュマンの時

ボランティア以外に彼らの活動のメイ

校時代にボランティアを何時間、何をし

に設立した。最初、メンバーは26人だっ

ンイベントに専門職の話を聞くというも

ていたかという点が重要視されるからだ。

たが、3 年後には 65 人になった。保護者

のがある。私もY子さんに「取材で会った

も含めると160人。

専門職の人を紹介して」と頼まれたもの

今年の秋、スタンフォード大学に入学を
果たした知り合いのお嬢さんは、成績はオ

彼らが取り組んだのは教会でのホーム

だ。話をしてくれたのは獣医、心臓専門

ールA、ピアノと水泳で課外活動を頑張り、

レスへの奉仕活動や地元の小学校でのイ

医、公認会計士、ディズニーのグラフィ

さらに学校のボランティアのクラブでせっ

ベントのサポートなど。また障害者が参

ックデザイナーなど。彼らはキャリアに

せと奉仕時間を蓄積したと話していた。物

加するスポーツの大会では、応援団とし

かける情熱を語ることで子どもたちの将

事にコツコツと取り組むニナは、これまで

て会場で声援を送ったこともあるという。

来にヒントを与えてくれたようだ。もち

通りの成績を維持できれば大学進学は夢

どの活動に参加するかは自由意志で、担

ろん、専門職の人々もボランティアで話

ではないと思うが、ネックはおそらくボラ

当メンバーがインターネットで収集した

をしてくれた。

ンティアの時間！ ボランティアとは本来、

情報をもとに、ソーシャルメディア上で

人の役に立つための活動なのに、大学進

求人募集中の奉仕活動の一覧を掲示する。

アーも実施した。必要な車の台数を算出

した時間を記録に残す。

し、保護者がドライバーとして出動した
そうだ。

奉仕時間に応じて、ゴ

これらの活動を経験した後、Mさんはカ

ールド、シルバー、ブ

リフォルニア州立大学に晴れて合格した。

ロンズの賞を授与する。

母親のY子さんは「この活動を通してMに

組織を立ち上げたのは

は自主性が芽生えた。以前は何でも私に

母親たちだが、これら

相談していたのに、自分で決めて行動に

のプログラム運営は全

移すようになった」と話した。

て高校生のメンバーた
ちが行ったそうだ。
Y 子さんのお嬢さん
のMさんが年間でボラ

22.indd 22

望者を集めて志望校のキャンパス見学ツ

希望者は登録し、奉仕
そして毎年 6 月に、

22

さらにメンバーたちは、大学ごとに希

さて、ニナだ。ある日、学校からLINE
で「今日、クラブに入部したよ。麻雀と美
術部」と知らせてきた。全然、私の言うこ
とを聞いてない！
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ひびの

【第167 回】

洗脳 VS メディア・リテラシー②

日比野

泰

ACE Inc. 代表

ひろし

静岡大学工学部卒。年商2億円増の
SEO、月商10万ドル超のECサイト、
シェア1位を獲得するブランディン
グ、ファン数10万人超のSMM、売
価1%以下CPAのPPC広告など成果
の伴うサービスをモットーに企業マーケティングに
貢献。日米の企業向けの基幹システムも多数開発。
問い合わせ：usfl@artisancrew.com

前回、この12年間でアメリカのメデ

という究極の2択を迫り、仮にネット上の

撃たれ得ない)被害者を、誹謗中傷にて相

ィアで一番視聴されているFox Newsは、

情報で、Foxの報道に疑問を感じても、そ

手の立場の正当性を無くし、無理やり悪

CNN とMSNBCを合わせた以上の視聴者

れは
“リベラル/主流メディアが、悪意の操

者にし立て、
“殺されても仕方なかった”

数を誇り、その層の70%弱は、Foxを一

作をしている”
、というようなフレーズを、

と消化したり、少数の行動からグループ

番信頼できるニュースソースと考え、他

しつこく繰り返し、そう信じ込ませます。

全体をネガティブな存在に規定した「スケ

のメディアを全く視聴しない傾向があり、

更に仮説や信念を検証する際に、それを

ープゴート」により、例えば“イスラム教

その背後には巧妙な洗脳術があることに

支持する情報ばかりを集め、反証する情報

徒は皆テロリスト”というように偏見や敵

触れました。

を無視、または集めようとしない
「確証バ

を確立します。

イヤス」や、矛盾を抱えた際の不快感を解

「恐怖による扇動」は、独裁者やカルト

消する為に、自身の態度や行動を変更する

教祖が人を支配する上での常套手段です。

「 認 知 的 不 協 和 」の 心 理 と、信仰心

恐怖は、脳の理性を処理する部位をバイ

運営関係者を見ると一目瞭然で、元

も利用し、Foxの主張＝正しい信仰に基い

パスして、動物的反応を司る視床下部へ

CEOは、歴代の共和党大統領の政治コン

た神の主張、Foxを否定＝神への否定かの

直接伝達される為、理性を失わせた行動

サルタントで、現在のトランプ氏の選挙

ような行為として浸透させているとか。

をさせるのが特徴です。

Fox Newsの実体

対策委員会(選対)のアドバイザー、選対

「認知的不協和」の分かり易い例: 喫煙者に

例えば
“不法移民は犯罪者ばかりで危険”

本部長もFoxのコメンテーター、Foxと密

とって、肺癌になりやすいという認知は、自

だとか、
“ 職を奪ったり、福祉受給が多く、

接なメディアを運営する人物が選対CEO

身の行為に矛盾を感じさせるので、喫煙者で

自分達の生活を脅かしている”という
「ステ

など、メディア幹部や関係者が、共和党

長寿の人もいれば、交通事故での死亡率の方

レオタイプ」を増幅させて、不平等や差別

戦略のブレインで固められており、共和

が高い、など新たな認知を加えると、矛盾を

も許される根拠へ展開します。(不法移民

党支持、民主党批判の偏向報道ばかりな

弱められます。煙草会社の主張は、
「喫煙者が

の犯罪率は特別高くなく、福祉受給割合な

のは、至極当然なのです。それ故この選

肺癌になりやすいのは、煙草が原因ではなく、

ど実は白人も多く、不法移民に割かれる税

挙で、メディア・リテラシーが、どれ程

ストレスを抱える人がそれを和らげるために

財源など数パーセントで、逆に彼らがもた

重要であるかを、改めて痛感させられて

喫煙しており、肺癌の要因はストレスであり、

らす経済効果により、社会保障の財源も破

います。

煙草との因果関係はない」

綻していないという事実があります。)

「敵の創造」は、論理思考を除去するの

「史実の変換」も偽情報を流して頻繁に

に都合がよく、家族・国・神を守るFox

行われ、Fox視聴者には、
“オバマ氏はイス

視聴者は、正直でピュアな善のグループ、

ラム教徒で、米国生まれではない”
“地球

分析によると、Foxは大きく「視聴者の

リベラル・エリートなど、それ以外は皆

温暖化はただの陰謀”などと、本気で信じ

隔離」→「敵の創造」→「恐怖による扇動」

悪のグループと規定し、例えばキリスト

ている人が多いのも、見事な洗脳成果です。

→「史実の変換」の4つを循環させ、その

教はこれらの人々から攻撃を受けている

視聴者を恐怖で煽り、戦時中の国民さ

中で様々な洗脳テクニックを駆使してい

という構図を創り上げます。

Fox Newsによる洗脳術

るそうです。

ながらに怯えさせ、理性を奪い、身を守

本来言える立場にいない側が、自分に

るためと錯覚させるこのやり口は、ナチ

言われていることを相手に被せていく「フ

ドイツのナンバー2が「誰も戦争など望ま

は、Fox視聴者が外部から情報を得るのを

リッピング」で、例えば黒人の人権保護

ないが、攻撃されかかっているのだと煽

遮断します。
「誤った二分法」により、例え

主張を、逆に白人差別だと非難するなど、

り、平和主義者に対しては、愛国心が欠

ば
「
（敵で偽りの）リベラル/主流メディアの

問題は相手側にあると片付けたり、警官

けていると非難すればよい」と言っていた

情報」or（味方であり正しい）Foxの情報 」

による黒人射殺事件では、(白人ならまず

のを思い出して、ぞっとしました。

洗脳の典型的手法である
「視聴者の隔離」
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世界の絶景で遊ぶ！

船の大きさにびっくり

子供に人気のアクアパーク

死ぬまでに行ってみたい
ハイチのラバディってどんなとこ？

カリブ海とその周辺を巡る、憧れのロイヤルカリビアンクルーズ。今回は大人気の寄港地、ハイチのラバディ
についてのレポート。
巨大な船がゆっ

らすごいスピード
（約 70 キロの速さ）でビーチへ降りていく。瞬間

くりと島に近 づ い

にして鳥のような気分になれる海の上のジップライン。152m の高

ていく。甲板には

台から飛び立つときの光景は、世界の絶景の一つと言えるだろう。

カメラを持って、入

これが一番の目的でロイヤルカリビアンの船を選んだ乗客もいる。

港の景色を撮ろう

人気があるのでのんびりしているとチケットは完売となり、下から

としている人 たち

眺めるだけで終わってしまう。

がぞろぞろと集ま

そうこうしていると出港2時間前。まるで家に帰宅するように全員

ってくる。島のとこ

が船に戻っていく。出港時にはまた看板に出て写真を撮ろうとする

ろどころに煙 がう

と、カメラのレンズの向こうでハイチの人が手を振ってくれるのが見

っすらと見えるが、民家の台所の煙だろうか。海を見下ろすとエン

えた。素晴らしいひと時をどうもありがとう、と心の中でささやく。

ジンのない手作りの手漕ぎボートがこの巨大な船を横切る。どう

世界最大の船ハーモニー・オブ・ザ・シーズ、アリュール・オブ・ザ・

やらこの手漕ぎボートは、地元の人たちの交通手段の一つのよう

シーズ、オアシス・オブ・ザ・シーズなどが西カリブ海クルーズで
『ラ

だ。今でも自給自足のような生活をしている人達もいるハイチ共和

バディ』に寄港する。

国の北部にある半島
『ラバディ』をロイヤルカリビアンインターナシ

次回は寄港地

ョナルがプライベート半島として保有している。
『ラバディ』という名

編その２、何度見

は、フランス人のラバディ公爵からつけられたと言われている。

てもド迫力！ 飛

ラバディのビーチ

都会とはかけ離れた別世界とも言えるこの
『ラバディ』に期待を膨

行機が触れそうな

らませて、5400 名の乗客が次々と船から降りていく。フロリダ州フ

くらい超絶スリリ

ォートローダデール港で乗船した時は、ターミナルに接岸されてい

ングなマホビーチ

たので船の全景をまだ見ていない。船の写真を撮るにはここ
『ラバ

の紹介。

ディ』が最適の桟橋だ。船内でもＷＯＷという声がいたるところで

何もしない贅沢な 1 日

聞こえたが、ここでもＷＯＷという言葉が自然と出てしまう。
ヤシの木の向こうからポンポコ、ジャラジャラという音楽が聞こ
えてくる。レゲエでもなく、サルサでもない、これはハイチ音楽ら
しい。そして突然ビューンと水しぶきをあげてジェットスキーの群れ
が走っていく。子供用の水遊び場や海に浮かんだアクアパークは家
族で楽しめる。ビーチチェアやパラソルもあるので、何もしない1
日を過ごすのもよい。海を見ながらビールを片手にバーベキューの
ランチを食べる頃には、現実から遠く離れた世界にいることを実感
する。
ふと空を見上げてみると人が飛んでいるように見える。上空か
26
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知っトク法律

