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知っておきたい基本情報
万が一に備え十分な補償額を
自動車保険
公共交通機関が整備されていない地域もあるアメリカ。自動車
保険は日常的に自動車を運転する人には身近な存在のはずだ。そ
れでも自分が加入している保険のカバー内容について、意外なほ

無保険者保険でカバーされ
ます」
また、初心 者である10 代の

Auto
Insurance

ど知らない人が多いと話すのは、アメリカ41州の保険営業のライ

ドライバーには十分な補償額を、と

センスを持つダイワインシュランスの代表、タッド安岡さんだ。

安岡さんは強調する。
「十分な補償の保険を買わないのであれば、

「よくあるケースとしては、
（補償額の）リミットが十分ではない場

最初から自動車を運転させないようにと言いたいですね。10 代の

合。また逆に古くて価値がない車にフルカバーをかけるなど保険

ドライバーはかなりの確率で事故を起こすからです。最近も10 代

代理店に言われるままに、余計なものまで購入していることもあり

のドライバーの乱暴な運転の自動車に驚いて、接触していないの

ます」

に高齢者ドライバーが自分の車を壁に激突させて亡くなったという

購入する保険の種類は、州によっても義務化されているものが
異なるが、対人対物補償保険、ライアビリティと呼ばれるものが
第一に挙げられる。これは過失事故を起こした際に相手の怪我、

事故がありました。接触していなくても過失として認められてしま
ったのです」
前述のように、自分がどこまでの補償額の保険に加入している

自動車、物損をカバーするもの。ただし、カリフォルニアでは対人

かを把握することは当然として、更新する際には内容の見直しも

1人につき１万5000ドルの補償金額の保険に入ることが義務づけ

安岡さんは推奨している。

られているが、実際に事故を起こした場合はそれでは十分でない
ことも多いと言う。

「ただし、他社と比較して数ドルしか変わらないのであれば変更
しない方がいいこともあります。ロイヤリティーディスカウントと言

「相手を怪我させてしまった場合、また車が廃車になった場合の

って、保険会社によっては加入年数が長い顧客に対しては料率を

ことを想定すると足りるわけがありません。また、保険加入時に

下げたり、またディダクタブル
（免責）を下げたりすることもあるか

は、ご自分がどれだけの資産を持っているか、という点も意識す

らです」

る必要があります。ビジネスオーナーの方、ご自宅などの資産の

いずれにしても自分に必要なカバー内容は何か、どれだけの資

ある方は、高いリミットの保険に入っていないと、万が一、大事故

産を保有しているのかなど総合的に判断して保険を選ぶ必要があ

を起こした場合は相手からその資産を取られてしまう可能性が高

ると言えそうだ。

いからです」
次に無保険者保険。これは相手側に過失があり、その相手が
保険加入していない場合に、自分の損害をカバーしてくれる保険
だ。対人対物に加入していることが前提のはずなのになぜ？

と

思ってしまうが。
「保険加入が義務化されていても、まだまだ無保険者が多いの
が実態です。相手がもともと保険を持っていないケース以外にも、
手続きの更新を忘れていた、さらに当て逃げされたという場合も
6
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Daiwa Insurance Marketing, Inc.
代表のタッド安岡さんは業界経験 26 年、ダ
イワインシュランスとしては 19 年の歴史。自
動車保険以外にも家屋、医療、生命、投資、
企業保険と幅広い商品を扱う。
800-447-5537
www.daiwainsurance.com

アメリカの保険

アメリカ生活でトラブルは極力避けたい。しかし、
そのトラブルが起こってしまったら？
に事前にできることは何だろう？

そのため

個人として、

また法人として知っておきたい、リスク回避の保
険に関する基本情報を専門家に聞いた。

4 年目迎えるオバマケアとは？
健康保険
日本では健康保険証さえあれば、原則的にはどこの病院でも診

このよく耳にする
「オバマ

てもらえる。しかし、ここアメリカではその原則が異なる。アメリ

ケア」とは一体何なのか？

カの健康保険は民間企業が提供している。保険を適用させるため

「これはアメリカ政府が決め

Health
Insurance

には、利用者は加入している保険会社のネットワーク内の医療機

た健康保険に関する法律のニックネ

関で診断を受けることになる。

ームです。この法律により、それまでは保険未加入者が多かった

健康保険のタイプとしてよく知られているのが HMOとPPO だ。

現状を改革するために、アメリカの住民は皆、健康保険に加入し

HMO には Primary Care Physicianという主治医が存在し、そ

なければならないとされています。よって、未加入者には罰金が課

のドクターに最初に診断してもらった後に専門医の紹介を受ける。

されます。年のうち保険加入期間が10カ月未満だと罰金の対象と

一方の PPO はネットワーク内のドクターであれば主治医を通さず

なります。2017年の健康保険の新規加入・プラン変更の受付期間

に最初から専門医を訪ねることができる。PPO の方が時間をかけ

は11月1日から1月31日となっています」

ずに専門医にかかることができるが、保険料の面では一般的には
HMOより高いケースが多い。

場合はそれを利用できるほか、個人はマーケットプレイスと呼ばれ

さらに EPOというタイプの保険について説明してくれたのは、
保険代理店のほけんの110 番 !!

健康保険は勤務している会社がベネフィットとして提供している

ありしかよしひろ

の北米マネージャー、有鹿嘉浩

さんだ。
「カリフォルニアでは PPOと同様に直接専門医にかかるこ

るインターネットでの購入サイトから申し込むか、保険会社から直
接購入、さらに低所得とされる条件に該当すれば政府提供の健康
保険を利用することができる。

とができるのが EPOです。ただし、ネットワーク外の医者であっ

有鹿さんはもうすぐ4 年目を迎えるオバマケアの問題点について

ても一部保険がカバーされるPPOとは異なり、EPOではネットワー

次のように指摘した。
「もともとオバマケアを開始した理由のひとつ

ク内の医者のみがカバーの対象となります。EPO は、2015 年にカ

は、これまで健康保険の未加入者が多く、病気が重篤化するまで

リフォルニアでブルークロス

なかなか病院に行けず、病気が発覚した時には治療に多額のお金

が新ジャンルとして開設しま

がかかってしまうという事がありました。そこで、健康保険加入者

した。2016 年には一旦このジ

を増やし、重篤化する前に病気を発見、治療する事でトータルの

ャンルを撤廃、しかし、2017

医療費を下げようというのが狙いでした。一方で、保険会社側から

年に再開されることが発表さ

すると、オバマケアが始まるまでは保険会社は病気がちな人の加

れました」

入を断ることができましたが、加入が義務となったため、保険会

ほけん 110 番の有鹿さんは日米の保険の知
識を有する

有鹿さんが言うように、保

社は持病がある人も受け入れなければならなくなり、この事によっ

険会社のサービス自体が年に

て病気がちな人が保険を使って治療を受けるケースが増大し、保

よって変更されることも珍し

険会社の給付が増えた結果、急激な給付増に耐えられずに、倒産

くない。例えば最近も大手保

する保険会社まで出てきました。結果的に保険会社は保険料の大

険会社がオバマケアから撤退

幅な値上げに踏み切ることになり、カリフォルニアでは平均13％、

することが報道された。では

イリノイではレンジによっては60％の値上げとなるケースも出るよ
December 2016 U.S. FrontLine
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うです。この急激な保険料 UPによって、契約者側は保障のレベル
を落とさざる得ない状況に陥っています」
有鹿さんに最後、健康保険加入の際の注意点についてアドバイ
スをいただいた。
「アメリカでは保険を選ぶ時に自分がかかりたい
ドクターが入っているネットワークの保険にする、という方が多く
いらっしゃいます。ところがいざ利用しようとしても、そのプラン
では適用されないということも発生しています。同じ保険会社でも
いくつかのプランを持っており、そのプランによってネットワークが
違うからです。健康保険は申し込む時期が決まっていて、1年間変
更できないため、加入する前に細かいところまで確認することをお
勧めします」

Hoken-no 110 Ban Insurance Services
日本人スタッフが日本語で対応する保険代理店。カリフォルニ
ア州とハワイ州で 5 店舗展開。40 社以上の健康保険、生命
保険、海外旅行損害保険、個人年金保険、学資保険を取り扱う。
310-855-3522
www.hoken110usa.com/

日本より投資の意味合いが強い
生命保険
人はなぜ生命保険に入るのか？

万が一のことが起こった時に

Life
Insurance

保障内容でもアメリカの方

残された家族が生活に支障をきたさないように、ということがま

が保険料を安くすることが可

ず思い浮かぶが、アメリカではその目的もありながら、投資も兼

能になります。更に積み立てた

ねて生命保険に加入する人が少なくないという。その理由につい

分のキャッシュバリュー増加分も大

て解説してくれたのは、パシフィックガーディアンライフインシュ

きくなるというのがアメリカで生命保険に加入する際のメリットで

ランスカンパニーのアシスタントディレクター、高橋卓也さんだ。

す」。保険会社によっても異なるが、日本と同じ保障内容で保険

「保険会社はお預かりした保険料をもとに長期の運用を行いま

料がアメリカの方が３割から５割安くなるケースもあるそうだ。

す。日本の場合、10 年国債金利は10 年前で 2％台後半、その後

生命保険に入る際の検査もまた日本とは異なる。血液検査と尿

徐々に下がり、現在はマイナス 0.05％です。一方、アメリカでは

検査、場合によっては心電図、質問票への記入は共通だが、喫

10 年国債金利が10 年前で 5％台、現在は1.745％です
（2016 年

煙の有無、また家族の病歴もアメリカでは保険料に影響を及ぼす。

10月取材時＊）。つまり、運用先の長期金利が異なるため、同じ

「アメリカは DUI
（飲酒運転）にも厳しいですね。飲酒運転歴、
またスピード違反といった交通違反歴がある人はそれだけ事故の
確率も高いとみなされます。保険会社によっては、DUI を２回やる
と生命保険には入れない、または一定の年数は加入を留保される
などの規定が存在します」と、同社のアシスタント・バイスプレジ
デントの田中正彦さんはアメリカでの事情を語る。
加入できる市民以外のビザステータスについては、
「永住権はも
ちろん、H
（専門職）、E
（投資）、L
（駐在員）、O
（特殊技能）の方。あ
と学生ビザは条件によりますし、また保険会社によっても規定が
異なります
（田中さん）」ということだ。

「生命保険には就職、
結婚、
家の購入などの時機に加入される方が多い」と話すパシフィッ
クガーディアンライフインシュランスの田中さん（左）と高橋さん

8
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駐在員の場合、アメリカで生命保険に入っても帰国後も変わら

ずにベネフィットを受けることができるのか。高橋さんが次のよ
うに答えてくれた。
「こちらで加入された保険を、日本に帰国後も
継続することに何ら問題はありません。ただし、注意点としては、
すべて米ドル建てのため、為替のリスクが伴うということです」
ちなみにある駐在員の例として、アメリカで保険に加入して保
険料を払い終わった後に、帰国後、円安となり金利と為替、両方
でプラスの投資となったそうだ。ただし、これはあくまでタイミン
グ次第なので、常にそうとは限らないことをお忘れなく。それで
も、日米で金利があまりにも違うからこそ、将来のため、老後の
ため、万が一のために、アメリカの生命保険には一考の価値あり、
かもしれない。

Paciﬁc Guardian Life Insurance Company,Ltd.
明治安田生命保険の 100％子会社。アメリカで 30 年以上
のビジネス実績があり、カリフォルニア、ネバダ、ワシントン、
オレゴン、ハワイ州での保険営業ライセンスを取得。
714-784-7301 / 888-616-3780
www.paciﬁcguardian.com
Form# 01-2016-11