デビッド・シンデル弁護士

オンライン管理されているI-94
皆さんの多くが既にご存知かと思い

①パスポート、ビザ、またはDS160フォ

良いでしょう。

ますが、外国人がアメリカへ入国する際、

ーム内にある名前で入力してみる

入国記録や滞在ステータス、滞在期間を

②ファーストネームとミドルネームの両方を

記した I-94 が必要となります。現在では

ファーストネームとして入力してみる

また先述の通り記載情報に誤りがある場

全ての空路、航路において紙媒体による

③ファーストネームとラストネームを逆

合は、直ちに CBP に連絡を取るように

I-94 の発行が廃止され、全ての情報がオ

に入力してみる

してください。そのためには入国ごとの

ンライン上の I-94 に直接記録されていま

④ァーストネームやラストネームが複数

I-94 記載情報の確認がとても重要で、仮

す。I-94 を管理しているのは CBP ( 税関

ある場合は、スペースなしで続けて入力

に確認を怠ることで、不運にも誤りに気

国境取締局)であり、I-94はCBPのホーム

してみる

づかないままアメリカに不法滞在をして

ページからパスポート番号など基本的な

⑤入 国 時 のパスポートと DS160 に記 載

いたという記録が残ってしまう可能性も

個人情報を入力することで確認すること

していたパスポートの番号が異なる場合、

あります。オンライン化という利便性が

ができます。

DS160に記載している番号を入力してみる

ある反面、それら見落としの可能性もあ

弊社では、ビザを使ってアメリカに入

⑥国によってはパスポート番号の始めに

り得る状況となっておりますので、特に

国される方々に対しては入国の度ごとに

パスポートの発行年が付いていることが

注意が必要です。

この I-94 情報（入国情報および出入国記

あるので、この年を外して入力してみる

以上、どうしても見つからない場合、

録）を確認し、そのスクリーンショットを
保管するように勧めています。

なお、上記の #4 に関連し

ただこの I-94 ですが、記載情報に誤り

ますが、結婚されて苗字が変

があることもあり、その場合は、CBPに直

わった方で、Addendum には

接訂正を求めるなど迅速な対応が必要と

結婚後の名前が記されている

なります。

パスポートを使ったのにもか

また場合によっては、基本的な情報を

かわらず、写真のページの名

入力しても”Not Found”ということで、記

前が旧姓のままですと、その

録そのものが見つからない場合がありま

名 前 を 基 に I-94 が 管 理 さ れ

す。その際、下記の試みで対処できる場

る場合もあります。その場合

合があります。

は、旧姓で確認してみるのも
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知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

国外退去の対象となる犯罪

パート②

前回に引き続き、今回もアメリカでの

れたならば、単一策動から生じる犯罪と

罪者が国外退去の対象となることにより、

不道徳行為、悪質な重犯罪やその他の犯

はならず、犯罪者は２度以上複数の不道

アメリカ国籍もしくは永住権者の配偶者、

罪による国外退去命令についてお話しま

徳行為を犯したとして国外退去手続きが

親、または子が「極度な困難」に陥ること

す。

開始される可能性が高いといえます。

を証明し免除申請を行うこともできます。

不道徳な行為に関わる犯罪（Crime of

状況によっては、不道徳行為を犯した

最終的には、212(h) の免責を受けるこ

moral turpitude）を犯した移民の国外退

永住権保持者が移民法 212(h) による免

とができるかどうかは、犯された犯罪の

去手続きは、以下の二つのシナリオのも

責を受けることができる場合があります。

暴力の度合い、更生の証明、そしてなぜ

とで開始されます。

212(h) の免責の対象となるには、犯罪を

第 2 のチャンスをもらうに値するのかを

①アメリカへ入国してから最初の5年間の

犯した永住権保持者が国家安全保障の脅

示すその他の要因により判断されます。

うちに不道徳行為に関わる犯罪を犯した

威でないこと、またこれまでに悪質な重

場合

犯罪（Aggravated felony）を犯していな

②アメリカへ入国してからこれまでに、

いこと、さらに国外追放手続きから遡っ

同じ策動による違法行為から生じていな

て過去 7 年の間、継続して合法的にアメ

い不道徳行為に関わる犯罪を2度もしくは

リカに住んでいたことが条件となります。

それ以上犯した場合
国外退去手続きを決定するにあたり、

犯した犯罪が売春に関係するもの、も
しくはステータス変更申請を行う 15 年

複数の犯罪が単一の策動よる違法行為か

以上前に犯したものだった場合は、裁判

ら生じる場合、1つの犯罪としてみなされ

官によって免責が決定されます。同様に、

ます。このルールが適用されるかどうか

あなたが永住権保持者もしくはアメリカ

は、犯罪の状況によります。例えば、犯

国民の配偶者や親から虐待を受け、女性

罪者が2つの強盗で有罪判決を受けた場合、

に対する暴力阻止法案（Violence Against

それらの強盗が同じ日に同じ場所で同じ

Women Act ( 略して “VAWA”)）によるス

ような時間帯に行われたならば、それら

テータス変更の要件を満たす場合、裁判

は単一の策動による違法行為から生じた

官からの承認により免責を与えられるこ

ものとみなされるでしょう。しかし、2 つ

とがあります。

の強盗が別の日に全く別の場所にて行わ

30

これらに当てはまらない場合は、犯

＊本コラムは顧客からの質問を一般的なケー
スに書き換えたものであり、読者への情報提
供を目的としたものです。特定事例における
法的アドバイスが必要な場合は、専門家に相
談してください。
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医療保険 − PPOネットワークを利用して節約する

医 療 保 険 で よ くPPOと 聞 き ま す が、PPOと は、Preferred
Provider Organizationの略です。PPOタイプの保険では、自分

上記の例の場合は$3000の請求に対して$400の支払いですみ
ます。

の主治医を決める必要がなく、好きな医者を選ぶことが出来ま

ネ ッ ト ワ ー ク 外 の 場 合 は50％ カ バ ー で す が、 請 求 額 の

す。医療機関はPPOネットワークに加入する際に割引料金で治

$3000に対して50％ではありません。ネットワークを利用

療することに合意していますので、PPOネットワークに加盟し

し た 際 の 割 引 料 金(又 は 一 般 的 な 金 額(Usual, Customary &

ている医者、医療機関、病院を利用することによって割引料金

Reasonable))に対して保険が適用します。上記の例の場合は

が適用されます。

$2000に対して50%がカバーされ、自己負担が$2000になっ

PPOタイプの保険はネットワーク内とネットワーク外で保

てしまいます。ネットワーク外の場合、医療機関が一般よりも

険の適用率が違います。例えば80/50と書かれている場合は、

高い金額で請求した場合には、自己負担が大変高額になる恐れ

ネットワーク内の場合80％カバー、ネットワーク外の場合

もあります。

50%カバーという意味です。ここで気を付ける点があります。
80/50の場合だとネットワーク外での治療は50%カバーされ

自己負担を小さくするためには、できる限りPPOネットワー
ク内の医療機関を利用することをお勧めします。

るはずですが、実際にはそうではありません。ネットワーク内
と外での負担率を比較してみましょう。
80/50、Deductible(免責)は既に満たされているという仮定の場合
ネットワーク内
請求額

$3000

ネットワーク外
$3000

割引後の額 $2000
保険支払額 - $1600 ($2000 x 80％ ) - $1000 ($2000 x 50%)
自己負担額 $400

$2000

ネットワーク内の場合、まず割引が適用されて請求が安くな
っています。その割引料金に対して80％カバーされますので、

32
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ダイワ保険代理店：全ての保険を取り扱う総合保険

代理店。顧客の保険代理人として「お客様にとってベス
トなプラン」を提供する。目標は「全ての保険を取り扱
うことでお客様のニーズを把握し、生涯のパートナー
としてお付き合い頂くこと」。保険情報、見積もり依頼
はウェブサイトwww.daiwainsurance.comから。
連絡先：info@daiwains.com Tel: 800-447-5537
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シネマコンパス

CINEMA
COMPASS
INTERVIEW WITH CELEBRITY

ベン・アフレック
演技よりも脚本家・監督としての
才能を認められたスター俳優
取材・テキスト・写真：はせがわいずみ
Interview, Text & Photo by Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)

「Good Will Hunting」で脚本家としてオス
カーを受賞した後、スター俳優として注目され
るようになったベン・アフレック。その後、監
督業にも進出し、監督・主演・製作した映画

一番心を痛める要素

本作の記者会見で、役作りについて話す彼
は、父親としての顔も垣間見せた。

ベンは離婚調停中の妻との間に4 歳、7歳、

最も複雑で難しい役

10 歳の子どもがいる。子どもたちとクリスチ
ャンの症状について話したのだろうか。

「Argo」でアカデミー賞作品賞を受賞した。物
心ついた時から俳優になりたいと思っていた彼

「クリスチャンは、これまで演じた中で最も

「子どもたちは理解できる年頃だから、自

は、子役として芸能界入りしたベテラン俳優。

複雑なキャラで挑戦しがいのある役だった。

閉症やアスペルガー症候群について話した

しかし、俳優としてのキャリアが長い割には、

しかもたくさんのリサーチが必要だった。リア

よ。ただ、彼女たちの興味はレーティング

筆者は常々思っているが、演技はイマイチ。そ

ルなキャラクターを作りたかったから、自閉

だけで、
『私たちが観れる映画にはいつ出る

の証拠に、あれほど映画賞レースを賑わした

症の人たちに直接会って様子を観察し、日々

の？』って聞くだけだった
（笑）
。だから、
『お

「Argo」で演技を認められることもなければ、

の暮らしや好きな映画などを聞いた。クリスチ

前たちが25歳になったら観られるよ』って言

これまでも演技賞に輝いたりノミネートされた

ャンの人物像を複雑にすることでリアリティー

うんだ
（笑）
」

りしたことがほとんどない。キアヌ・リーブス

が増すから、会った人たちから得たものを取

親としての話題が出たところで、本作での

同様、イケ面だけど表情が乏しく、セリフも説

り入れたよ。彼らは、実際に複雑な状況で複

父子関係について聞いてみた。クリスチャン

得性がない。親友のマット・デイモンに比べる

雑な生活・人生を送っている。生活に制限が

の父親は、息子を
「オレのルール」に従って育

と才能は一目瞭然だ。しかし、ベンの監督と

ある人もいれば、他の人にとって難しいことが

てる。親として、ベンは子育てにどんな考え

して、また、プロデューサーとしての力量は素

簡単にできる能力を持っている人もいる。そし

を持っているのだろうか。

晴らしく、筆者は21世紀を代表する監督の一

て、アスペルガー症候群の人は機知に富んで

「本作の父子関係は、一番心を痛める要素

人にリストアップしている。

いて、ユーモアたっぷりだってことも分かった。

だよね。僕は親として毎日、さまざまなジレ

そんなベンが俳優としてやっとハマリ役

そういう要素もクリスチャンの中に入れたかっ

ンマに直面する。子供を育てるのに正しい

に出会ったと筆者が思ったのが、新作
「The

た。とにかく、人それぞれ違う能力を持ってい

道はどれだ？ って考える。選択を迫られる

Accountant」の主人公クリスチャン。サヴァ

るってことが分かったから、クリスチャンは絶

瞬間の連続だ。当然のごとく僕らは間違えた

ン症候群で数字に関して並外れた才能を示す

対に複雑なキャラクターにすべきだって思った

り、失敗をしたりするけど、とにかくベスト

彼は、地味な会計士の顔と、悪に対して容赦

んだ。彼は他人と心を通わしたいという本能

を尽くそうとする。自分の子供が傷つきやす

しない殺人鬼の顔を持っている。自閉症ゆえ

はあるけど、それがうまくできない。そして、

く、弱い立場にいると知って恐怖を感じ、自

に他人とのコミュニケーションがうまくないの

それを治すことはできない。女の子を前にし

分自身も弱い立場にいることを悟る。だか

で、乏しい表情や感情のないセリフの方が説

て、腕を回してキスをするということができな

ら、この映画での父親の選択が分かるんだ。

得力がある。そして、193センチの長身がアク

い。別のやり方で心を通わそうとする。それ

親でいるのは大変だよ」

ション・シーンでは映えること！

こそがまさに複雑で興味深いと思ったんだ」

セレブでも親としての悩みは同じだった。
Special thanks to Jon Gist & Terra Potts / Warner Bros. Pictures
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韓国映画なのに日本語セリフ？ 「The Handmaiden」
韓国の巨匠監督パク・チャヌクの新作は
「映

く、
「当初は原作に忠実にヴィクトリア朝のロ
ンドンを舞台に英語の作品を予定していたが、

記者仲間から知らされ、興味を引かれた。

プロデューサーの提案を受け入れて韓国を舞
台にすることにした。そうすることで、ヒロイ

ひでこは亡き母親の姉
（または妹）の夫が仕

ン 2 人の階級の違いだけでなく、出身国の違

切る屋敷に軟禁状態で暮らしていた。そんな

い、そして、あの時代のお互いの国に対する

ひでこの財産を狙って、韓国人の詐欺師が藤

敵対意識も交えて、物語に深みを与えること

原伯爵と偽って屋敷に出入りするようになる。

ができた。占領する側と占領される側の間に

その詐欺師の差し金で、韓国人のスッキがひ

芽生えた愛が違いや困難を乗り越えていく様

でこの侍女になり、3人はそれぞれの思惑を秘

が、観客にさらなる感動を与えるのを可能に

めて行動を起こす。しかし、ひでことスッキ

するからね」と話す。さすが、カンヌをはじめ

の間に深い絆が芽生えるとは誰も想像してい

各映画祭で賞を贈られた監督だ。インタビュ

なかった。

ーでもそこかしこにシャープな頭脳の持ち主

原 作 は、 イギリスの 小 説
「Fingersmith」

超B級!!

というのが滲み出ていた。ただ、各国でR18

で、本国で TVドラマ化され、日本でも
「荊の

指定を受けるほどHシーンをどぎつく、しつこ

城」というタイトルで放送された。監督いわ

く描写する意図を筆者はくみ取れなかった。

だから面白い？ 「Phantasm」シリーズ

10月4日公開

1979 年の映画
「Phantasm」は、B 級臭漂

ついつい観続けてしまう。劇中流れるテーマ

うSFホラー。カルト的人気を得て続編が製

曲も一度聴いたら耳から離れない名メロディ

作され、シリーズ 5 作目となる
「Phantasm:

ーだ。

Ravager」が10月7日に公開された。また、

© 2016 Silver Sphere Corporation

シリーズを通して、主人公の一人マイケルに

オリジナルの 4K 版も同日に封切られた。劇

扮するのは、A・マイケル・ボールドウィン。実

中に登場する空飛ぶ銀の球体は、オリジナル

は彼は、監督のドン・コスカレリと1976 年

では釣り糸に吊した模型というのがありあり

の映画
「Kenny & Company」でタッグを組

と分かるものの、そこはご愛敬。しかし、こ

んでおり、同映画は日本で大ヒットした。マイ

の球体は、作品を重ねる毎にグレードアップ

ケルとドンは来日した時のことをしっかり覚え

し、新作では CG で作ったと思われる巨大球

ていて、
「東京だけでなく、宮崎や大阪にも行

体まで登場する。

った。女の子が僕らのことを追いかけていた

全編を通して、ストーリーの流れを無視し

よ」とマイケルが言うと、
「読売新聞の取材で、

た展開を強引に進めていくために、先が読め

王貞治と会見したんだ。とても興奮したよ」

ずに気になり、チープな映像に呆れながらも

とドンが教えてくれた。

葛飾北斎の娘がヒロイン 「Miss Hokusai」
日本では昨年 5月に公開済み の本作は、

© GKIDS

10月21日公開

画の大半が日本語のセリフだよ」と韓国人の
舞台は、日本統治時代の朝鮮。華族の娘、

© Amazon Studios / Magnolia Pictures

COMPASS

10月14日公開
人間ドラマだけでなく、盲目で病弱の妹との

1980 年代に連載されていた漫画
「百日紅
（さ

シーンで涙を誘い、超常現象のネタで観客を

るすべり）
」が原作のアニメ映画。原作者の杉

ビビらせる。着目はいいものの、2時間という

浦日向子は時代考証家でもあるので、作品で

制限のある映画では盛りだくさん過ぎて、ま

描かれる江戸庶民の生活がとても生き生きし

とまりがなく、すべてが中途半端な描き方に

ている。

なっているのが残念だった。また、お栄の声

主人公は、江戸時代を代表する絵師、葛

を担当した杏の声優としての力量に疑問を抱

飾北斎の娘、お栄
（えい）
。父親の代筆をしつ

かずにはいられなかった。男勝りで勝ち気な

つ、本人も絵師として活躍しているが、23 歳

キャラなのは分かるが、棒読み過ぎて冒頭、

という年齢から恋愛やキャリアについて悩む。

台詞が耳に入ってこなかっただけでなく、感

父子の絆や確執、師匠と弟子の関係という

情移入にも苦しんだ。

Special thanks to Caitlin Rose / GinsbergLibby, Fredell Pogodin / Fredell Pogodin & Associates, Katie Jo Ash / mPRm, Ashley Simon & Lyn Cowan / 42 West

36

U.S. FrontLine November 2016

TOP INTERVIEW Vol.2

アメリカ市場に勝負を賭ける日系企業のトップに聞く。

ビールメーカー
4000社超の激戦時代
海外ブランドにも
大きなチャンス
Sapporo U.S.A.Inc, President

大類 司 / Tsukasa Orui
サッポロビール志望の動機と
入社当時の思い出

ばれるローカルビールが台頭しその穴を埋

が、米国の若者を中心に人気を博しました。

めています。一番大きな理由は、消費者の

オリジナルロングボードや、オリジナルナ

嗜好の多様化です。米国の大手ブランドに

ップサックを活用した販促キャンペーンや、

代表される、軽くて飲みやすいビールから、

Legendary Biruの広告宣伝の評価は、日

ーケティングという言葉に憧れを持っていま

クラフトビールの代表格、IPAというホップ

本生まれのブランドが、米国でクールなブ

した。入社当時、新製品ラッシュで、テレビ

の苦味の効いたビールや、パンプキンビー

ランドになっていると評判です。

宣伝も多かったビール業界に特に関心を持

ルのようにシーズナルなビールがブームで

また、地域的には、カリフォルニア、ニ

ち、中でも黒ラベルやYEBISU等、品質本

す。現在も毎日新しいクラフトビールが誕

ューヨーク等コスモポリタンな大都市、ま

位のイメージの強かった当社を志望しました。

生し、年間 400 〜500 種類が増加してい

たアジア人の多い地域が、30 年前から大き

入社当時は日本のビールマーケットが右

ます。米国では80 年代は約50しかビール

なマーケットですが、その他フロリダ、テ

肩上がりで、毎年売上は伸びていました。

メーカーは存在しなかったのですが、今で

キサス、イリノイ、ワシントン、マサチュー

その分業界内の競争も激しく、当時支店

は4000 以上となっています。変動の時代

セッツ等当社の求めるターゲット層が多い

の営業マンであった私は、毎週土曜日は、

こそ、もちろん我々のような海外ブランドも、

地域での販売も拡大しています。

酒販店や、スーパーでの試飲会、プロモー

大きなチャンスがあり、当社も毎年数パー

今後の課題は、地域のグロサリーチェー

ションの準備、特に夏場はイベントや、祭

セント近く、販売量をアップさせています。

ン等での販路拡大です。 10 年後にはアジ

で生ビール販売の手伝い等で駆けずり回っ

日本のビールの中でも、最も古くから

ア系のお店ならず、一般的なアメリカンな

ていました。そこで、お客様が美味しそう

米国に進出したビール会社のひとつであり、

レストランでも飲むことができる、また全

にサッポロビールを飲む姿を見て、
「ビール

会社設立は1984 年です。そして当社は米

てのグロサリーで必須アイテムとなってい

は、皆様の楽しい時間、楽しい空間造り

国において、1986 年より約 30 年、アジア

ればよいなと思います。販売数量は、現在

に役立っている」と認識しました。

のビールブランドのなかで、販売数量 No1

の倍増を狙いたいです。

学生時代、セールスプロモーションやマ

ブランドです。

米国のビール業界の動向と
サッポロの立ち位置

米国市場ならではの戦略
今後の課題とは？

ここ数年ビールの消費はフラットです。
当社の製品は、現在日本では販売され

いった国内大手メーカーブランドが、販売

ていない
「シルバー缶」がフラッグシップで

数量を落とし、その分クラフトビールと呼

す。そのスタイリッシュでユニークな形状
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2012 年 6 月 1 日に SAPPORO U.S.A. INC. 社
長に就任。米国に赴任されるまでは 2009 年 9
月からサッポロビール（株）北海道本部マーケ