会社と従業員を守る
企業保険
日本よりも格段に訴訟の件数が多いアメリカ。会社を守るため

がこの保険です。特にカリ

Business
Insurance

に加入しておきたい保険について知るため、カリフォルニアに本社

フォルニアやニューヨークで

を構え、全米 50 州の法人にサービスを提供しているセブンコーナ

は加入の必要性が圧倒的に高い

ーズインシュランスソリューションズ・インクを訪ねた。

と言えます。それは各州の雇用法の

代表の中村大介さんは、企業がアメリカで加入すべき保険種類

違いにも深く関係していると言われます。差別や不当解雇の要因

は多数あるが、その中で雇用に直接的に関係する保険として労働

としては、年齢、性別など様々ですが、日本との違いとしては 人

者災害補償保険
（Workers Compensation）や雇用慣行賠償責

種的な差別が固有のリスクと考えられます。また、会社側としてい

任保険
（Employment Practice Liability Insurance）があると

かに一定の段階を踏んで解雇を敢行したとしても、従業員側に
『不

言う。その中で近年加入が進んできた雇用慣行賠償責任保険は

当解雇』であり
『私は差別を受けていた』などと訴訟を受けてしま

「従業員側が差別、ハラスメント、不当解雇、報復人事など、雇用
にまつわる問題で会社または個人を訴えてきた際に企業を守るの

うことが十分考えられます」
雇用訴訟の案件の場合、示談で解決するケースがほとんどだと
言う。その時の示談金や弁護士費用を捻出できるだけの金額が補
償されるように加入する必要があるが、
「実際にその事案によって
示談金額は異なります。一般的には申し立て内容によって変わり
ますが、不当解雇などは給与や勤続年数などをベースに示談金が
算出される傾向にあります」とのこと。
同社では、全米の日系企業を対象に保険サービスを提供してい
るが、クライアントのうち70％がこの雇用慣行賠償責任に加入し
ている。以前は小規模の企業は加入を見合わせること多かったが、
その後、訴訟数が増大した背景もあり、今は逆に訴訟リスクを恐

「保険は万能ではない。リスク管理が重要」と強調するセブンコーナーズインシュランス
ソリューションズの中村さん（左）と掘家さん

れず毅然とした適正な経営判断を行う為にも中小企業にとっても
December 2016 U.S. FrontLine
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加入の必要性は大きいと同社では説明している。

業では、日本国内で保険が担当外だった人も多い。
「保険内容は前

また、中村さんは
「保険は万能ではない、ということも知っていた
だきたいですね」
と言う。
「保険に加入しておけば万が一の時も大丈夫、

任者が加入したまま」にせず、定期的な見直しを強く推奨すると同
社ではアドバイスしている。

ということで安心するのではなく、日頃からリスクを回避するための
リスクマネジメントを実行することを強くお勧めしています」
その点では、イリノイ州のシカゴ支店を拠点に顧客を担当する
同社アシスタント・バイスプレジデントの木村允人さんは
「工場が
多い地域ですが、リスクマネジメントやロスプリベンション
（予防）
の具体的な取り組みが重要であると思います」と語っている。
アメリカで事業を運営していくには、何より、経営の考え方をロ
ーカライズしていかなければならない。日本にいる時と同じ考え方

Seven Corners Insurance Solutions, Inc.

で
「うちは大丈夫」と、リスクを予防しないでいると後で足元をす

全米 50 州の法人を対象に損害保険分野、健康保険含む
福利厚生分野のブローカーサービス、コンサルティングサー
ビスを提供、リスクコンサルティングおよび各種指標分析
による保険プログラムの改善に注力している。
310-347-3100( ロサンゼルスオフィス )
847-466-1530（シカゴオフィス）
www.sevencorners-is.com

くわれることになりかねない。しかも、保険未加入のまま訴えられ
て痛い目に遭った後、
「次回に備えて保険に入ろう」と思っても、そ
の時は保険料が跳ね上がるか、補償が発動するまでの自己負担金
が非常に高額に設定されるか、または加入自体を断られるケース
もあるということを念頭に置いておきたい。特にアメリカの日系企

POINT

1

メディケアの誤解しやすいポイント

えのきだ

榎田和久
TAO Consultants, LLC
（タオ コンサルタント /NY）
taoconsultant.com

アメリカでは 65 歳以上の方はメディケアに加入しなければ

アが優先され、会社の保険は適用されません。例えば、病

いけません。
「でも、会社の保険に入っているからメディケ

院で会社の保険を出して治療が終了。しかし、後々その保

アに加入しなくても大丈夫なのでは？」という考えは要注

険会社から「メディケアが優先になります」と保険料の支

意なのです。会社の保険に入っているとしても、全員がそ

払いを拒否されてしまうのです。一方で、従業員数 20 名

の保険でカバーされるわけではなく、会社の規模によって、

以上の会社のグループ保険に入っている方は、65 歳以上で

その保険が適用されないことがあるからです。

もそのグループ保険を使用できます。トラブルにならない

従業員 20 名以下の会社のグループ保険の場合はメディケ

ためにも、専門家にしっかりと確認することが大切ですね。

POINT

2

保険会社を選ぶときの注意点
保険代理店には、2 種類あり、1 社の保険会社と契約し、

険代理店を通した場合と違って、
同じ担当者から、
サポー

その保険会社の保険商品のみを取り扱うエージェント

トしてもらえることはまず難しいですし、加入時、保険

と、多数の保険会社と契約して、様々な保険会社の商品

料金と同じように大切な購入時の補償額の設定や、的

の中から、最適なものを選んでお客様に提供するブロー

確な内容かどうかの相談サポートも受けられないでしょ

カーとに分かれます。どちらにも利点はあるかと思いま

う。また、加入後の請求書の質問、事故、様々な問題

すが、選択肢が多いのは、勿論、後者と言えるでしょう。

が生じた時に、いつも同じ担当者が、てきぱきと対応し

ブローカーを選ぶ場合、気を付けたい点がひとつあり

てくれるというのは、インターネット上での契約では得

ます。ブローカーによっては、相談料として BROKER

られないサービスです。保険は目に見えない商品です

FEE を請求してくる所がありますので、事前に確認さ

から、補償内容をしっかり説明してもらい、納得がいく

れるといいでしょう。

補償内容で契約を交わし、
困った時こそ助けてもらえる、

また、ご存知のように、今では、簡単にインターネット

相談しやすい保険代理店を選択されるとよいでしょう。

でいつでも保険加入が可能です。ただ、そうすると、保

10

U.S. FrontLine December 2016

平野ホルコム雅子

下村 明美
MHH Insurance Agency
www.mhhinsurance.com

一番人気はキャップ（$25 〜 30）と T シャツ（$25）だが、ロゴ
入り商品アイテムが 50 にも上る。

第

「ロゴはポートランドで起業」

回

20

2 年前に起業を決意
まずはインスタグラム
2 年前にポートンランドで起業して、今やオンライ
ンショップでアメリカ国内は全州、海外には30カ国

ワッツアップとソーシャルネットワークを駆使して、1人で

で商品が売れているというお店がある。Tシャツやキャ

ビジネスを拡大してきたという。

ップなどのカジュアルウェアのお店
「ポートランドギア
Portland Gear」だ。気さくにインタビューに応じてく

ポートランド愛に賛同
地元有名チームもコラボ

れた経営者のマーカス・ハーヴェイさんはまだ20 代半
ばという若さ。オレゴン州の形がさりげなく入ってい
る“P”はポートランドの頭文字、“Portland”をロゴに使

eコマースとポップアップショップとして展開後、メジ

ったデザインは、シンプルで着やすく、地元でも人気

ャーリーグ・サッカーのポートランド・ティンバースの本

だ。HPでも、学生がカジュアルに着られる“BACK TO

拠地であるスタジアム
「プロビデンス・パーク」のすぐ近

SCHOOL”というセクションを設けていて、我が家の高

くにショップを開いた。元はクリーニング店だったのを、

校生の娘もキャップがお気に入りだ。

その時のレールをそのままディスプレイに利用して、シ

オレゴン大学でスクリーンプリンティングやアパレル

ンプルながら洒落た造り。ビジネスを始めるにはいろ

デザインを学んで起業。
「ポートランドは、自分の生ま

いろと資金も必要だが、それについては
「資金をこのビ

れ育った町で、小さいけれどこのサイズがいい。フード、

ジネスに投資してくれる人を探したんだよ。事業プラン

人もいい。ずっとこの魅力を何かで表現出来たらと思っ

については、小さく始めてゆっくり成長と慎重に練るタ

ていたんだ」という。とは言うものの、ゼロからのスタ

イプ。投資してもらうにあたっては株式を発行して、利

ートでどうやって商品をアピールしたのだろうか。

益還元もきちんと決めた」という。この2年間は順調に

「まず、2 年前に“portland”というポートランドのい

伸びて、株式は利益をのせて全部買い戻し、今は自分

ろいろなシーンを自分で撮ったインスタグラムを始め

が100%の株主なのだそう。

た。それが瞬く間に世界中から24万人を超えるフォロ

NBAチームの
「ポートランド・ブレイザーズ」や名物

ワーを集め、いよいよだと思って、同じ年のブラック

書店
「パウエルズシティ書店」など用にもTシャツを作

フライデー
（感謝祭明けの金曜日で全米の特売日とし

っている。
「プレイザーズは僕も大好きで、しょっちゅう

て知られる）に2 種類のアイコンとなるTシャツを載せ
てビジネスをスタートさせたんだ」
。インスタグラムは
“portlandgear”という商品を紹介しているアカウント
も持っていて、そちらはなんと47万2千人もの人がフォ
ローしている。今でこそ2人の従業員がサポートをして
いるが、当初はこのほかにフェイスブック、ツイッター、

小野アムスデン道子

試合を見に行く。みんなポートランドが誇りだから、話

（Michiko Ono Amsden）

を持っていったら喜んでくれているよ。観光協会の

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

Travel Portlandのイベントにもポップアップで協力し
ていて、今年はポートランドが人気の日本でのイベント
にも出させてもらった」と語る。
“ポートランド”らしさあふれるインスタグラムから始
まって
「大好きなこの町をアパレルを通してアピールした
いんだ」というメッセージがとても伝わるインタビュー
だった。ショップのすぐ近くに、倉庫なども兼ねたオフ
ィスも開き、
「イベントなどもここで出来るしね！」と夢は
ますます広がっているようだ。

クリーニング店だった時のレールにそのまま生かしてディスプレ
イ。「クールでしょ」とマーカスさん。
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■ Portland Gear
https://portlandgear.com
ショップ住所：627 SW 19th Ave, Portland, OR 97209
TEL : 503-437-4439
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1

2 月は庭の花も枯れ、外の楽しみは失

ガーデンショップだった。その年、私は既に

せるが内なる楽しみが待っている。

モミの木を買っていたが、その香りを嗅ぎ

その一つがモミの木市場。入荷し

たくて、いつもそこを通った。クリスマ

たばかりの木々は枝を空に突き立て、あ

スイブの日に木はやっと半額になった。

の体の中を駆けぬける清々した木の香り

売れ残りの木はさすがに勢いが失せ、枝

を放つ。香りに誘われ沢山のクリスマス

も枯れ始めていた。イブだから夕刻 6

の思い出が蘇る。

時頃にはもう店じまいが始まった。その

若い頃は食べるだけで精一杯だったから

時、レジに父子が並んでいた。小さいモミ

1本20ドルのモミの木さえ、買おうか買うま

の木を二人で持っていた。疲れ切った顔で眉

いか悩んだものだ。買った時の嬉しさは格別だっ

間に皺を寄せた父親がモタモタと紙幣をポケッ

目で見る
思い出

第

た。飾りは高価だから、手元にあるガラクタをくっ
つけて大満足だった。美しい飾りを半額セールで買

回

43

った時も嬉しかった。こうして一つ一つ欲しいもの
を手に入れた体験は私たち共通のものだろう。いつ
かは背の高い大きなアーティフィシャルツリーを買
いたいと憧れた。数年後に手に入れ、飾りも揃い人
並みのツリーを立てた。
し か し、 人 間 は 贅 沢 な も の で

トから出していた。男の子は今にも泣き出しそうな
顔をしていた。あきらかに怒っていた。イブの日ま
でモミの木を買ってくれなかった父親に怒っている
のだろう。支払いが終わると、この子は父親をうな
がして二人は木を持って走り始めた。早く帰って木
を立てたい気持ちが溢れていた。その姿に遠い昔の
自分の姿が重なった。母親に正月用の新しい下駄を

布でできたクリスマスツリー

買ってくれと下駄屋で泣いてぐずっ

ある。一旦、物欲が満たされると、

た。私は心の中でこの男の子に言っ

今度はごちゃごちゃした飾りがう

た。大丈夫だよ、まだまだ時間はあ

るさいと思うようになった。飾り

るよ。間に合ったじゃない。お父さ

を取り、金の玉だけをつるした。

んに怒るんじゃあないよ、と。

そ れ で も、 豪 邸 の 豪 華 絢 爛 な

命の最後は誰にも来る。老いた

飾りにも憧れ続けた。米国には住

先は大きな家も高級車もいらなくな

んでいる世界が違う人たちがいる。

る。介護施設に入れば、自分一人が

クリスマスの時にだけ、彼らの世

寝られるだけの小さなベッドと下着

界をかいま見させてくれる。近所

の入った小さなタンスだけになる。

の高級住宅地は豪華な飾りつけで

そのタンスの上に家族の写真、学校

有名だった。夜は各家の居間のカ

の卒業写真、子供の誕生と親の葬式

ーテンが開き、煌々と照らされた

の写真、ペットの写真が並ぶ。写

光の渦の下、夢のような世界を見せてくれる。寒い

真が過ぎた一生分の思い出を語る。最後に残るのは、

屋外からそれを息を呑んで眺めたものだった。

この思い出の量だけなのかもしれない。この写真の

星、ベル、赤い玉、杖、ヒイラギ、キャンドル、

傍にも小さなモミの木が置かれる。小さな豆球もチ

リボン、靴下。実はこれらの飾りには深い宗教的な
意味があるそうだ。それらの飾りを毎年一つ一つ増
やしていく。だから飾りにはそれぞれに家族の思い
出がくっついている。これは誰から何時もらったも
のとか。その蓄積された思い出がクリスマスツリー
を完成させる。モミの木の上に愛の歴史が残る。そ
の目に見える生きた時間を祝う。
思い出は沢山あるが、いつも思い出すのはたった
一つの光景である。それは安価な店、ターゲットの

14
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カチカする。小さいけれど、思い出に溢れた本当の
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。

クリスマスツリーである。これが解かるまでに私は
60数年という歳月を生きてきた。
命の最後の日まで、笑顔でいたい。自分ができる
だけのことをし、失敗にひるまず、後悔に打ちのめ
されず、生きたい人生を歩み続けたい。あきらめな
い内なる強さを持ちたい。どんなクリスマスツリー
の上にもそれぞれ大切な思い出がある。それを見通
す内なる目が曇らないように生きたい。
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エモーショナル・
サポート・ドッグ
少し前に、朝のテレビ番組「TODAY」

のことで、特に資格などなくても、病人

ステップを踏まずに、安易に、自分勝手

の助けになるということを医師が認めた

にシステムを乱用すると、不必要な問題

ら、正式に利用できるシステムです。犬

が起こってしまいます。それに歯止めが

好きには、犬の存在の大きさ、また犬を

効かなくなると、
「システムすべて」が廃

撫でたりするだけで得られる心の平穏は、

止になりかねません。そういう人たちの

言うまでもなく理解できると思います。

せいで、本当にエモーショナル・サポー

世の中には、精神的に病み、苦しむ人が

ト・ドッグの力が必要な人たちや、果て

数多く存在し、そんな人たちにとって「存

には、常識ある犬の飼い主が迷惑するは

在だけ」
「撫でるだけ」で薬以上の助けに

めになるのです。関係機関は、本当にエ

なるのがエモーショナル・サポート・ド

モーショナル・サポート・ドッグを必要

ッグ。現在、多くの人がこのシステムを

としている人たちを守るために、認可方

利用することで、感情のバランスを保っ

法の再検討と、システム管理の強化をす

たり、心の平穏を得たりするのに役立て

る必要があると思います。

ています。しかし、ここ最近、この便利
愛犬との暮らしは、自分と愛犬だけの

を観ていたら、エモーショナル・サポー

間も増えています。オンラインで安価で

世界ではなく、周りと平和に共存できて

ト・ドッグというシステムを悪用し、必

簡単に非公式な認定証を入手し、
「病に必

こそ、快適なのです。犬の飼い主一人ひ

要のない人が愛犬を公共の場に堂々と同

要」と平気な顔で自分の愛犬を飛行機の乗

とりが、大きな目で物事の判断をするこ

伴させ、他人に迷惑をかけている事件が

客席に連れ込んだり、レストランで一緒

とが、愛する犬を守るのだということを

氾濫していると報道されていました。し

のテーブルで食事をしたり。しかし、そ

再認識したいものです。

かし、別の番組では、必要な人がエモー

れらの家庭犬は、公共の場で邪魔になら

ショナル・サポート・ドッグを連れて外

ない厳しい訓練を受けたサービスドッグ

出したら、店から「犬禁止」と追い出さ

のように平静に振る舞えないことがあり、

れ、大変困ったというニュースも見まし

周りに迷惑をかけるケースが多発してい

た。一方では、システムを乱用し他人に

るようです。

システム
の悪用・
もなる
乱用が︑
本
物
に
悪
影響を与
えること
に

なシステムに目をつけ、悪用している人

迷惑をかける人がいて、他方では、思う
ようにシステムを利用出来ず、困ってい
る人がいる…。今回は、最近世間を騒が

人間の勝手

せている「エモーショナル・サポート・ド

愛犬ノアは私にとっての世界で唯一の

ッグというシステム」の大切さと問題点を

エモーショナル・サポート・ドッグです。

探ってみます。

彼の存在が、どれだけ日々のストレスや
不安・心配・喜怒哀楽の感情のコントロ

犬の力

ールのバランスを保つために役立ってい
るか…。しかし、私は医師に診断された

エモーショナル・サポート・ドッグ（ま

心身を病む患者ではありません。ネット

たはエモーショナル・サポート・アニマル）

で非公式の認定証を入手し、ノアを無料

次回は、
「愛情の定義」と題し、愛犬を

とは、精神的な病気（鬱病、パニックアタ

で飛行機の座席の横に乗せるような試み

愛するとは？ というお話です。お楽し

ックなど）で苦しむ人を精神的に支える犬

はしません。誰も彼もが、きちんとした

みに！

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

16

16.indd 16

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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は同じだが、店構えのない
（ワイナリーの施
設を持たない）VW の場合は、個人の信頼関
係だけが頼りだ。更に、他人の施設を借りて
ワインを作っているので、施設を使うプライ
オリティーはそこのオーナーが最優先。2013
年は、白黒ぶどうが同時に熟成してしまった
第 46 回

稀な年。通常なら、順番に入ってくるはずが、

畑も蔵も保有せず。ヴァーチャル・ワイナリーの活躍

一斉にぶどうが送られてくるので、どこのワイ
ナリーもパニクった。なにしろ設備もスペース
も足りない。こういう時、仮住まいのワインメ
ーカーは後回しにされる。新鮮なぶどうが外
に置かれたまま順番待ちというのは、切ない。
それでもVWのサクセスストーリーは、後
ネゴシアンが今も活躍するブルゴーニュ

を絶たない。中でもこのモデルを世界的規模

ハイテクの現代。オフィスを持たず自由な

ず、年に一度しか

時間に好きな喫茶店にブラッと入り、コンピ

使わない 醸 造 設

ューターとスマートフォンを使って、仕事を

備や、頻繁なメン

している人をよく見かける。私の住むサンフ

テ、アップグレー

ランシスコ・ベイエリアはまさにITの中心地。

ドに資金を貼り付

打ち合わせや顧客とのミーティングもスタバ

ける代わりに、ワ

でという土地柄だ。当然、市内にはヴァーチ

インの売り上げを、

ャル・ビジネスが溢れている。ヴァーチャル・

そのまま翌年のぶ

ワイナリー
（VW）もその一つだ。

どう資金に充てる。

のワインメーカーに出資し、チャンスを与える。

ワインは、インターネットで直売するのが大半

こうして作ったワインを、エンジェルに買って

農家やスポットマーケットでぶどうを調達して、

だ。流通業者を通せば手間賃を抜かれ、手

評価してもらい、そのフィードバックを更にワ

他人の蔵でワインを作るというビジネス・モ

元に残るキャッシュが減る。第二のメリット

インメーキングに活かすという一石二鳥モデ

デルだ。業態も様々だが、自分のワインを作

はその機動力であろうか。例えば、ワインの

ルだ。一切店は持たず、全ての取引をインタ

りたいが、数千万から数億円という設立資金

増産や、違う品種のぶどうでワインを作ろう

ーネットで行うところも、無駄がない。

ができないため、VWを選ぶというケースが主

という時、購入するぶどうのオーダーを変え、

流だ。彼らの大半は若く才能に溢れた醸造者

クラッシュ・パッド
（共同で使う醸造所）で使

象ではない。古くから活躍するブルゴーニュ

か、自分のワインブランドを作るのが夢だと

う頻度などを調整すれば良い。この点、通常

のネゴシアンは、現地でぶどうを調達し、自

いうワイン狂だ。ここで区別しておきたいの

のワイナリーであれば、まず新たな設備投資

社ブランドを作ってトレードしてきた。 一世

は、単にお金を出してカタログでワインを選

をしてキャパを増やす必要がある。自社ぶど

を風靡したボルドーのガラジスタ
（自宅のガ

び、プロにワインを作ってもらう
「自分のワイ

う園を経営していれば、新品種への植え替え

レージでワインを作る）も、このモデルの先

ンを作りませんか？」的な趣味ワインとは違う。

をしてからワインを作るまでに軽く5 年はか

駆けだ。彼らに共通するのは、古くからのし

彼らは真 剣にワ

かる。その間に消費者の嗜好は、違うスタイ

がらみの外で、自分の納得のいくワインを作

インビジネスに取

ルのワインにいってしまうことがままある。

ってみたいという情熱だ。この伝統は、今も

VWとは、ぶどう畑も、醸造所も持たず、

一 般 の ワイ ナ リ ー も
インを作っている
と し て 依頼 さ れ た ワ

VW

り組 み、 それで

デメリットはメリットの裏返し。ぶどうの買

生 活をたてたい

い付けが確保できなければ、質量ともに影響

と願うワインのプ

を受ける。VWのブランドが軌道に乗り、さあ

ロだ。

増産！ という時に、ぶどう農家が農園を人

このビジネス ・

で展開し、注目を集めているのがイギリス発
のネイキッド・ワイン
（Naked Wine）だ。 ク
ラウドファンディングがベースで、40ドルを出
資するとエンジェルと呼ばれるメンバー
（顧客）
になる。 本国で25万人、米国で10万人の
エンジェルを有し、オーストラリアでも躍進
中。集めた資金は、世界各地に散らばる無名