毎年、バドワイザー、ミラー、クアーズと
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ティング部長。生涯最高のビールは、
「やはり
毎年 7 月から 8 月に実施される日本最大級『さ
っぽろ大通ビアガーデン』で飲むビールかな」
。

Beauty Special 2016 Fall

こだわり美容アイテム
日本の美容メーカーがアメリカで販売している、このシーズンに注目の美容関連商品を紹介。
美容の秋、自分のためのご褒美に、また贈り物にもオススメ。

SHISEIDO
資生堂が、Bio-Performanceからの２つの商品を含む2016
年秋の新作を発表。また、赤の色味を中心とした16 色の口紅、
Rouge Rougeが新登場。
「資生堂は常に、最先端の技術と最新
の美容トレンドを、スキンケアとカラー化粧品に取り入れるように
しています。2016 年秋の新商品で特筆すべきは、私共の高機能化
粧品Bio-Performance、そして資生堂のアーティスティック・デ
ィクレターであるディック・ページが創り出した、輝く色と濃厚な潤
いをもたらす新たな口紅のコレクションです」と語るのは。マーケ
ティング担当上級副社長である山岸ドレスラー朋子さん。

BIO-PERFORMANCE
Bio-Performance LiftDynamic
Cream
きめ細かくシャーブではっきりとした若々しい印象
の肌へと活性化させる最新技術を搭載した商品。

Bio-Performance LiftDynamic
Eye Treatment
目元の肌を若返らせる目の保湿クリーム。肌が本
来持つ回復力をサポートすることで、肌の弾力と
キメ、しわとクマに直接はたらきかける。

Hoyu
日本で馴染みがあるビゲンは日系スーパーで購入可
能。実はここアメリカでは、同ブランドは日本人のみな
らず、アフリカ系、ヒスパニック、中国系や韓国系をは

Rouge Rouge

じめとする日系以外のアジア系の消費者にも幅広く浸透

クリーミーな潤いを与える口紅は、しっかりとムラ

している。2016 年春には、日本でも人気の香りのヘア

のないつけ心地で、唇を輝く色で包み、美しく仕上

カラー Bigen Aroma Colorをアジアスーパー向けに

げる。Rouge Rouge は全 16 色で、資生堂独自
のバイブラント レッド テクノロジーを搭載。５つ

新発売。普段は美容院だけで染めている人も、次の美

の異なるレッド カラー テクノロジーにより、肌の

容院までの合間に白髪が気になった際に自分で手軽に

色と気分にぴったり合った資生堂の発色を実現。

染められるのが嬉しい。
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SUNSTAR
米国で購入できるサンスターのユニークなスキンケアブランド、Equitance™。
誕生までに実に18 年を費やした美白のための総合的な新製品。

Equitance™ Trial Kit
Equitance™ のお試しセット、7 日間の徹底美白ケア。旅行のお供にも。
Brightening Foaming Cleanser ( ブライトニングフォーミングクレンザー）
Brightening Toning Lotion ( ブライトニングトーニングローション )
Brightening Serum + Spot Corrector（ブライトニングシーラム＋スポットコレクター )
Hydrating Brightening Cream（ハイドレーティングブライトニングクリーム )
Sunscreen Broad Spectrum SPF 36（サンスクリーンブロードスペクトラム SPF36)
Skin Radiance Dietary Supplement（スキンラディアンスダイエッタリーサプリメント）

Tips

５つのポイント

均一なきめと輝く肌色のための

1. 抗酸化物質を積極的に摂取
抗酸化物質は自然の成分として多くの食物に含まれている。抗酸化物質は

ファー！
者にスペシャルオ
US FrontLine 読
チャンス。
きる
入で
購
が
ance™ 商品
ペシャル
でス
30％オフで Equit
l
tm
L16.h
ance -us.com/F
。
する
http://www.equit
ダー
ー
てオ
入力し
コード FL2016 と

り注ぐため、毎日の習慣として太陽から肌を守るのをお忘れなく。

環境内の汚染物質やフリーラジカルに抵抗し、紫外線が及ぼす肌へのダ

4. 就寝前には洗顔を

メージを防ぐ。ベリー類、
緑茶、
濃い緑色野菜などから、
また、
ダイエッタリー

1 日を通じて、汚染物質や汗、メイクアップによるストレスなどが肌に影響

サプリメントでも抗酸化物質は摂取できる。

を与え、毛穴サイズを大きくし、老け顔の原因を作っている。 Equitance™

2. 睡眠時間はたっぷりと

のブライトニングフォーミングクレンザーは優しく肌を洗い流してくれる。

睡眠不足は肌が自然に持っているバリヤーに影響を与える。バリヤーが薄

5. 美白成分含有のスキンケア製品に投資を

くなると肌の色素にムラを生じさせる可能性がある。

ビタミン C、リノール酸、甘草エキス、レチノールなどの美白成分を含むス

3. 肌を保護

キンケア製品を毎日使用することで、これらの成分がより美白に、また細
かいきめを実現してくれる。 Equitance™ ブライトニングシーラム＋スポッ

アメリカ皮膚医学会は 1 年を通じて SPF30 以上のサンスクリーンを広範囲

トコレクターのように時間をかけて主要成分が浸透する製品を見つけるこ

に塗っておくことを推奨している。紫外線は曇天でも快晴でも関係なく降

とがカギ。
資料提供：Equitance™

体験談

Testimonial

香りとコームで差がつく
Bigen Aroma Color をトライ
これまでは米系スーパーで購入できるカラーリング剤を使って
いましたが、今回、新発売の Bigen Aroma Color を試してみて、
あまりにも楽で簡単だったので今後はこれに切り替えるつもり

Bigen Aroma Color

です。これまでと違うポイントその１は、カラーリング剤独特
のきついニオイが一切しないこと。染めている時だけでなくそ

シトラスにジャスミンとバラを組み合わせた、ソフトで優しく洗練された香りがポイン

の後もしばらくいい香りが続きました。ポイントその２は、しっ

ト。2015 年に日本で行った調査によると、同商品には「ヘアカラー独特のきついニ

かり塗布できるタイプのブラシと仕上げに全体に行き渡らせる

オイがない」と回答した人が 90％に達した。日本でも人気のクリームタイプだから気

ためのコームが付いていること。これがあるのとないのとでは

になる生え際の白髪もしっかりカバー。芳醇なアロマに包まれながら、美しく若々し

手間が全然違いますね。
（トーランス在住・主婦）

い髪を手に入れられると好評。
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New Business Close Up

アメリカで新たな事業を手がける人物をクローズアップするインタビューシリーズ。
北米地区ですでに 40 のホテルを経営する APA グループ代表、元谷外志雄氏に聞く。

高品質、
高機能、
環境対応型のコンセプト提示
キャッチは You ll be Back
前倒しで米国進出した経緯は？

時急速に円高が進み、
ドル建てベースでは

日本にて一番のホテルチェーンに認識

101 円台にまでにな

されるまでになったら、いずれ海外進出

り、また現在日本の

しようということは以前より考えており

金利が低いので、海

ました。本来は 2017 年頃を予定してい

外投資のチャンスだ

たのですが、昨年の 11 月決算で経常利益

と思いました。

280 億円、売上高利益率 30％超を達成す

日本のホテルの海

ることができ、また 1984 年 12 月に会社

外展開は、アジアの

のスタートとともに始めた会員システム

周辺諸国が多いです。

が、今では会員数が 1,100 万人と、他の

北米に進出すること

ホテルの会員制度と比べて一桁違う規模

により高い収益率を

となり、利益率・会員数において日本で

多少損なうものであ

一番という所まで来ましたので、そろそ

っても、世界的なブ

ろ海外進出を考えていた際にアメリカの

ランド力・知名度が

ホテルの話を頂きました。

アップし、日本にお

アパグループ代表、元谷外志雄氏

当初よりフランチャイズでの世界展開

けるホテルの収益力

現地時間 9 月 6 日に株式取得完了の記者発表が行われた Coast Coal Harbour

を考えておりました折に、ニュージャー

がアップするのであ

Hotel（カナダ国ブリティッシュコロンビア州バンクーバー市）にて

ジーの元ヒルトンホテルについての話が

れば、トータルでは

あり、早速見学に行きました。ニューヨ

収益力の向上になる

ークではマンハッタンにあるホテルの価

のではないかと思います。

本年 11 月 15 日にグランドオープンを予定
https://www.apa.co.jp/newsrelease/6888

る際に従業員が部屋に入ることが当たり

格が高騰しているため、最近のビジネス
マンは郊外に泊まることが多いようです。
隣接するニューアーク空港から当ホテル

ホテルではチェックイン時や、用があ

他のホテルにない
APAの特徴とは？

前に行われていますが、実際ホテルを使
うユーザーとしての立場を考えた時、過
剰なサービスにかかる人件費がホテル代

に泊まって、電車を使えばすぐにマンハ
ッタンまで行くことができるということ

我々は高品質・高機能・環境対応型の

に入っていると考えると嬉しくはないで

で、これはいけるなと考え、提携するこ

新都市型ホテルのコンセプトを提示しよ

す。また、ホテルの部屋のスペースの広

とにしました。結果として2年ほど早く海

うと考えています。また、ゲストとスタ

さを格付けとする風潮がありますが、シ

外戦略をスタートすることになりました。

ッフは対等であるというスタンダードを

ングルルームに一人で泊まった時のこと

今回のカナダ案件は、日本の上場企業

確立するつもりです。現在もゲストに良

を考えれば、殆どのビジネスマンのお客

がオーナーであるバンクーバーのホテルチ

く仕えるホテルは良いホテルであるとい

様は、部屋に入ってかばんを置いて外へ

ェーンの売却ということで、日本人には非

う観念が残っておりますが、いずれ世界

出かけて商談をして食事をして、帰って

常に馴染み深く、日本からの飛行時間が短

のホテルは新都市型スタイルのホテルに

お風呂に入ってテレビを見て寝て、朝食

いということも勘案して即決しました。当

収斂するだろうと考えています。

が美味しければよいわけであって、そん
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な広い部屋を求めているわけではないの