こういう現代的な VWだが、実は最近の現

脈々を継承されている。

手に渡してしまい、急遽別のルートを探さね

モデルのメリット

ばならなかった という話を聞いたことがある。

は、 大 き い。 ま

自社農園を持たない通常のワイナリーも事情
ガラジスタとシャトーが共存するボルドー
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第 51 回

は窓外の景色を写メに撮ったりもしてく

バス通学

れる。こうしてコミュニケーションを取
りながら帰ってくるので親としても安心。

私たちが暮らす市には高校が 1 校しか

生徒が殺到し、乗りたいバスに乗れない

思えばロサンゼルスの子どもは、親がド

ない。以前は我が家からも歩ける距離の

ことが多いこと。乗りたいバスというの

ライバーとして送迎することがほとんど

場所にもう 1 校あったようだが、廃校に

は、自宅の近くまで直行するエクスプレ

なので公共交通機関を利用する機会が極

なってしまった。跡地はグラウンドと体

スというラインなのだが、エクスプレス

端に少ない。ちなみにニナが帰宅に利用

育館が名残を留めるのみで、市民のレク

以外だとショッピングモールまで遠回り

するバスのラインの終点はメトロの駅だ

リエーションに活用されている。

してから家の近くまで来るので時間が余

が、彼女は日本は別にして、ロサンゼル

さて本題。そういうわけで家から高校

計に掛かってしまう。最初は焦ってエク

スで電車に乗ったことがない。だから高

までが遠い。ニナが高校に通学する足は、

スプレスに乗ろうとしたようだが、最近

校生活の 4 年間だけでも、社会のルール

市が運営するビーチシティーズトランジ

は友達とおしゃべりするのが楽しみで遠

を学べるチャンスになるバス通学を楽し

ットというバスだ。学生には乗り放題で

回りも苦ではないようだ。

んでほしいと思う。

月に 8 ドルの定期が発行される。キャッ
シュで払えば1回1ドルだから、朝夕利用
するとして現金払いだと月に40ドル程度。

そして先週の週末、友人の不動産エー

電車にも乗ったことがない

ジェントが、我が家から近い新築のタウ
ンハウスのオープンハウスをしていたの

なんと 32 ドルもお得。ただし、定期を

思い返せば私の日本での高校時代もバ

で見学に行った時のこと。4ベッドルーム

入手するには、申し込み用紙に高校のア

ス通学だった。しかもバスの乗り換えま

4バスでコンテンポラリーな造り、2階の

ドミニストレーションのサインをもらい、

であった。大抵は中学時代からの友達と

パティオからはハリウッドサインも望め

さらに学生証と市内在住の証となる公共

一緒にバスに乗り、乗り換えのバスに遅

る。そのパティオから通りを見下ろした

料金の請求書も持参した上で、市役所の

れるとそれを理由にファミレスやファス

私が友人に言ったのは「あ、ここ、高校ま

交通課に申請しなければならない。写真

トフードで過ごした。バスの運転手にも

でのバスが通る道。子どもがいる人には

も必要だ。まるでパスポートの申請。初

お気に入りの人がいた。声が低くて響く

便利ってお客さんには強調すべき」という

回は私が市役所に同行した。交通課の女

人、乗客に対して丁寧だというのがお気

言葉だった。

性はニナの兄のノアの時と変わっていな

に入りの条件だった。でも、

い。親切で仕事も早い。そう言えば、私

そんな話を親にしたことなど

が受け取った駐車違反チケットの異議申

ない。

し立てに行った時も「なぜ、それが誤った

し か し、 今 の 子 は 違 う。

チケットなのかという手紙を書いてくだ

ニナはバスに乗ると LINE で

さい。こちらで検討します」と教えてくれ

「エクスプレスに乗れたよ！」

た人でもある（そしてチケットは無効に

と連絡をくれる。
「今日はギ

なった！）
。まさに理想の公務員。彼女の

ャラリア（遠回りのルート）

yelp のページが開設されていれば星をた

経由になってしまった」
「マ

くさん差し上げたいほど。

ーヤと一緒だよ」
「バスを降

というわけでニナはその定期を使っ

りたよ。あっつー」とまめに

て、バスで帰ってくる。しかし、問題は

状況を教えてくれる。時に
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ひびの

【第168 回】

スポンサード・コンテンツの影響力

前々回、現代の情報源となるメディアが

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

そ、メディア・リテラシーはとても重要な

ど、面白みの高いコンテンツを作り出

発する4種の
“情報”：
「(本来の)情報」
、
「プ

わけですが、近年はネイティブ広告を含む、

し、それを活用するマーケティングの手

ロパガンダ」
、
「誤報」
、
「偽情報」について触

スポンサード・コンテンツの登場で、人が

法です。従来のＣＭや有名人を使った押

れました。今年の最後に、我々がメディア

情報源を安全に消化する上でのハードルも、

し売りのキャンペーンではなく、受け手

実は更に上がっているのです。

側が何かを得たと感じさせる、有益なコ

（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ放送、ソーシ
ャルメディア）を消費する際の、もう一つの
大事な情報形態について、マーケッターの
立場からすると複雑ながら、面白い
（時に
は恐ろしい）状況をご紹介したいと思います。

マーケティングと
プロパガンダの違い
ご存知の方も多いと思いますが、実は
近いところがあります。以前触れましたが、

収入減だったメディアの救世主

ンテンツ、例えばありふれた、非常にお
いしい新しい調理法の特集から、ワンポ

近年、伝統的広告の収入低下を「スポン

イントメイクを極める秘訣の画期的なビ

サード・コンテンツ」により、補っていく

デオまで、お役立ち情報の中に、企業の

ことを図り、かなり成功しているメディ

商品が密かに取り上げられたり、企業対

アが多いのですが、これは簡単に言えば、

消費者ではなく、エンドユーザーからの

情報記事、ビデオ、写真集、ポッドキャ

推薦として紹介するといった具合です。

ストなど、自然なコンテンツを装った有
料広告です。

「Infotainment」とか「Edutainment」とい
った、楽しい造語は、現代企業の商品や

プロパガンダは大げさに都合の良いことだ

以前なら、新聞や雑誌などに広告を載せ

けを、人々の感情や恐怖に訴えかけ、宗教

ようと思ったら、モデルさんと写真家とコ

や政治的概念を売り込むことです。広告・

ピーライターを雇い、広告を作り、媒体の

コンテンツ・マーケティングは、ブ

マーケティングは、似たような手法を利用

専用広告欄に載せていたと思います。しか

ランドの認知度を高めながら、ユーザー

し、
（人々の悩みや不安、ミーハー心などを

し現代の広告ブロックソフトや、人々の広

との信頼関係や忠誠心を作り上げるには、

操作し、
）消費物を売り込むことです。要す

告を無視できる感覚の発達もあり、伝統広

有効かつ必要なものになってきており、

るに売り手の思惑で売り込むことが、立派

告は、そのリーチと影響力が激減し、しか

潜在顧客層にとって有益なコンテンツを

に共通しており、しかも企業のプロパガン

も成果測定も困難であり、広告主にとって

作ったら、今度は人目に触れさせる必要

ダともくると、自社に有利な情報を流しつ

の価値が年々下がってきました。しばらく

があります。

つ、場合により直接の利害関係を明らかに

広告スペースを売る側
（媒体）と買う側
（広告

ここでネイティブ広告の出番なので

はしません。

主）も苦しんだあげく、媒体の中に自然に

すが、ネイティブ広告とは、その有益な

以下の例は、厳密にはプロパガンダとい

挿入されたコンテンツは、消費者をより説

コンテンツを各媒体の体裁に合った形で、

うより、偽情報に区分されると思いますが、

得しやすく、面白い情報として紹介するこ

違和感なく挿入し、消費者に抵抗感なし

最近とんでもない事実が公になりました：

とができる事に気付いたのです。

で有益情報として消化させる広告の事で

サービス紹介戦略にますます入ってきて
います。

この50年間、砂糖などの甘いお菓子が持

事実、アメリカにおいては、New York

す。例えば検索エンジンでのキーワード

つ健康リスクは、もっぱら脂肪の持つ危険

Timesを始め、ほとんどの大手新聞や雑誌

連動広告、Facebookのスポンサード・ポ

性であると誤認されてきましたが、実は製

は、
「スポンサード・コンテンツ」を収益の

スト、ポータルサイトのレコメンド記事

糖業界が研究者をお金で買収し、調査結果

大事な一部と認定しています。

なども全てこれに該当します。

をねじ曲げて、科学論文を発表していたら
しいのです。そしてこの誤解により、流行
した
「低脂肪で糖分の多い食事」は、現在
の肥満社会を形成したと言われています。
こういうことが現実に起きているからこ
22
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コンテンツ・マーケティング
とネイティブ広告
コンテンツ・マーケティングは、消
費する側にとって、情報性、教育性な

そ し てFacebookやBuzz feedは も ち
ろん、New York Timesですら、社説より、
この「スポンサード・コンテンツ」として
載せた方が、遥かに影響力を持つとまで
言っています。
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絵葉書のように美しいセントマーチン

飛行機がぐんぐんと迫ってくるマホビーチ

頭上スレスレを行く飛行機

何度見てもド迫力！
飛行機が触れそうなくらい超絶スリリングなマホビーチ
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、セントマーチン
島のマホビーチについてのレポート。
東カリブ海クルーズで寄港

そうこうしていると空を見上げていた人達がぞろぞろと空港のフェ

するセントマーチン島。フラン

ンスに移動し始める。キーン、ゴーというエンジン音とともに飛行機

ス領とオランダ領の二つの国

が滑走路をゆっくりとUターンする。離陸前にコックピットからＶサイ

をもつ小さな島は、もちろん

ンを見せてくれるユニークなパイロットが見えたときは、フィフィーと

カリブならではの白砂の美し

いうエールが飛ぶ。そしてまた自分の目を疑いたくなるような光景が

いビーチが点在している。そ

目に入ったきた。飛行機が離陸する時の風圧で飛ばされそうになる

の一つが
『世界一危険なビー

人たちや転がっている人たち。こんなことが許される場所があってい

チ』として有名なマホビーチ。

いんだろうか。と思いつつカリブ海クルーズで一番の土産話だ。

だけどそこは息をのむ衝撃的
な光景を見るために多くの人

このマホビーチの人気は年々高まっているようだ。デインジャー( 危

たちが集まる場所でもある。

険 )という看板があるにも関わらず、一日を楽しむ人たちで賑わう

ロイヤルカリビアンの船ハ
ヨットに乗ってリゾート気分満喫

他ではできないこのスリルある体験とド迫力の光景をもとめて、

ーモニー・オブ・ザ・シーズ号

セントマーチン島のマホビーチ。
世界最大の船ハーモニー・オブ・ザ・シーズ、アリュール・オブ・

を降りて桟橋から土産物屋を横切るとタクシー乗り場がある。み

ザ・シーズ、オアシス・

んなワクワクした気持ちでマホビーチに向かう。たどり着いたとこ

オブ・ザ・シーズなど

ろは展望台があるわけでもなく、いたってふつうの小さなビーチだ。

が東カリブ海クルーズ

みんな片手にカメラを持ってひたすら空を眺めている。海の彼方に

で
『セントマーチン』に

こめ粒サイズのキラキラと光ったものが見えた。だんだん私たちに

寄港する。

迫ってくる。ビーチで寝っ転がっていた人達がひとり立ち、ふたり
立ち、そして全員が総立ちになる。
「ワオー」
「オーマイガー！」
「そんなバカな」という驚きの声とともに

次回はクルーズ予約
のからくり編の紹介。

デインジャー ( 危険 ) の看板

瞬間にして見たものは、頭上スレスレを行くボーイング 757の飛行
機だ。手を伸ばせば飛行機に触れそうなくらいの低空飛行。ビーチ
の反対側は簡単なフェンスで囲われたプリンセス・ジュリアナ国際
空港。どうやらマホビーチは本来空港の滑走路であるべき場所のよ
うだ。離着陸の時間が書かれたサーフボードの周りには、次のシャ
ッターチャンスを見逃さないように人が群がっている。レストラン・
バーでビールを飲みながらのんびりとカリブのひと時を過ごしている
かと思えば、突然ビーチに駆け出してきて海に飛び込み両手を上げ
る人もいる。飛行機が通過するたびにワクワク・ドキドキのこの瞬間。
何度見てもこの光景は超スリリングでド迫力の一言！
24
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1452 Golf rd . Rolling Meadows,IL 60008
847 (640)-9131 uni-hair.com

知っトク法律

デビッド・シンデル弁護士

PERM申請に求められる
平均賃金額の決定要因とは
永住権申請の第一ステップであるPERM

ル等を同様に確認することができます。実

号を必要条件とすれば賃金レベルが一段階

申請において、永住権をスポンサーする会

際、全ての永住権オファーポジションが完

上がり、更に博士号を必要条件とすると賃

社が、オファーする永住権ポジションに対し

全にSOCジョブタイトルに当てはまるとは限

金レベルが二段階上がることになるでしょう。

職務内容及び雇用条件を決定したら、会社

らないため、労働局は、希望されたSOCジ

また、この条件設定は永住権の申請カテゴ

が支払うべき平均賃金額を労働局に対して

ョブタイトルが実際の永住権申請上のオフ

リであるEB2(学士号プラス5年の職歴また

リクエストしなければなりません。この金額

ァーポジション及び職務内容に対して適切

は修士号を雇用条件とする)やEB3(一例と

は最終的に永住権が取得できた際には会社

かどうかを判断します。

して学士号プラス5 年未満の職歴を雇用条

が支払わなければならない最低の金額でも
あり、この平均賃金額について把握するこ

件とする)を決定する要因ともなります。
②雇用場所

とはその後の求人活動を無駄なく進め、ま

平均賃金額リクエストには、雇用場所を

た永住権申請の第2ステップ以降の申請を

記入します。平均賃金額は雇用場所によっ

スムーズに進めることができるかどうか等の

ても異なり、仮に本社と実際の雇用場所が

オファーポジションの雇用条件として出張

大変重要な鍵ともなります。

異なる場合は、実際の雇用場所に基づいて

の必要性、部下管理の必要性、資格の必要

④出張の必要性、部下管理の必要性、資
格の必要性、外国語能力の必要性

労働局はSOCジョブポジション、雇用場

賃金額は決定されます。もし雇用場所が特

性、外国語能力の必要性を付ける場合、通

所、学歴、職歴、出張の必要性、部下管理

定の状況で複数にまたがる場合などは、本

常、その条件ごとに賃金レベルが上がりま

の必要性、資格の必要性、外国語能力の

社の所在地に基づいて平均賃金が決定され

す。ただ、ポジションによってはそれら条件

必要性等々を基に平均賃金額を決定します

ます。

が必然である場合もあり、その場合は、賃

が、現在、その決定には約60日かかってい
ます。

金レベルは上がらないこともあります。なお、
③学歴、職歴
一旦、ジョブタイトルと雇用場所が決まれ

①Occupation Code (SOC) ジョブタイ

ば、そのポジションに必要とされる学歴や

トル

職歴を平均賃金額リクエストフォームに記

外国語能力を必要条件とする場合、その必
要性に対する理由が求められることになる
でしょう。

平均賃金額を労働局へリクエストする

載することになります。オファーポジション

際、希望のSOCジョブタイトルをリクエスト

に対して通常求められる学歴や職歴はSOC

上記の通り、それぞれの要因によって平

フォームに記載します。これは労働局が参

から確認できますが、それよりも高い条件

均賃金額が決定され、オファーポジション

照するポジション一覧にあるジョブタイトル

設定とすると平均賃金はその分高くなります。

に対して雇用条件をもとに、また高学歴や

で、スポンサー会社側も各ポジションに対

例えば、雇用条件として4 年生の学士号が

長い職歴を求めるほど、平均賃金額が高く

して求められる雇用条件やポジションレベ

一般に求められるポジションに対し、修士

なることになります。
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知っトク法律

ミチコ・ノーウィッキ弁護士

永住権放棄後の
帰国居住者ビザ（SB-1）申請（パート①）
アメリカ国外に居住することを選択し

新たに移民ビザを申請するための請願書

④申請者が他の全ての要件を満たし、移

た永住権（グリーンカード）保持者が、外

が不要となります。SB-1 申請の手続きの

民ビザを取得する資格がある（無犯罪歴、

国に住みながらグリーンカードのステー

一部として、通常は、帰国居住者の申請

健康診断等）

タスを維持できる時間に関する規則や制

の面接と、その後実際に移民ビザを取得

限があることをご存じでしょうか。例え

するための面接を受ける必要があります。

ば、再入国許可なしでアメリカ国外に一

SB-1 申請者は、移民ビザを受給する資格

のつながりを書類で証明することも必要

度に 1 年以上滞在した場合、グリーンカ

があることを立証し、健康診断を受けな

です。しかし、審査の主な焦点は、アメ

ードの自動放棄を引き起こしてしまいま

ければなりません。

リカ国外での長期滞在において不可抗力

SB-1 申請では、申請者のアメリカと

す。つまり、有効な再入国許可書を持た

帰国居住ビザの申請の重要なポイント

ないグリーンカード保持者が、アメリカ

は、申請者がコントロールできない特殊

ですので、明確な証拠を提示し、特別な

国外で 1 年以上過ごした場合、アメリカ

な状況のもとにあったためにアメリカに

状況下にあったことを説得させることが

への再入国が許可されないことになりま

戻ることが不可能だった、という点です。

審査においての重要ポイントになります。

す。グリーンカードは放棄されたとみさ

SB-1 申請者は以下の項目を証明する必要

れ、グリーンカード保持者はアメリカに

があります。

な理由であったかどうかに当てられます。

入国するための新しいビザが必要となり
ます。また、その時点で新規のグリーン

①最後にアメリカから出国した時点で、

カードのプロセスを開始し、再度グリー

永住権保持者であった。

ンカードを取得する資格がある場合に限

②アメリカを出国した時点で、アメリカ

られます。

に戻ってくる意思を持っていた。また、

ただし、不可抗力によりアメリカ国外

アメリカ国外で居住している間、その意

に滞在せざるを得なかった場合は、帰国

思を持ち続けていた。

居住者の特別移民ビザが発給され、放棄

③アメリカ国外への短期滞在後にはアメ

されたグリーンカードを復活させる申請

リカへ戻ること。もし国外での滞在が長

が可能です。それが帰国居住者ビザ（SB-

引いた場合は、それが申請者本人の責任

1）と呼ばれる申請です。

ではなく、不可抗力な理由によるもので

SB-1帰国居住者ビザが許可された場合、

28

あった。

※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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第145回

子供への運転教育

ティーンエージャーの子供を運転者として自動車保険に追加
すると保険料金が非常に上がります。理由はお分かりだと思い

5．週末の運転
54％の死亡事故は金曜日から日曜日の間に起こりました。

ますが、事故率が大変高いからです。The Insurance Institute
of Highway Safetyの統計によりますと、16歳から20歳まで

親が出来る事として、

の年齢層の事故率が一番高いようです。2006年のデータでは、

•エアバッグ、アンチロックブレーキ付きの安全な車を選ぶ。

5156人のティーンエージャーが事故により死亡しました。他

•免許を取得した後も定期的に運転教育をする。

人の車に同乗して死亡したティーンエージャーの62％は、同じ

•シートベルト着用を義務。同乗者として乗る時も同様。

くティーンエージャーが運転していた時に起こっています。

•同乗者の人数を規制する。
•運転中の携帯電話、テキストは違反だということを厳しく言

ティーンエージャーの運転の5つの問題点は、
1．飲酒運転

い聞かせる。
•夜間の運転を規制、門限を決める。

2006年の死亡事故のうち、男性31％、女性17％は飲酒運
転でした。

運転歴が浅くただでさえ事故を起こしやすいのに、同乗者と
の会話に夢中になったり、携帯電話やテキストなど気が散った

2．スピードの出しすぎ
他の年齢層に比べ圧倒的にスピード関連の違反、事故が多い

りするような要素があると事故率は上がります。運転に集中す
ることを常に伝え、大事な子供が事故に遭わないようにしたい

ようです。

ですね。

3．夜間の運転

統計データ：The Insurance Institute of Highway Safety

44％の死亡事故は9pmから6amの間に発生。
4．シートベルト
ティーンエージャーは他の年齢層よりもシートベルト着用率
が低いようです。特に同乗者がいる時に着用しない場合が多い
ようです。

30

30.indd 30

記事引用：Travelers Insurance

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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映画冬の陣

© Cross Creek Pictures Pty Ltd

本紹介
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「Mifune: The Last Samurai」より

© Strand Releasing

「La La Land」より

© Lionsgate Films

「Bad Santa 2」より

© 2016 Disney

「Moana」より

© 2016 Santamax Distribution, LLC.

「Hacksaw Ridge」より

すでに開幕 ?!

画がうまくいかなかったら、ここに来て本
を棚に並べるのを手伝う」と申し出たとイ

毎 年 こ の 時 期 に は︑
をふんだんに使った

大 作 だ け で な く︑ ア カ デ ミ ー 賞 狙 い の ド ラ マ 作 品 も

続々と公開される︒シリーズのファンにはたまらない

﹁ Star Wars
﹂ と﹁ Harry Potter
﹂のスピンオフ
をはじめ︑遠藤周作の小説﹁沈黙﹂をマーティン・ス

コ セ ッ シ 監 督 が 映 画 化 す る﹁ Silence
﹂など注目作
が目白押しだ︒そんな冬の映画を 本を一挙紹介する︒

33
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Text & Interview by Izumi Hasegawa
(izumi@WhatsUpHollywood.com)
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今年の映画・冬の陣は、11月4日から

ンタビューで話していた。本原稿は公開前

すでに始まっている。ディズニーが安定

に書いているが、映画は当然大ヒットして

したドル箱として続々と映画化してきたマ

いるだろうから、彼が本を棚に並べる姿は

ーヴェル・コミックスの中から、またも

残念ながら拝めないと確信している。

や新たなドル箱として登場した「Doctor

11 日 に は SF 大 作「Arrival」が、 そ し

Strange」と35ページでインタビューを紹

て、18日には「Harry Potter」の待望のス

介するメル・ギブソンの監督作「Hacksaw

ピンオフ「Fantastic Beasts and Where

Ridge」が同日に公開された。前者は、主役

to Find Them」が封切られたが、同日には

は彼しかいないとして、ベネディクト・カ

女子高校生の青春を描いた「The Edge of

ンバーバッチの予定に合わせて製作も公開

Seventeen」や交通事故で首を損傷しなが

も遅らせたほど。その甲斐あって、これほ

らもチャンピオンになったボクサーの実話

どないハマリ役にファンを狂喜させた。ち

の映画化「Bleed for This」
、不注意で子ど

なみに、ニューヨークでの撮影中に現場で

もたちを焼死させてしまった男の人生を描

コミックブック店を見つけたカンバーバッ

く人間ドラマ「Manchester by the Sea」
、

チは、衣装のままで来店し、店内の人々を

ファッション・デザイナー、トム・フォー

驚かせたという。お金を持ち合わせていな

ドの監督作第2弾の「Nocturnal Animals」
、

かった彼は（衣装のままだったから当然！）
、

ジョン・トラボルタ主演のアクション・ス

何も買えなかったのを申し訳なく思い、
「映

リラー「Life on the Line」が公開された。
＊公開日、内容は予告なく変更されることがあります。

© 2016 Universal Studios

© BBP Gold, LLC

© 2015 Warner Bros. Entertainment Inc. and Ratpac-Dune Entertainment LLC.