に、ただ日本語を中国語や英語に変換し

ちり運営した後にアジアに進出していき

です。広さではなく、満足を売るホテル

ただけでは訴求力が弱いので、その国の

たいと考えています。また、東京近郊で

にしようと、そういう考え方を世界では

文化に根ざしたものを作ることにしまし

あっても範囲を広げればまだまだ何百も

じめて我々が言い出したのですが、我々

た。J Walter Thompson（JWT）という世

のホテルを作る機会がありそうです。し

のシングルルームは非常にコンパクトに

界最大の広告会社とともに作成したキャ

かしながら、世界での認知を考えたら北

できており、部屋を使い勝手が良いよう

ッチコピーが”Youʼll be back”です。一度

米が良いかと考えております。また成長

に設計し、それでいて環境に配慮したも

APA ホテルの便利さを利用したら、また

性を考えればアジアに向く必要がありま

のにしています。1997 年にランドー社と

利用したくなるという意味です。

す。色々なことを考えれば、確実に拡大

ともに名前を決めましたが、社名に環境
を入れましょうということでできた名前
が APA(Always Pleasant Amenity) で す。

しながらブランドを高めることが高収益

北米と世界展開における
ビジョンとは？

につながりますが、やはり理念が大事です。

アルファベット 3 文字で覚えやすく、イ
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ンターネットでの検索が主流の時代にも

今回カナダの案件を購入したことによ

即しており、この名前が APA の成長の原

り、北米でのホテル買収に関する情報が

動力を担っているのではないかと考えて

集まるようになりました。情報を元に思

1971 年に住宅会社の信金開発（現アパグルー

います。

い切って購入すれば早期の 100 店舗は達

プ）設立。84 年にホテル事業に進出。2015

また、今般世界戦略にとりかかるにあ

成可能ですが、我々のコンセプトに合わ

たってホームページや広告宣伝を行う際

ないものは買えませんし、一つ一つきっ

元谷 外志雄
アパグループ代 表。 石 川県 小 松市生まれ。

年より 海外進出、2016 年 9 月時点で北米エ
リアに 40 軒のホテルを展開している。

アパホテル〈ウッドブリッジ〉宿泊レポート

あの日本の有名ホテルがアメリカに！
アクセス良好で出張に使い勝手よし
Text by Maiko Ogawa
2016 年９月、ロサンゼルスからニューヨーク

を片手にビジネススーツに身を包

に出張することになった。マンハッタンで幾つか

んでチェックインしたニュージャー

の企業を訪問する予定。さてどこに宿泊するか？

ジーのアパホテルは、いい意味で私

マンハッタンは予算面で厳しい。しかし、現地で

の期待を裏切った。ロビーの天井には豪華なシャ

効率的に動くには交通アクセスの良い場所のホテ

ンデリアが吊るされている。しばし立ち尽くして

ルでなくてはならない。そこで候補に浮上したの

いると
「Welcome to APA Hotel!」
とフロントスタッ

が、ニュージャージーのニューアーク空港近くに

フの声で我に返った。

立地するアパホテル〈ウッドブリッジ〉である。

デラックスクィーンルーム

私が日本で経験した「コンパクト」なイメージとは

の頃、静岡の免許合宿で 3 週間にわたり滞在し

かけ離れたゆとりのスペースだった。その日はマ

たのがアパホテルだった。コンパクトながらも全

ンハッタンを歩き回った後だったからか、ふかふ

てのスイッチに手が届く便利なレイアウト、毎日、

かのベッドでゆっくりと休むことができた。そし

自動車教習所でぐったりとなった私には実に快適

て翌日、私は再びマンハッタンでのアポに出かけ

だった。

て行った。次回、ニューヨークに出張する時には、

そのアパホテルがアメリカにも進出している。

フロントデスク

客室には、さらに驚きの空間が広がっていた。

日本のアパホテルには馴染みがある。二十歳

まだこの時点でオープンしていなかった日本食レ

ウッドブリッジはアメリカ第 1 号のロケーション

ストランも試してみたい。それから、静岡で作っ

だ。よし、ここにしよう。しかし、スーツケース

たアパカードを忘れずに持参しなくては。

外観

120 Wood Avenue South Iselin, NJ 08830
https://www.apa.co.jp/newsrelease/5860
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タレント・グラビアアイドル・女優として
日本で TV、雑誌、ラジオに出演。代表作
に人気漫画の実写化作品の主人公を演じ
た「まいっちんぐマチコ先生」
。現在は日
本とロサンゼルスを行き来しながら、料
理研究家としても活動中。
著書
（電子書籍）
に「名波はるかの彼のお家で作るお泊ま
りレシピ」と「魔性の身体を２週間で手
に入れる！ 糖質制限レシピ」がある。

バルサミコ酢は、買ったはいいけれど、なかなか使わな
いのよねぇ。という方も多いのでは？ サンクスギビングな
どで、赤ワインを飲むことも多くなりそうな11月に、ワイン
との相性がよい、バルサミコ酢を使ったレシピをご紹介しま
す。主菜のブリは魚ですが、実は白ワインよりも赤ワインに
合う魚です。濃厚なバルサミコソースも、赤ワインにぴった
り。バルサミコソースじゃ、ご飯には合わないかしら？ と
思いきや、しょうゆをソースに加えることで、ご飯にもパン
にも合う味に仕上がっています。
副菜は野菜がたっぷり取れるレシピ。野菜を焼くことで、
野菜本来の甘さを感じることができます。ニンニクの効いた
ソースがおいしくて、ご飯もワインも進んでしまう1品です。

今日
の

主菜

ブリの照り焼き
バルサミコソース

【材料】（4人分）
ブリ...................................... 4切れ
塩.............................................. 少々
薄力粉..................................... 適量
ブロッコリー......................... 1株
トマト....................................... 1個
サラダ油.........................大さじ1

＜調味料＞
しょうゆ.....................大さじ3
みりん.........................大さじ3
酒...................................大さじ3
バルサミコ酢...........大さじ3
さとう.........................大さじ1

❶ブリに軽く塩を振り、しばらく置く。
水分をキッチンペーパーでふき取る。
薄力粉を全面に軽くはたく。
❷ブロッコリーは小房に分け、よく洗
い、水分を残したまま耐熱皿に入れ、
軽く塩をふり、ふんわりとラップをか
け、レンジで2分加熱する。トマトはく
し切りにする。調味料はボウルに入れ、
混ぜ合わせておく。
❸フライパンにサラダ油をを入れ、中火

今日
の

副菜

焼き野菜の
バルサミコソース

【材料】（４人分）
レンコン.............................中1節
ニンジン............................ 1/2本
米ナス..................................... 1本
パプリカ.................................1個
シイタケ..................................4本
エリンギ.................................2本
塩............................................少々
サラダ油..................大さじ3~4
＜調味料＞
オリーブオイル.....大さじ3
ニンニク（すりおろし）
. ............................................1片
バルサミコ酢.........大さじ4
しょうゆ...................大さじ1
さとう.......................小さじ1
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で熱し、ブリを皮があるほうを下にして
焼く。焼き色が付いたら、身が崩れない
ように、優しく裏返し、両面焼く。
（4切れ一気に焼けないと思うので、2回
に分けて焼くといいでしょう。）
❹合わせておいた調味料を加え、調味
料にとろみがつくまで火にかける。
皿に皮面を上にして盛りつけ、ブロッ
コリーとトマトを添える。

❶レンコンをよく洗い、皮ごと約7mmの厚
さの輪切りにし、酢水（分量外）にさらす。
ニンジンは皮をむき、2mmの輪切りに。米
ナスは1cmの輪切りにして、1/4のいちょう
切りに。パプリカはタネを取り除き、乱切
りに。シイタケは大きさにより、1/2~1/4
に切る。エリンギは適当な大きさに割く。
❷フライパンにサラダ油を入れ、弱めの中
火で熱し、レンコンから焼く。火が通った
ら、取り出し、サラダ油を加え、ニンジン、
パプリカ、シイタケ、エリンギ、米ナスの
順に加えて、塩少々を振り、じっくりと焼
く。
❸野菜全部に火が通ったら、レンコンをフ
ライパンに戻し、調味料を加え、中火で炒
める。ざっくりと混ぜ合わせ、調味料が煮
立ったら、火を止め、皿に盛りつける。
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求人

マックスは全米・日本・欧州・
アジアをカバーする人材紹介
派遣のエキスパートです。
豊富な経験と実績を誇る
MAXが 皆 様 の キ ャ リ ア ア ッ
プ を 全 面 サ ポ ー ト し ま す。
1994年より毎年多数の紹介
派遣を行っています。
◆◆◆◆登録方法◆◆◆◆
・お電話ください
212-949-6660
日本語で!!!!
・オンライン登録
www.maxjob.com
・履歴書をE-mail
Info@maxjob.com
日本でのお仕事探しは
japan@maxjob.comまで！
★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★

全米でのポジションあり!

全米でのポジションあり!

全米でのポジションあり!

日本でのポジションあり！

●ビザサポート有り●
IT Network Engr
DOE
IT Help Desk Engr
DOE
IT System Engr
DOE
IT Sales
DOE
サービス HR Consultant 40-50K
人事知識要
サービス Construction Admin DOE
製造(NJ) Application Engr 40-70K
リモートOffice OK
会計 監査/税務
45-55K
会計(NJ) Auditor
DOE

メディア Translator
48K
メディア Fin Reporter
40K+
メディア Satelite Coord
27K
パートタイム可
商社 Staff Accountant
48K
商社 Sales
40K
商社Admin Coord
45-48K
商社 Administrator
30-40K
商社 Biz Admin
DOE
財務／会計知識要
商社 Executive Asst
DOE
商社 Logistics Coord
DOE
製造 E-Commerce Mgr 80-100K
製造 Sales
55K
製造 Sales Representative 35-45K
社用車有／新卒歓迎
サービスHR/GA Mgr 40 – 65K
サービスAdmin
40-42K+
サービス個人保険Mgr
DOE
サービスAuto 保険Mgr
DOE
サービス 営業事務
DOE
物流 Operation Agent
DOE
物流 Air Export
DOE
JFK近郊／経要
41K
非営利 Biz Development
デザイン Account Executive 35-40K
運転免許必須
36-47K
小売Store Support
小売 Sales Associate
40K
パート可能
広告 Sales
DOE
営業経験必須
不動産 Agent
DOE

●Temporary●
IT Purchasing Asst
長期
IT Help Desk
長期
IT System Engineer
パート
IT(NJ) IT UAT Asst
3ヶ月
公共交通機関有
IT Project Manager
長期
金融バックグランド＋
IT Acctg/Admin Asst
9ヶ月
1年間
IT 購買 Asst
サービス Acctg/Admin Asst 長期
サービス Operator
T→F
T→F
金融 IT Asst
T→F
コンサルEngr Consul
コンサルEnergy Consul T→F
商社 Sales Asst
T→F
商社(NJ) Mktg Asst
パート
メディア Admin Asst
2ヶ月
メディア Admin/Sales Asstパート
会計 Acctg Assistant
パート
非営利 Research Asst
長期
製造 Assistant
パート

●日本●
サービス Financial Analyst DOE
サービス Product Mgr
DOE
サービス Data Analyst
DOE
サービス R & D
DOE
サービス Public Relation DOE
IT Web Engineer
DOE
IT ソフトウェア開発
DOE
IT インフラ
DOE
IT Project Manager
DOE
メディアCountry Mgr Up to 130K
Digital Media or 日本支社立
上げ業務経要
DOE
製造 総合職／一般職
海外大新卒大歓迎
（理系、文系）

シンガポール、タイ、マレー
シアベトナム、香港、中国の
日系企業や外資系企業での、
営業職、事務職、マネジメン
トに及ぶまで様々なポジショ
ンのご紹介をしております。

●ニュージャージー州●
商社 Sales
35K
車免許必要
商社 Data Entry
27K
午後勤務
会計 Auditor
50-70K
経験者／ビザサポ有
小売 Store Manager
40-56K
研修有
30K
不動産 Cust Svc
車免許必要

●他州●
CA州 IT Project Manager 50-70K
CA州 製造 Asst Sales Mgr 40-70K
CA州 製造 Account Exec 55-65K
CA州旅行AcctgAsstMgr
55K
CA州 IT ERP Operation 44-50K
CA州 IT Network Engr
45K+
CA州IT Sales
DOE
未経験可能／新卒歓迎
DOE
CA州Hotel経営Asst
日本でのホテル業経験要
DC 商社Admin Asst
31K
DC 商社 Sales
DOE
HI州 Help Desk Engr
40K
IL州 製造 Warehouse Mgr 70-80K
IL州IT Lan System Engr 65-75K
IL州 製造 Outside Sales 40-55K
IL州Customer Service 40-50K
MI州 Biz Develop Mgr 90-100K
OH州Mgr or Asst Mgr
D.O.E.
TX州 Network Engr/PM 70-80K
VA州 Production Engnr
DOE

最新求人情報毎日更新

最新求人情報毎日更新

www.maxjob.com

●金融 銀行 会計●
100-115K
金融 Credit AVP
金融 Credit Analyst
65-85K
金融 Admin Asst
45-55K
金融 投資AVP
DOE
Fund Admin/Mid Office経要
金融 Info Security Analyst DOE
金融(NJ) Planning&GA
DOE
商社Corp Acctg Mgr
80-115K
サービスAccountant
33-47K
55-65K
会計 Audit/Tax/Acctg
監査経験＋
55-60K
メディア Accountant
●コンピューター●
開発
50K – DOE
DOE~120K
Java Developer
System Engnr
40-70K
ERP Operation
44-50K
Help Desk Engineer
43K
ERP Consultant
DOE
未経験歓迎
ERP Sales
DOE
Project Mgr
DOE
Server/Store Engr
DOE
Sales
DOE
Network Engineer
DOE
●商社 製造 その他●
メディア Translator
48K
メディア Fin Reporter
40K+
メディア Satelite Coord
27K
パートタイム可

最新求人情報毎日更新
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★★★★★★★★★★★★★
マックスは在米留学生に、ア
メリカ以外の英語圏への職業
斡旋を強化！

詳細はお電話下さい！
212-949-6660
★★★★★★★★★★★★★
最新求人情報については、お電
話でお問い合わせください！
MAX Consulting Group, Inc.
420 Lexington Ave #1660
New York NY 10170
(グラセン直結)
Tel: 212-949-6660
E-mail: info@maxjob.com

求人

APA
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www.apaintl.com
apajapandesk@apaintl.com
551 5th Ave., Suite 630
New York, NY 10176
212-490-4419

銀行 VP Credit Risk
~$180k
銀行 Portfolio Data Anlyst ~$115k
銀行 Reg. Reporting VP ~$120k
銀行 Corp. Planning $60- $110k
銀行 Strategic Planning ~$100k
銀行 Reg. Reporting
~$95k
銀行 Debt Mkt Planning ~$95k
銀行 法務
$70- $90k
銀行 秘書
~$90k
銀行Cash Management
~$75k
銀行Credit Analyst
~$75k
銀行 Marketing Manager
$65k
銀行 Planning Analyst
$65k
銀行 Credit Spe. (Chicago) ~$65k
銀行 Customer Service
~$60k
銀行 Loan Admin (NY/NJ) ~$60k
銀行 Office Manager
~$55k
金融 Leasing Adm AVP ~$100k
金融 IR Marketing
~$100k
金融 Accnt & Tax Manager
$$
金融 Fin Translator (日英)
$$
金融 M&A Analyst
~$80k
金融 Fixed Income Analyst ~$80k
金融 Fund Client Service ~$80k
金融 Planing (Advanced English)
金融 Jr. Auditor
$50- $75k
金融 Jr. Counterparty Risk
$$
金融 Jr. Trader
~$65k
金融 Frontサポート 長期テンプ
金融 IR テンプ
4~6 Months
金融 US Equity Sales
Temp
イベント Mktg/Sales
~$48k
旅行 Consultant
~$35k
商社 Bookkeeping
~$42k
Fund Client Service ~$85k (東京)
金融全般：東京転職希望の
方募集中

●アドミニスタッフ募集●
●保育士スタッフ大募集中●
John W. Krens
ブルックリンのバイリンガル
ビザ確実な方
Director
幼 稚 園、あ お ぞ ら 学 園 で は、
●会計スタッフ募集●
Financial Services recruitment
移転拡大に伴い新規スタッフ
ビザサポートあり
を募集中！クラス担任、アシ
履歴書をお送りください
スタント、サブスタッフ
担当：田中
履歴書とカバーレターをメー
admin@kisotanaka.com
ルでお送りください。
Kiso & Tanaka, LLP
Aozora Gakuen
675 Third Ave, Room 3008
aozoragakuen.com
New York, NY 10017
551
5th
Ave.,
Suite
630
info@aozoragakuen.com
Tel:
212-972-4910
New York, NY Fax:
10176212-867-7291
office: (646) 561-2824
カスタマーサービス募集
Mobile: (917) 331-1737
会計事務所
www.apaintl.com
勤務地：マイアミ(フロリダ州)
業務内容：カスタマーサービ
ス、E-mail応 対、電 話 応 対、 不動産エージェント募集
誠実な方を求む
接客一般事務、データエント
リ ー、テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト、 Westchester
32 High St,Rye, NY
アシスタント業務
914-921-1616
・日本人会計士(高給)も募集
Manhattan
履歴書：日本語と英語両方
245 Park Ave,39FL
送 付 先：Fax1-305-233212-226-4545
6783
担当：こばた
E-mail:
info@toddaccounting.com
工場長補佐募集中
Tel: (786)242-0555
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
ニューヨーク育英学園
や食品化学を専攻した方を優
2016年度スタッフ募集
遇、ビザのサポート有り
全日制部門、サタデー、サン
デー、アフタースクール部門、 Miyako Oriental Foods Inc.
OPT可、ビ ザ サ ポ ー ト あ り。 Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
学園HPの職員募集の項を参
customerservice@coldmo
照の上、履歴書を
untainmiso.com
info@japaneseschool.orgま
で。
ニューヨーク育英学園
8 W. Bayview Ave.
Englewood Cliffs NJ
201-947-4832

Corporate Training Specialist
wanted by Japanese focused
HR consulting co in Chicago,
IL. Design & monitor training
programs for Japanese corp
clients in Japanese. Must be
fluent in Japanese and BA/
BS in Education, Elementary
Education or related.
Mail resume:
Renaissance Resources, Inc.
1937 W Irving Park Rd.
Chicago, IL 60613
Attn: Gosho/Ref UO

PC, ネットワーク・エンジニ
ア、ヘルプデスク・スタッフ、
プログラマー随時募集。
勤務地：NY, NJ, その他。
hr@japantech.com
JAPAN TECH
141 Kinderkamack Rd.
Park Ridge, NJ 07656
201-476-0964

テキサス州、オースティンに
ある日本食レストランで寿
司、キッチンシェフを募集し
ております。店舗拡張、新規
オープン予定のある将来性の
ある会社です。詳細は、担当
Kayoま で お 電 話 又 は メ ー ル
でご連絡ください。
(512)-300-4111
kasazu@kome-austin.com

工場長補佐募集中
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
や食品化学を専攻した方を優
遇、ビザのサポート有り
Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo
untainmiso.com
フルタイムIT社員募集
システムテスター、プログラ
マー社員募集。
IT関連業務ですが経験は問い
ません。
勤務地:TEXAS HOUSTON
給与：応相談、健康保険サポ
ート。VISAサポート有。英語
もしくは日本語の履歴書をE
メールでお送り下さい。
saiyous@e-noac.com
NOAC INTERNATIONAL INC.
12337 Jones Rd. #200-14
Houston, TX 77070
(281)660-2238

Kome Sushi Kitchen
4917Airport Blvd.
Austin, TX 78751

Interior Designer wanted
by office space design co.
in Gardena, CA to design
interiors of commercial
& industrial buildings
for Japanese corporate
clients. Must have BA/BS
in Interior Design or related
& knowledge of Japanese.
Send resume to Nobuaki Soi
at Key Int'l, Inc., 19300 S.
Hamilton Ave., Ste. 290,
Gardena, CA 90248.
工場長補佐募集中
業務拡張につき、食品工場で
工場長補佐を募集中、微生物
や食品化学を専攻した方を優
遇、ビザのサポート有り
Miyako Oriental Foods Inc.
Baldwin Park, CA 91706
お問い合せはE-mailにて
customerservice@coldmo
untainmiso.com

USフロントライン
クラシファイド広告
ホームページにも
自動掲載中！

www.usfl.com
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求人／不動産／その他
在宅で仕事をしませんか？
勤務時間自由。
（コンピュー
タを使った見積もり作成など。
仕事のやり方は教えます）
駐在員主婦の方歓迎。
E・Lビザの取得は申請だけで
可能です。詳しくはNIPPON
SHOSEKI HANBAIの比嘉まで。
310-218-1021