「Sing」より

© 2016 Paramount Pictures.

「Fantastic Beasts and Where to Find Them」より

「Allied」より

「Gold」より

「Rogue One: A Star Wars Story」より
© 2016 Industrial Light & Magic, a division of Lucasﬁlm Entertainment Company Ltd.

Rain: The destruction of Hiroshima and

ファンタジック恋愛物語が展開する「La La

マリオン・コティヤール共演の第2次世界

Nagasaki」などでお馴染みのオスカー監督、

Land」が公開。翌週には、会社の乱痴気騒

大戦時代のスパイ同士のロマンスを描い

スティーヴン・オカザキだ。

ぎなクリスマス・パーティーを描く爆笑コ

感謝祭の週末は、ブラッド・ピットと

メディー「Ofﬁce Christmas Party」が公

た「Allied」
、ハワイを舞台にしたディズニ

「Mifune: The Last Samurai」では、サ

ーの新プリンセス物語「Moana」
、億万長

イレント時代のチャンバラ映画（素晴らし

者の映画製作者ハワード・ヒューズの元

い殺陣とアクションに驚く！）
、三船の生い

16日には、ファン待望の「Rogue One:

で働く若い男女のラブストーリー「Ruled

立ち、女性に優しい性格、黒沢監督との関

A Star Wars Story」の公開だ。デス・ス

Don t Apply」
、オーストラリア人夫婦の

係などが語られる。中国で写真館を経営す

ターを作ったとされる人物の娘が主人公で、

養子となったインドの孤児が成長後に実母

る家に生まれた彼は、赤ちゃんの頃から父

演じるのは英国の若手実力派フェリシティ・

と兄を探しに故郷を旅するドラマ「Lion」
、

親のカメラのモデルをしていたと紹介され

ジョーンズ。
「Star Wars」は新シリーズが2

13年ぶりの続編となる「Bad Santa 2」が

るが、筆者はそうした経験がカメラの前で

作とも女性が主人公なのが興味深い。

封切られる。

自由に演じることのできる素地を作ったの

この週公開の作品で日本人として見逃せ

だと確信した。

開を待っている。

クリスマスの週末は超激戦

な い の が「Mifune: The Last Samurai」
だ。三船敏郎の人生を追ったドキュメンタ
リー映画で、スティーブン・スピルバーグ

12月は見逃せない作品が
目白押し

クリスマスの週末は毎年、混戦となるが、
今年は特に激しい。人気、ギャラともに絶
好調のジェニファー・ローレンスとクリス・

やマーティン・スコセッシのコメントに加え、
共演経験のある女優らが、三船について語

12月2日には、抜群の相性を見せるライ

プラットが共演する宇宙を舞台にしたラブ・

る。監督は、広島と長崎の原爆についての

アン・ゴスリングとエマ・ストーンの共演

ストーリー「Passengers」
。マシュー・マ

ドキュメンタリー映画「White Light, Black

2作目で、ハリウッドが舞台の胸キュンな

コノヒー、スカーレット・ジョハンソンな
December 2016 U.S. FrontLine
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監督は語る！
「Mifune: The Last Samurai」スティーヴン・オカザキ
サイレントのチャンバラ映画のドキュメン
タリーを作ろうとしていた時、三船のドキュ
メンタリー製作の話を耳にして、ぜひやら
© Strand Releasing

せてほしいと言ったんだ。なぜなら、悲し
いかな日本人は映画史に無頓着なところが

「A Monster Calls」より © Focus Features

あって、古い映画を集めるのに難航してい
たからね。ただ、心配だったのが、三船を
実際に知っている、彼と同世代の映画人が
どれほど生き残っていて、コメントをもらうのに十分な人数が集まるかというものだった。本
作の出演者の平均は 80 歳代だけど、みんなとても『元気』で、三船の話になると瞳を輝か
せて話してくれた。本作で改めて感じたのは、三船と黒沢のコンビがいかに特別だったかとい
うこと。彼らはあの時代の典型的な日本の映画作りをしていない。予算、
スケジュールも含め、
あの時代は今よりもかなり大変だった。でも黒沢が強固な意志の持ち主だと周りは知ってい
た。あの時代のほかの映画を観れば、比較にならないことがハッキリと分かる。ミステリア
スな人だと思われがちな三船だけど、
そうじゃない。本作を通して彼の素晴らしさを再確認し、

あちこちに散りばめられたヒッピーな要素と
斬新なストーリー展開で観終わった後、なぜ
か心にずっと残る不思議な作品だ。

新年はホラー映画でスタート？
1月6日公開となっているのが、呪われ
た家アミティーヴィルを舞台にした作品

どんなに特別な時代だったかを痛感した。あの 15 年の間、
日本は社会や文化が大きく変化し、

としては７本目となる「Amityville: The

人々はエネルギーを映画に注いだ。劇中で司葉子さんが言っていたように、黒沢と三船のペ

Awakening」
。13 日 に は、
「Friday the

アだけでなく、全員がその時代の始まりと終わりを経験したんだよ。特別だったんだ。それ

13th」が公開予定。また、NASAで科学者

はいつも起こることではない。世界の各地であったように、映画の特別な時代というのがあっ

として働いていた実在の黒人女性たちの物

て、あの時、日本でまさにそれが起きていたんだ。

語「Hidden Figures」もこの日に公開だ。
20日には、ヴィン・ディーゼルが再び超

ど大物スターが共演のアニメ「Sing」
。人気

に限定公開される作品に、大物スターが熱

人的身体能力を持つタイトルロールを演じ

ビデオ・ゲームの映画化となる
「Assassin s

演を披露するドラマ映画がある。ベン・ア

る「xXx: Return of Xander Cage」が公開。

Creed」
、ボストン・マラソンの爆弾事件を

フレックが監督・主演を務める「Live by

同日にはジェームズ・マカヴォイが23も

題材にした「Patriots Day」
、筆者が舌を巻

Night」は、禁酒法の時代のアメリカが舞台

の人格を持つ青年を熱演する「Split」も封

いた感動ファンタジー「A Monster Calls」

の同名小説の映画化。

切られる。翌週27日には、大ヒットシリ

が公開される。
また、冒頭で紹介した「沈黙」の映画化
「Silence」もこの週末に公開だ。来日宣教師

マシュー・マコノヒー主演の「Gold」は、

ーズの最終章となる「Resident Evil: The

金の鉱脈を発見して人生を大逆転させる男

Final Chapter」が公開。ミラ・ヨヴォヴィ

の物語。

ッチ扮する主人公アリスと共に闘う戦士コ

の壮絶な運命を描く作品だから、公開の時期

「20th Century Woman」は、監督・脚本

はクリスマス以外は考えられない。信者が劇

のマイク・ミルズの経験を基にしたコメディ

場に殺到する大ヒット作品となりそうだ。

ー・ドラマ。平凡なストーリーかと思いきや、

バルト役に日本で人気のモデル、ローラが
起用されている。
ああ、この冬も観たい映画がいっぱいだ！

けで大爆笑してしまった「Why Him?」が
待ち遠しい。ネット業で億万長者となった
エキセントリックな青年リラードと結婚秒

この冬注目の女優

ヘイリー・ベネット

この 4 ヵ月、出演作が毎月封切られている女優がいる。ヘイリー・
ベネットだ。2007 年の「Music and Lyrics」でスーパーアイドル

読みとなった娘を、彼から何とか引き離そ

のコーラに扮し、ヒュー・グラントやドリュー・バリモアからスクリー

うとする父親の奔走をコミカルに描く。

ンをさらった彼女に筆者は衝撃を受けた。
「コイツは将来大物になる
ぞ！」と思っていたが、予感は的中！ ここ数年、出演作が激増した

オスカー狙いの作品

うえに、話題作で重要な役を演じるようになり、出演作が毎月公開

という快挙を遂げた。そして、来年春には、クリスチャン・ベールとの共演作「Weightless」
が待機している。受賞経験はまだないが、オスカー候補に挙がるのも時間の問題だろう。

オスカー狙いとしてクリスマスの週末
34
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Photo by Kazuki Hirata /
HollywoodNewsWire.co

コメディー好きの筆者としては予告編だ

シネマコンパス

CINEMA
COMPASS
INTERVIEW WITH CELEBRITY

メル・ギブソン
宗教色の強い
ヒューマンドラマの監督で復活!!
取材・テキスト・写真：はせがわいずみ
Interview, Text & Photo by Izumi Hasegawa (izumi@WhatsUpHollywood.com)

軍に志願するも武器を携帯するのを拒否

についてではなく、イエス・キリストの心に

が切れるヤツで、オレの片腕として手腕を振

し、衛生兵として沖縄戦線で負傷者の救助に

対する純粋な愛の話なんだ。オレはどこまで

るってくれた。
『次に進まないと』というヤツ

奔走したアメリカ兵デズモンド・ドスの伝記

も不完全で、なんとかそれを自分の中で直そ

の言葉にオレが躊躇していると、間髪入れず

映画となる
「Hacksaw Ridge」は、やんちゃ

うとしているけどね
（笑）
」と答えた。

に
『黙れ！

な素行や訴訟問題ばかりが報道されてきたメ
ル・ギブソンの10 年ぶりの監督作。久しぶ

実は出演していた?!

りに会ったメルは、顔色も良く上機嫌で、記
者の質問に熱く、そして時にはユーモアを交
えながら、表情豊かに答えていた。

すでにオーバータイムになって

いる』と言ってオレを笑わせて、次の予定に
移らせた。ヤツにはものすごい借りができた
よ。ウィットに富んだユーモアにもね」

本作でメルは完全に裏方に周り、
「出演シー
ンは一切ない」と思っていたら、まったく気づ

戦争の残忍さと悪質な行い

劇中登場する日本兵には日本人や日系人を

かないカメオ出演があることを教えてくれた。

起用した本作。映画の中でデズモンドが負傷

「今回の出演陣は本当に素晴らしく、これ

した日本兵を助けるシーンもあり、戦争の愚

まででベストな仕事をそれぞれ見せてくれた。

た、何を観客に受け取ってもらいたいと思っ

かさを再認識させてくれる。しかし、本作は

オレはとても誇りに思い、後ろで観ているの

ているのだろうか。
「本当のスーパーヒーロー

反戦映画というよりも、彼の以前の作品同

をとても楽しんだよ。でも、実のところ、オ

は、スパンデックスのスーツを着ていないっ

様、キリスト教の布教映画に近い要素を見せ

レもちょっとだけ出てるんだ
（笑）
。手と影の

てことだよ。デズモンドは我々を奮い立たせ

ている。そんなメルに、自身の宗教との関係

出演をした。裁判のシーンの撮影で、ヒュー

るものを見せてくれた。愛は戦争を凌ぐこと

やデズモンドから学んだことなどを聞いた。

本作でメルはデズモンドから何を学び、ま

ゴ
（・ウェイヴィング。デズモンドの父親役）

ができるというのを証明した。愛とは何か

インタビュー冒頭、日本人の起用に触れ

のスケジュールがどうしても合わなくて、オレ

を見せてくれたんだ。それはとても重大なメ

ると「日本人キャストたちはランチになると

がやった。そして、後で合成してヒューゴに

ッセージだよ。言葉ではうまく説明できな

したんだよ」

いし、まずい方向にいくことだってある。今

『Here ya go mate』と声を掛け合っていた。

戦争シーンを見る限り、かなり大がかりな

までそうだったようにね。歴史は繰り返され

メルが育ったオーストラリアで行われた）
。

作品のように思えるが、本作はオスカーを受

る。本作で、戦争の残忍な行為や悪質な行

それがとても興味深く、面白かったね」とい

賞した
「Braveheart」よりも撮影日数も費用

いをみんなに思い出させることができればと

うエピソードを教えてくれた。

も少なかったそうだ。どうやってやり繰りを

思っている。観客をぞっとさせ、対極にある

成功させたのだろう。

ものを引き立たせたいと思っている。そうす

彼らはオーストラリア人なんだよ（撮影は､

宗教と自身の生活については
「オレは熱心

ることで、善を引き出すことができるからね」

じゃないんだ。もっと信仰心が篤いといいと

「本作は約 60日で撮影した。そんなこと

思うけど。だからデズモンドのような強固な

ができたのは、一重に助監督のお陰だよ。

信仰心を持つ男の話が好きなんだよ。彼には

誰もコイツについて前情報を教えてくれなか

暴力や戦争に対する気持ちを描きたいメル

とても感銘を受けた。彼のストーリーは宗教

ったけど、まるでコンピューターみたいに頭

のパッションは還暦になってもまだまだ熱い!!
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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。日本国内で空前の大ヒット
コンテンツとなった「妖怪ウォッチ」を引っさげ、米国市場に乗り込んだレベルファイブアビーの早川さんに聞く。