荘園不動産

豊富に物件を用意していま
す。お気軽に日本語でどうぞ。

誠実・スピーディー・豊富な物件

住居用売買物件
Palisade Park
Condo 1Br 1Bth 1Parking
$275,000
Cliffside Park
Condo(Carlyle Towers Condo)
1Br 1.5Bth Doorman NY View
Doorman Pool Gym $365,000

Main Office:
914-921-1616
Greenwich CT:203-8612525
Manhattan:212-226-4545
Fax:914-921-1728
info@shoenrealty.com
WWW.SHOENREALTY.COM

商業用賃貸物件(Office用)
Fort Lee
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食品衛生管理者日本語クラス
３人以上で毎週開催。料理人、
バーテンダー、食関係者必携
お問合せは213-680-0011
restaurantacademy@gmail.
com
alljapannews,inc
japanese restaurant news
www.alljapannews.com

新しく
生まれ変わった

2035 Lemoine Ave.
Fort Lee, NJ 07024
(201)585-8088
www.RealtyInNJ.com

GWBridgeまで徒歩1分
NY市内近パーキング可
少人数orExcective Suite
格安にて奉仕 $1,000-1,300
Ridgewood
賑やかな商店街２階
$300-$500
住居用賃貸物件
Fort Lee
Duplex 3Br 3.5Bth 1Car Gar
裏庭 学校公園 NY行便良
$3,100
Condo
1Br 1Bth 1Parking 光熱費込
GWBridgeまで徒歩1分
$365,000
TWH
2Br 2Bth 1Car Gar Pool
学校公園 NY行便良 $2,100
Palisade Park
2Family 3Br 2Bth 1Car
$2,100
Cliffside Park
Condo 1Br 1Bth Landry NY
View
学校公園 $1,950
River Edge
一軒家 4Br 2.5Bth 1Car Garage
学校公園 交通便利 $3,300

usfl.com

売レストラン
★お店は観光の中心地に位置
しています。
(観光用汽車の駅からすぐ)
★最大38席
★新しいカウンターを設置し、
新しいイスにリモデル済み
★店のとなりに、広い事務所
と在庫保管場所があります。
★facebook.com/sushitarian
durango/で 店 の イ メ ー ジ を
感じて頂けます。
12万8000ド ル コ ロ ラ ド 州、
970-946-9664
toshihirohiraoka@yahoo.
com
日系ヘルプライン
"いのちの電話"
無料電話相談、情報照会サー
ビス。ビザ、職場問題、住宅、
結婚、離婚、DV、育児、事故、
医療、社会福祉、訴訟、暴力問
題等、一人で悩まず、まずは
電話を。秘密厳守。
受付:月-金、10時-10時
TEL:213 473 1633
掲載の広告につきましては、一切の責任を負
いかねますのでご承知おき下さい。
FrontLine International, Inc. is not responsible
for the contents of classified advertisement.

1行6ドル

手軽で安価
効果も抜群
フロントラインの
クラシファイドを
お試し下さい！

FrontLine International, Inc.

e-mail:
classified@usfl.com

全米からの
情報大募集！
読者ならびに情報提供者の皆様

記事に関してはかなり前に情報提供いただかないこ

mimiyori@usfl.comまでお寄せください。

とには掲載のタイミングが難しくなっています。開催
その際に２点、皆様にお知らせしなければならな

が迫った告知などは本誌掲載ではなく、本誌記事が

いことがあります。U.S.FrontLineは創刊以来、長

閲覧できる弊社ウェブサイトの方に掲載させていた

らくニューヨークを拠点に活動しておりましたが、現

だくことも可能ですのでお問い合わせください。

在の編集部は西海岸のロサンゼルスにあります。現

いつもU.S.FrontLineをご愛読いただき、ありが

在でも非常に多くのニューヨークでのイベントの取材

今後とも広い地域をカバーする日本語情報誌とし

とうございます。U.S.FrontLineは全米で配布され

に関するリクエストをいただきます。 もちろんいた

て、読者の皆様にとってより身近な情報を取り上げて

ている唯一の日本語情報誌です。そこで読者の皆様

だいた告知や報告のリリースは掲載対象となります

まいりますので、変わらぬご支援をよろしくお願い致

が在住しているコミュニティーでのイベントやトピッ

が、編集部が西海岸にあるために、取材が難しいケー

します。

クをできるだけカバーしたいと考えております。事前

スがありますことを予めご了承ください。そしてもう

告知や開催イベントの報告のリリースなどお気軽に

１点、2016年より月刊誌になりましたので、告知の

REPORT

JETRO・大分県共催 食品と農産物
ビジネスミーティング開催

REPORT

U.S.FrontLine編集部
mimiyori@usfl.com

てつおじさんのチーズケーキ
米国本土１号店がオープン

10月5日、ロ サ ン ゼ ル ス・ ダ

ロサンゼルス郊外アーケディア

ウンタウンの割烹レストラン

のWestfieldシ ョ ッ ピ ン グ モ ー ル の

Shibumiで、JETROと大分県共

Food Alleyと呼ばれる一角に、福岡県

催による「大分の食品と農産物ビ

発祥のチーズケーキの人気ブランド、

ジネスミーティング2016」が開

てつおじさんのチーズケーキ（英語名

催された。同ミーティングは将来

はUncle Tetsu Cheescake）が オ

の米国市場参入を視野に、JAお

ープン。米国でてつおじさんのチーズ

おいたや大分県の食品メーカーが

ケーキを運営するパンダ・レストラン

アメリカの食品業界の流通関係各

グループのシニアバイスプレジデント

社を相手に説明と試食会を行う目
的で実施。JAおおいたの井上累

「果汁をアメリカ市場に売り込みたい」とJA
おおいたの井上さん

のグレン・イナナガ（写真右）さんは
「私共の会社はアジアをコンセプトにし

実さんは「アジアでは大分県産の

たレストラングループとして日本発祥のチーズケーキを扱えることに誇りを感

梨や甘太くんというブランド名の糖度を増したサツマイモの人気が高い。しか

じていると同時に、アジア系アメリカ人が多いコミュニティーであるアーケデ

し、アメリカ向けにはクリアしなければならない規制もあるため、まずは柚子

ィアに出店できて非常にいい機会を与えていただいだと感謝している。あるお

ごしょうや柚子の果汁などを輸出していきたい」と語った。
大分県の日本酒と焼酎のメーカー、八鹿酒造のアメリカでのセールスディレ
クターのポール・新納さんは「アメリカでも地域ごとに人気商品が異なる。ニ
ューヨークでは日本酒の方が好まれる傾向があるが、カリフォルニアでは焼酎
の人気が高い。また、バーボンウィスキーの樫樽で熟成した銀座のすずめ琥珀

客様からはどれだけ当店のチーズケーキが美味しいかを切々と説明されたほど
（笑）熱心なリピーターが既に生まれている」と手応えを語った。同店ではチー
ズケーキ以外にビスコッティ、マドレーヌ、クッキーも販売されている。
■詳細：http://uncletetsu-us.com

は近年、非常に注目されている。アメリカの顧客には受け入れられやすいよう
だ」とコメントした。
また、Shibumiのオーナーシェフ、デビッド・シュロッサー氏による大分県
産の食材を用いた、椎茸と昆布、ブリ刺身のカボスポン酢、リブキャップとリ
ブアイの2種の豊後和牛のブロイル、柚子カボスとマスタードディップが来場
者に披露された。

EVENT

国際資格の専門校アビタス
U.S.CPA取得無料海外説明会開催

国際資格の専門校アビタスが、U.S.CPA（米国
公認会計士）取得のための無料説明会を米国都市で
開催。参加無料。参加者には特典として、電子テキ
ストオプションの無料チケットをプレゼント。
■ニューヨーク会場

ロジャースミスホテル

12月2日（金）7:30pm〜9:00pm
12月3日（土）1:00pm〜2:30pm
■サンフランシスコ会場 ホテルニッコーサンフランシスコ
12月5日 (月) 7:30pm〜9:00pm
■サンディエゴ会場 コートヤード・サンディエゴ・ダウンタウン
12月7日 (水) 7:30pm〜9:00pm
大分県産のぶりの刺身
「2年から3年後には米国に豊後牛を
輸出したい」と意欲を語る株式会社
ミートクレスト代表の清田浩徳さん
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■ロサンゼルス会場
12月9日 (金)

ミヤコハイブリッドホテル

7:30pm〜9:00pm

12月10日 (土) 1:00pm〜2:30pm
■詳細 https://www.usedu.com/contact/foreign_seminar.php
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NEWS

正原久子氏に外務大臣表彰正原久子氏
に外務大臣表彰

NEWS

コロラド州トラベルガイド
改訂版発行

2016年9月23日、在ロサンゼルス日本国

コロラド州の魅力を網羅した『コロラド州トラベルガイド～コロラドロッキ

総領事館で正原久子氏に対する外務大臣表

ーの楽しみ方』改訂版が発行された。同トラベルガイドはコロラド州政府観光局

彰が行われた。外務大臣表彰は、国際関係の

発行のA4 版、全24 ページ、オールカラーの公式ガイドブック。

さまざまな分野で活躍し、日本と諸外国との

「本ガイドブックは州都デンバーをはじめとして、フォートコリンズ、コロラ

友好親善関係の増進に、特に顕著な功績のあ

ドスプリングス、ボルダー、グランドジャンクションなど、見逃せない都市情

った個人及び団体について、その功績を讃え

報に加え、大自然の中で楽しむハイキング、温泉、世界遺産を含む4 つの国立公

ると共に、その活動に対する日本国民の理解

園、鉄道など、コロラド州を楽しむ方法を多方面から紹介している。今回の改訂

と支持を深めることを目的としている。

が反映されたのはお食事とお土産情報のページ。特にお土産のページは紹介品

正原氏は1949年に米国人のフジト・正
原氏と結婚、56年にいけばな小原流家元教

目を増やし、ご興味の異なる客層や幅広い年代に参考にしていただけるように
なった」と同州政府観光局では特徴について語っている。

授の教状を取得。57年にフジト氏の帰国に
伴いロサンゼルスに移住後、60年より小原
流の個人教授を開始した。66年に小原流ロ

■申し込み：www.visitcolorado.jp/traveltrade/brochure
■電子ブック：guide.visitcolorado.jp/

サンゼルス支部発足により、68年から80年まで同支部の副支部長、81年から
2005年までは支部長を務めた。

NEWS

帰国受験対策のオンライン塾
『どこでも先生』が生徒募集

自宅にいながら日本の勉強
ができる『どこでも先生』が
アメリカ在住の生徒を募集し
ている。
『どこでも先生』は、
帰国後の受験に向けて、国語
や小論文、面接の準備がした
い、日本の歴史や地理を学ば
せたいなど、現地校に通う生
徒の不安を解消してくれるオ
ンライン塾。
先生は担任制で子供の学力や個性を理解した上で授業をしてもらえるのが特
徴。オンラインなので外出の手間もなく、送り迎えも必要ない。
また、隔月で実施される個別カウンセリングでは、勉強の仕方や自宅でのフ
ォロー、帰国後の精神的ケアまで、丁寧なアドバイスが受けられる。教育業界歴
30年、自身も海外経験をもつ塾長がカスタマイズしたweb授業システムで海外
生を支援している。