日本の強力なコンテンツ携え
海外でクロスメディア展開
現地法人設立の理由は？

ラームーンのビデオを
見せるからと家に呼ぶ

レベルファイブは福岡に拠点を置くゲ

といった方法で釣っ

ームソフト会社で、これまでに「レイト

て、ようやく友達を作

ン教授シリーズ」や「イナズマイレブン」

ることができたのです

などを、日本をはじめ海外でもヒットさ

（笑）
。もちろんこれだ

せた実績を持ちます。さらに 2013 年に

けでこの業界を志した

日本でリリースされた「妖怪ウォッチ」は、

というわけではありま

アニメや玩具、コミックなどのクロスメ

せんが、日本コンテン

ディア展開がいずれも大ヒットし、社会

ツのパワーを、身を持

現象となりました。

って感じた強烈な原体

このクロスメディア展開を海外市場で
も実現することを目的に、2015 年 8 月、

験です。
そして昨年、アメリ

ロサンゼルスに当社を設立しました。従

カに来てからは、まず

来、日本のコンテンツを海外に持ち込む

「妖怪ウォッチ ( 英題：

際には現地代理店に依頼するという手法

YO-KAI WATCH)」 を

が主流ではありますが、現地での判断を

米市場に浸透させるた

現地で行うことによる意思決定のスピー

めの味方作りとその関

ド向上、海外展開ノウハウのアセット化、

係強化、およびアメリ

さらに原作者にできるだけ多くの利益を

カの子どもたちに愛さ

還元できるという収益構造の面で、現地

れる作品にするための

法人を設立する決断が下されました。一

ローカライズに力を入

作品だけならば、現地代理店に任せる方

れました。

レベルファイブアビー COO
早川ゆかりさん

日本での成功実績があったがために、

がリスクが低く、賢い選択かもしれませ
んが、複数作品を扱う場合は、日系企業

ており好調に推移しています。

ローカライズの苦労とは？

そのような提携を取り付けるまでは比較
的スムーズに進みましたが、提携後は、

内にノウハウを蓄えることで、ヒットを
我々は、ゲームのセールス＆マーケテ

我々が彼らから一方的にアメリカの子ど

私にとって、日本のヒットコンテンツ

ィングは米国任天堂、玩具はハズブロ、テ

もたちの嗜好、メディア消費、購買動向

を引っさげて海外に展開するというのは、

レビはディズニーと、強力なクロスメディ

などの差を学ぶだけの関係で許されるは

まさにドリームジョブそのもの。私は幼

ア展開を行うためのパートナーシップを結

ずもなく、我々としてもその学びに応え、

少時代をオーストラリアで過ごした帰国

んでいます。昨秋よりアニメが放送され、

迅速に、フレキシブルに動く。その対応

子女なのですが、当初、英語が話せず友

昨冬からはゲーム・玩具いずれも、ウォル

力をもって信頼を勝ち取ることが何より

達がいなかったため、クラスの女の子た

マート、ターゲットなどの大手流通で展開、

も重要だと考え、多くの力を注いだよう

ちにハローキティのシールを配る、セー

今冬のクリスマス商戦にも新商品を投入し

に思います。

連発できる確率が上がると考えています。
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また、
「妖怪ウォッチ」という作品は、

各人からあがってくるレポートはとても

み出していけるコンテンツ生産量なので

ジャンルとしてはコメディ、日本特有の

興味深かったです。西海岸以外の地域に

すが、海外でも同じボリュームでコンス

駄洒落やギャグ要素が満載です。言い換

は全然違うファン層がいるということに

タントにコンテンツを展開し、ヒットさ

えると、笑いが伝わらなければ、作品の

気づきました。アメリカ、やはり広いで

せていきたいです。

魅力は激減します。アメリカの子どもた

すね（笑）
。エリアごとに丁寧にマーケテ

あと、これは 10 年後でなく目下の目

ちに笑いが伝わらない、下手な翻訳をし

ィングをしなければ、と今さらながら実

標ですが、現地校で英語に苦労する日本

て作品を殺すまいと、ローカライズ、カ

感しています。

人の子どもたちが、
「YO-KAI WATCH」や

ルチュライズにも神経をとがらせました。
直近では、日本で 2014 年末に公開さ

その他のレベルファイブ作品を利用して、

10年後、めざす姿は？

れ、大ヒットとなった映画「妖怪ウォッ

クラスの人気者になれていたら嬉しいで
すね。頑張ります！

チ 誕生の秘密だニャン！／英題：YO-KAI

我々の競合には、ディズニーやワーナ

WATCH THE MOVIE」を、アメリカで 1

ーなどの大手エンターテインメントスタ

日限定上映するイベントを今年の 10 月に

ジオがいるのですが、彼らが「むむ ･･･ 侮

開催しました。全米 300 館以上で上映し、

れんな」と思うような、グローバルに認

都市部を中心に満席の劇場も出て、成功

知される世界有数のエンターテインメン

ィング会社、米系エンターテインメント会社を

だったのではと思っています。

ト企業に育てたいです。レベルファイブ

経て 2015 年 3 月にレベルファイブに入社。同

当日は、弊社のスタッフをそれぞれ

の特色のひとつは、ほぼ 1 年に 1 作品の

別のエリアの劇場に送り込んだのですが、

ペースで新しい作品（続編を含まず）を生

PROF IL E
10 歳から 14 歳までオーストラリアのシドニー
で過ごす。日本の大学卒業後、米系コンサルテ

年 8 月よりロサンゼルスにオフィスを置く、レ
ベルファイブアビーの COO
（最高執行責任者）
。
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「この映画を作れば
捕鯨は理解してもらえる、
という一心」

たった一人でカメラを持って

PEOPLE

様々な業界で活躍中の話
題の人に、過去、現在、
そして未来について聞く。

Text and Photos
by
Keiko Fukuda
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町に入った八木さんは、
「The
Cove」の主人公でもあるリッ
ク・オバリーや監督、ルイ・シ
ホヨスのインタビューも敢行。
しかも、ショッキングなコメン
トを取ることにも成功してい
る。シホヨス監督は
「すべての
人が菜食主義者になればいい」
とまで言い切っている。八木さ
んは
「すべてのアメリカ人を菜
食主義者にしてから、日本に
やってきてくれ」と言う呼びか
けで、彼の本音を引き出した。
さらに 太 地 町の人々、IWC

捕鯨問題の謎に迫るドキュメンタリー映画
「ビハインド・ザ・コーヴ」の監督

八木景子さん

日本政府代表、太地で活動を
続けるシーシェパードの活動
家たち、オスロ大学の生態学
教授など実に多くの人に会い、
肉声を映画の中に織り込んだ。

和歌山県太地町で撮影された反捕鯨映画
「The
Cove」
。同作は大きな話題になっただけでなく、

「真実を届ける」

権威あるアカデミー賞を受賞したことで高い評価も
受けた。しかし、捕鯨に携わってきた日本人たちが

「編集で心がけたのは、真実を届けるということ

一方的に悪者にされた作品に対して、
「果たして、あ

です。今、捕鯨イコール日本は残虐、捕鯨イコール

の映画に真実はあるのか？」と反証映画
「ビハイン

環境破壊として捉えられています。鯨を守れば世界

ド・ザ・コーヴ」で真っ向から対抗したのが監督の

を守れる、とでもいうかのように。ですから、日本

八木景子さんだ。2016 年11月、ロサンゼルス近郊

の捕鯨文化として、捕獲した鯨を供養するお墓があ

サンタモニカ市内でのアメリカンフィルムマーケット

ることを伝えるなど、
（残虐とは）真逆のイメージを

に参加した八木監督に話を聞く機会があった。

できるだけ意識しました。また、実は鯨の数は多す

「この映画を製作した原動力は怒り、ですね。穏

ぎるのだという事実もデータで伝えました。編集は

やかだった太地町に押しかけてきて、町の人々の感

最初、自分でやりました。しかし、Aさん、Bさん、C

情を踏みにじるように入ってくる活動家たちへの怒

さんというように順番にインタビューを繋げるだけ

り。町の人々のために追い出したい、心からそう思

で、気がつくと、何の話だっけ？

いました。最初はそんなに長期滞在するつもりはな

ってしまいました。それでテレビ番組制作に携わっ

かったんです。ところが結局、4カ月も心折ること

ていた、この映画のナレーターにアドバイスをもら

なく撮影を続けられたのは、いつか映画を作れば、

い、様々な人のコメントを入れつつ、間に太地の映

誤解されている太地の人々のこと、捕鯨のことを理

像に帰ってくるという手法に変えました。また、意

解してもらえるはずだと思ったからです」

識したのはプロパガンダにならないように、反捕
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ということにな