NEWS

リダックゲートウェイホテル
イントーランスが全面改装

ロサンゼルス、トーランス市
に 位 置 す るRedac Gateway
Hotel in Torranceが約２年間
に渡る全面改装を終え、新しく
生まれ変わった。
1Fのレストランエリアには宿
泊客のためのワーキングスペー
スが設置され、多目的に対応可
能な会議用ミーティングルーム
もある。また、ロビーにリロケ
ーションデスクを設置し、日本
からの赴任者の賃貸斡旋、売買、
投資、商業等の相談、米国進出
サポート、そして、日本への帰
任者の帰国後住宅サポートが可
能になった。
「引き続き日本人の方、特にビ
ジネスマンが快適に過ごせる客
室提供を目指す」と同社。

■詳細：www.do-sensei.jp

ホテル館内は無料Wi-Fi完備。また、企業の出張手配・予約担当者が簡単に予
約を取れるようコーポレート専用窓口も設置されている。

NEWS

機体デザインコンテスト実施
大賞受賞者には航空券進呈

ANAグループは2019年春より、超大型エアバスA380型機をホノルル路線
へ導入する。このA380型機の機体デザインを次の要領で公募する。大賞受賞者
にはANAの東京＝ホノルル線の往復チケットが進呈される。

■詳細：www.redachotel.com

EVENT

南加島根県人会
神在会を今年も開催

来たる11月27日、トーランスの元氣クラブで南加島根県人会主催の神在会が
■応募期間：2016年10月7日—11月30日
■応募資格：プロ、アマチュア不問
■応募テーマ：Fly A380 to Honolulu〜ハワイへの想いを翼に乗せて〜
■応募方法：郵送、または特設サイト（以下）より応募
https://ana-a380contest.jp
■選考：入賞作品および大賞作品発表は2017年2月予定

今年も開催される。
「今回は趣向を凝らし、LAと島根をスカイプのビデオチャッ
トでつなぎ、長年会っていない旧友や会ったことのない親戚と対面する企画が
あり、対面の模様を島根のケーブルTV局で放送する予定」と同県人会。詳細は
下記まで。
■問い合わせ：310-997-6394（清水さん）/323-823-6752（はせがわさん）
■詳細：www.facebook.com/LA/Shimane
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シンガポール航空
西海岸からの旅行がより便利に

NEWS

REPORT

Mutual Trading Co., Inc.
「Japanese Food & Restaurant Expo」盛

シ ン ガ ポ ー ル 航 空 は、10月23日 か ら

1 0 月 2 日 、M u t u a l

SQ11便ロサンゼルス-成田-シンガポール

Trading Co., Inc.（共 同 貿

の出発時間・運行機材を変更した。さらに

易）は、
「Japanese Food &

同日よりロサンゼルス-インチョン（韓国）-

Restaurant Expo」をカリフ

シンガポール線、ならびサンフランシスコ

ォルニア州パサデナコンベン

-シンガポールの直行便も運行開始。詳細は

ションセンターで開催。今年で

下記。

28年目となる同イベントには、
125の食品メーカー・酒造会
社・レストランが出店、来場者

SQ11便 LAX/NRT/SIN

1000/13:30+1/21:00+1 (Boeing777-300ER)

2000名に自慢の一品をふるま

SQ7便

17:15/22:30+1/05:55+2 (Boeing777-300ER)

った。2013年ユネスコ無形文化遺産に登録された”和食”の人気が改めて伺え

11:40/19:10+1 (AirBus350)

た。同社は1926年にカリフォルニア州ロサンゼルス、リトル東京で設立、今年

SFO/HKG/SIN 01:15/06:35+1/11:50+1 (Boeing777-300ER)

で90周年を迎える。
「日本の食文化を世界の人々へ」をモットーに、米国での日

LAX/ICN/SIN

SQ31便 SFO/SIN
SQ1便

※11月6日夏時間終了後、米国出発時間1時間前倒し。

本食カルチャーの先駆者として業界を牽引してきた。

■詳細：http://www.singaporeair.com

■詳細：http://lamtc.com

NEWS

サッポロUSAから新発売
サッポロプレミアムブラックビール

NEWS

海外駐在家庭の母親向け
役立ちサイトがオープン

サッポロUSAが、2004年以来12年ぶりのサッポロブ

海外生活での教育、くらし、帰国後の不安

ランドの新商品「サッポロプレミアムブラックビール」を

や悩みなどを共有しサポートしていくコミュ

発売した。

ニティサイト「CHU-MOM」がオープンし

日本食、アジア料理と共に楽しまれてきた従来のサッ

た。女性限定で登録は無料。なかなか体験で

ポロビールとは違い、ドイツ料理、ラテン料理、ケージャ

きない海外暮らしでの面白い話題や、レシピ

ン料理など、世界の様々な料理と一緒に楽しんでもらう

などを披露する場としても活用できるほか、

ことをコンセプトに開発。パッケージには「シルバー缶」

共通項のある仲間探しも可能。 また、チェッ

として米国で好評の22オンス缶が採用されている。

クしにくい教育情報や知識などが定期的に配
信される。

REPORT

日英バイリンガルのジョブフェア
ロサンゼルスキャリアフォーラム盛況

ディスコ インターナショナ
ルが主催する日本語と英語の
バイリンガルを対象としたジ
ョブイベント「ロサンゼルス
キャリアフォーラム」が、ロ
サンゼルス近郊のパサデナコ
ンベンションセンターで10月
7日と8日に行われた。今年は
25の企業が参加し、面接やセ
ミナーを通して求職者と交流
を深めた。参加者は企業のブースを周り、担当者の話に真剣に耳を傾けていた。
このイベントは、約1万人が参加する世界最大の日英バイリンガルのジョブフ
ェア「ボストンキャリアフォーラム」の前哨戦と位置付けられる。今年は11月
18日〜20日の3日間、Hynes Convention Centerで開催され200社以上の

■詳細：Chu-Mom.com

CAMPAIGN

オンライン書店の日本書店
読者に送料無料キャンペーン

LA発オンライン書店 日本書店で
は、フロントライン読者向けに送料
無料キャンペーンを実施中。日本で
出版されているほぼすべての本、雑
誌、コミックが購入可能。また1年
間の雑誌定期購読サービスを申し
込むと10％オフ。全米どこでも1〜3日で到着するお急ぎ配送サービスもあり。
決済時にクーポンコード「2017」を入力するとキャンペーンが適用される。
■問い合わせ: 310-383-3917 太平洋時間 10am〜4pm（平日のみ）
■詳細：http://www.nihonbooks.com/

企業が参加し、アメリカ以外の国からも多くの新卒者、転職者が訪れる。
「日本に
帰国就職を考えている方、アメリカや世界で活躍したい方、たくさんの方に足を
運んで頂きたいですね」と 同社では話している。
■詳細：www.careerforum.net
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「お疲れ様」
を英語で言えますか？
日本では、
「お疲れ様」という言葉がよく聞かれます。職場では、
「ありがとうございます」の代わりに使用されることが多くなってい
るようです。厳密に言えば相手はあまり疲れていないはずなのに、
「お疲れ様」を言うこともあるので、私のようなアメリカ人の目から
見ればちょっとわかりにくいというのが正直な気持ちです。

■ That sounds really exhausting!
それはとても疲れそうですね！
■ I know that was a lot of work.
それがとても大変だったということはわかっています。
■ I realize that was not an easy assignment.
それは簡単な任務じゃなかったということを理解しています。

しかし、
「お疲れ様」の気持ちを英語で伝えようとすると、難し

■ You are really tough.

くなります。日本人がアメリカ人に
「お疲れ様」のつもりで
「You

あなたはとてもタフですね。

must be tired 」と言ってしまったことを何回か聞いたことがあり

■It's certainly been a long day for you.

ます。その表現は
「お疲れ様」の直訳のように聞こえるかも知れま

確かに、長い一日でした。

せん。しかし、英語では
「疲れているでしょう」や
「疲れている顔を
していますね」のような感じになります。そのため、言われたアメ

そして、感謝をのべましょう。

リカ人は嬉しいわけはなく、がっかりする、あるいは侮辱的に受け

■ Thanks so much for your efforts.

止めてしまうはずです。

努力を感謝しています。
■ I appreciate your hard work.

どうやって
「お疲れ様」の真の意味を英語で言えばいいでしょう

あなたの努力を評価しています。

か。まず、
「お疲れ様」が伝えようとしていることについて考えまし

■ Thank you for your dedication.

ょう。まず、難しい状況なのにがんばったという気持ちが込められ

ご献身を感謝しています。

ています。例えば、私の部下が顧客の事務所でセミナーを行った

■ I’m glad that I can count on you. Thank you.

後、帰り道で飛行機が遅れて時間がかかったということがあれば、

あなたをいつも頼れるのは、とても嬉しいことです。ありがとうご

私がまず言いたいのは
「お疲れ様」です。そして、もう一つの側面

ざいます。

としては、相手に感謝したい気持ちも含まれています。

■ Thank you for giving it your all.
一生懸命努力してくれて、ありがとうございます。

まず、難しい状況を認める表現を先に言いましょう。
■ I’m really sorry you had to go through that.

このように言えば、
「お疲れ様」の気持ちをきちんと伝えられると

あなたがそのようなことを経験しなければならなかったのは恐縮です。
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出題：Enigma

思います。

タテのカギ

ヨコのカギ

【タテ1】試験
【タテ2】秋のUV対策
【タテ3】昔からの習慣
【タテ6】仕事や学校ではしないように！
【タテ7】映画
「アナと雪の女王
（FROZEN）」
のキャラクター
「○○フ」

【ヨコ2】英語で”Secretary”
【ヨコ4】食欲の秋！七輪で食材を○○○も
いいですね
【ヨコ5】普通よりかけ離れていること
「○○
○がいに強いチームだった」
【ヨコ7】
「スーパービュー○○○」に乗って
東京から伊豆へ温泉旅行
【ヨコ8】予想に反する悪い結果
「○○に出る」

答えのヒント

答えのヒント：会社には欠かせない人材です
答えは 56 ページに掲載
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答え：社長（シヤチヨウ）
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