にネガティブな教育を行ってきたオーストラリアで決まりかけた上

鯨派と捕鯨派の双方の意見を入れることでした」
日本人と海外のオーディンスに反応の違いはあったのだろう

映がキャンセルになったんです。異文化を取り上げるというコン
セプトの上映会で取り上げられる予定だったんですが。理由はわ

か？
「日本人は劇場から出てくると
『元気が出ました』
『作ってくれて

からないけれど、邪魔する勢力があったとしても、自分から乗り

ありがとう』
『泣いた』
『捕鯨問題の謎が解けた』といった反応で

込んでいくつもりです。諦めません。それからオバリーが、今年、

した。一方の外国人の反応で興味深いと思ったのは、
『アメリカ

日本に入国しようとした時に強制送還になったそうです。それま

人だって捕鯨に理解を示している人はいる、皆が反捕鯨じゃない

では反捕鯨活動を展開するのに、観光ビザで入国していたのです。

よ』と言ってくれたことでした。さらに
『反捕鯨活動家たちがやっ

彼からメールが来て
『日本で映画
（ビハインド・ザ・コーヴ）を見た

ていることに納得がいかない』と言った人もいました」

かったけど入国できなかった』と書いてありました。普通にメール

ワシントン DC でアメリカ国内を含む各地からの一般の旅行者に

のやり取りはするんですよ
（笑）
」

敢行したインタビューも心強い。人々に
「何を食べるかは誰が決め
るのか？」という質問に対し、彼らは
「自分で決める」と答え、また

「住みたいくらいアメリカが好き」

「鯨は健康食だ」
「鯨は数が多いんだから、食べてもいいんじゃな
いか」と答えた人もいた。
「時間が少ししかなくて登場した人全員

個人的に好きな映画を聞いた。
「
『バック・トゥ・ザ・フューチャ

が聞いた人全員という状況だったんですが、彼らの捕鯨への反応

ー』とかエディー・マーフィーやトム・ハンクスが出る映画とか、夢

に私自身もびっくりしました。彼らは仕込みか？

のあるハリウッド的な映画が大好きなんです。自分の作品とは真逆

と思ったほど

です」

ですが。それからオプラ・ウィンフリーとウーピー・ゴールドバー
グのファンです。偶然、二人とも黒人女性ですが、人種差別を乗り

「邪魔する勢力にも屈しない」

越えて社会で自分たちの意見を聞いてもらえるポジションを確立し
たという点で非常に尊敬しています。実は私、アメリカに住みたか

同作は、なぜ日本の捕鯨だけがアタックの対象とされたのか、

ったんです。留学したいと思っていたのに、父の反対で実現しませ

その裏にある真実を次々にあぶり出していく。そして、世界各地

んでした。普通に日本で就職しなさいと言われて、ずっと我慢して

で上映会が開催されている中、嫌がらせにも遭遇した。

いました。でも、結局、
（日本に）残留することになり、今回のよう

「上映活動を続けるのには資金が必要です。それでサイトでク

な映画を作ることになりました。アメリカに出ていたらこうはなら

ラウドファンディングを実施していますが、そのサイトが落とされ

なかったと思うんです。最近の日本は右だ、左だとすぐに決めつけ

たり、上映劇場のサイトも落とされたりしました。昔と違って今は

ます。でも私は右でも左でもないし、もともと住みたいくらいアメ

陰湿なやり方をするんだなと思います。でも私は逃げも隠れもし

リカが大好きなんです。そういう人が作る
『ザ・コーヴ』に対抗する

ないし、上映を続けていきます。そう言えば、日本の捕鯨に非常

映画だから説得力もあるんじゃないか、と自負しています」

「ビハインド・ザ・コーヴ」が2都市で上映
●ニューヨーク
11/25（金）〜12/1（木）
The Cinema Village (22 E 12th St, New York, NY)
上映時間1:10pm / 3:10pm / 5:10pm / 7:10pm / 9:10pm

●ロサンゼルス
12/2（金）〜12/8（木）
The Music Hall Beverly Hills (9036 Wilshire Blvd, Beverly Hills, CA)
上映時間12:00pm / 2:20pm / 4:50pm / 7:20pm / 10:00pm
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シーズン到来！
とっておきのギフトアイデア20選
アメリカではホリデーシーズンといえばギフトのシーズン。さらに12月は日本向けのお歳暮の季節でもある。
お世話になった方に贈りたいギフト商品から、自分へのご褒美にしたい取り寄せ品までをFrontLine 編集部がセレクトした。

Nishimoto
World Gift

Part1

北米・
ヨーロッパの
名産を日本へ

詳細：www.hello-worldgift.com
問い合わせ：888-682-4438

パーソナルメッセージ付き
スパークリングワイン
ラベルにオリジナルメッセージや名
前などが入れられる、スペシャルギ
フトに最適なユニークな一品。

Oritz Gift
詳細：oritzgift.com
問い合わせ：800-692-0008

アンガス CAB®
ステーキ 3 種セット
アンガス牛の中でも CAB®ブランドとして合格
するのは 5 頭に 1 頭という希少価値。USDA
の格付けで最高級のプライムとトップチョイス
から厳選された黒毛牛の銘柄ブランド。霜降り
と赤みのバランスも絶妙。
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スパイラル・スライスドハム
ハムの中央の骨を基軸に螺旋状にスライスを
入れた骨付きポークもも肉のハム。付属のハ
ニーグレイズソースを塗ってオーブンで焼くと
一層美味しさが引き立つ。

ニューヨークチーズケーキ
クリームチーズを 60％以上配合した濃厚で
クリーミー、コクのあるアメリカ本場のチーズ
ケーキ。敷き詰めてあるグラハムクラッカー
との相性も抜群。

ニューヨークチーズケーキ
カプチーノ
濃厚なクリームチーズケーキにコーヒーを加
え、まろやかで優しい味わいに仕上げた大人
風味のスウィーツ。

Senka

Seaborn

詳細：www.senka.com
問い合わせ：877-801-3828

詳細： www.seaborn.ca
問い合わせ：866-880-5527

フロリダ・オレンジハチミツ

エキストラライト・メープルシロップ

ハチミツ一筋 60 年以上の歴史を持つ
トロピカル・ブロッサム・ハニー社の
オレンジハチミツ。ミツバチが運んで
きた天然のハチミツはオレンジの味
がほんのり香る。

サトウカエデなどの樹液を濃縮した天然甘味料
であるメープルシロップ。他の甘味料に比べ、ミ
ネラルやビタミンが多く、カロリーは控えめとい
うのが特長。エキストラライトは、春先の最も
早い時期に採取される希少価値の最高級品。

オロブランコ
産地、土壌によって美
味しさに大きな違いが
あると言われるオロブ
ランコ。最高の土壌を
もつ農家を契約し、糖度、
酸味、食味を厳しくチェック
したものだけをセンカがお届け。

クラシック海の幸
バスケット
種 類 が 異 な る スモ ー ク
サーモン、サーモンジャー
キー、イクラ、数の子昆布
などカナダ産シーフード 6
種のバスケットに詰めた、
シーフード好きに喜ばれる
贅沢なギフトセット。

JAL Shopping
Part2

詳細： www.jalshoppingam.com
問い合わせ：800-252-5725

プールミッシュ・
トリュフケーキ

日本の
あの逸品を
アメリカでも
源吉兆庵
福渡せんべい
さっくりと波 形に焼き上
げた洋風せんべいに優し
い甘さのクリームのコンビ
ネーションが絶妙。

源吉兆庵
福渡せんべい 抹茶
香ばしく歯触りのよい抹茶風味の生
地で、ほろ苦く濃厚な抹茶クリーム
を挟んだ洋風せんべい。

Senka
詳細：www.senka.com
問い合わせ：877-801-3828

ヨックモック
ホリデーサンクデリス（数量限定）
毎年、パッケージに楽しい空間を描いて大好評のホ
リデー缶。今年は昨年に引き続きフランスの有名画
家クリィヴ氏の書き下ろした水彩画をデザインに。
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東京・銀座に本店がある、日本の
本格的フランス菓子の草分け、ブー
ルミッシュの吉田菊次郎の手によ
る、トリュフ・オ・ショコラを丸ご
と濃厚なショコラ生地に閉じ込め
た逸品。

Part3
アメリカ産を
お取り寄せ

Maruhide
詳細：www.maruhideshop.com
問い合わせ：562-435-6509

うに醤油
発売されたばかりの新商品。LA 特産の生う
にと醤油、昆布、鰹節、食塩、みりんで作っ
た化学調味料、着色料、防腐剤は一切不使
用の自然の味。ロサンゼルス郊外トーランス
にある丸秀直営店 Uni Club でも購入可能。

FrontLine 読者限定 全商品 5% オフ！

手塩にかけてうに醤油を開発した Maruhide
代表の河村英夫さん

対象：米国内発送、日本向け発送のオンライン
オーダー及び Uni Club でのお買い物
期間：2016 年 12 月 1 日〜 2017 年 1 月 31 日
チェックアウト時にクーポンコード「FL16」を入力

雲丹酒盗バラエティーセット
カリフォルニア州サンタバーバラの沖合で育った良
質の天然の赤うにを昆布醤油で一夜漬けし、生う
にの旨味を凝縮して瓶詰めにした定番商品。バラエ
ティーセットはオリジナル、イカ入り、柚子胡椒入り、
唐辛子入り、
オリーブオイル入りの 5 種の詰め合わせ。

MarieBelle
New York

詳細：mariebelle.com
問い合わせ：718-599-5515

ニューヨーク、
キャラメルコレクション・
16 ピース

ガナッシュケーキ

ニューヨーク「ビッグアップル」
をテーマにしたマリベルの最新
コレクション。ニューヨークか
ら発送するギフトにオススメ。

とびっきり贅沢なチョコレートのお菓子。しっとりし
たムースとクランチーな食感の絶妙の組み合わせの
中に、ヘーゼルナッツプラリネ、オレンジピール、ド
ライクランベリーがレイヤーごとに味わえる。ヴィン
テージ風の本を形どったパッケージもエレガント。

Honolulu
Cookie Company
詳細：www.honolulucookie.co.jp
問い合わせ：808-845-1517

メレ・パイナップル
シェイプ・ボックス
パイナップル・キルトチャー
ム の つ い た 赤 いリボ ン が
キュートなパイナップル型の
ボックスに詰められた 16 種
類のフレーバーのクッキーコ
レクション。
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メレ・マグ・ギフトセット

メレ・エッセンシャル・

ニューアイテムのホノルル・クッキー・ エグゼクティブ・ボックス
カンパニーのマグと、チョコレートチッ ホノルル・クッキー・カンパニーのシグ
プ・マカデミアなど 4 種のフレーバー ニチャーフレーバー、シーズナルフレー
のクッキーとのセット。
バー、ミニバイツのクッキーを種類も豊
富に詰め合わせた贈答用コレクション。

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。

クリスマスに、ちょっとオシャレなスウェーデン風ミート
ボールはいかが？ バフェでもおなじみのメニューなので、
パーティーにも対応できます。ジューシーなミートボールに、
サワークリームの酸味とブルーベリーソースの甘さが絶妙に
マッチ。子供も大人も大満足の1品です。
副菜には粉チーズを使ったサラダを。ドレッシングに粉
チーズを入れるなんて、おいしいのかな？ と思われるかも
しれませんが、これがなんともおいしい！ 特に少し癖のあ
る水菜との相性はバッチリです。

今日
の

主菜

スウェーデン風
ミートボール

【材料】（4人分）
＜肉だね＞
豚ひき肉.............................5.3oz
牛ひき肉.............................5.3oz
タマネギ（みじん切り）.1/4個
パン粉.........................1/2カップ
卵................................................ 1個
しょうゆ.........................小さじ1
塩.............................................. 少々
タイム..................................... 少々

（なければナツメグなどでもOK）

＜ブルーベリーソース＞
ブルーベリージャム.大さじ4
白ワイン.....................大さじ2
オリーブオイル.......大さじ1
塩......................................... 少々
サワークリーム...........2.5oz
サラダ油.....................大さじ1
小麦粉................................ 適量
ベビーリーフ.................. 適量

カレー粉....................小さじ1/4

❶肉だねの材料をすべてボウルに入れ、
粘りが出るまで練り混ぜる。
直径3cmに丸め、薄力粉をまぶす。
❷フライパンにサラダ油を入れて熱し、
弱めの中火でミートボールを転がしな
がらじっくりと焼く。
❸ブルーベリーソースを作る。白ワイン

今日
の

副菜

水菜とタマネギの粉チーズ
入りドレッシングサラダ

【材料】（４人分）
水菜.......................................半袋
タマネギ............................ 1/2個
ニンジン............................ 1/2本
オリーブオイル............ 大さじ2
＜ドレッシング＞
酢................................大さじ1
バルサミコ酢.........大さじ1
しょうゆ...................小さじ1
粉チーズ...................大さじ2
塩こしょう.....................少々
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は耐熱器に入れて、レンジで1分加熱し、
アルコールを飛ばす。ソースすべての材
料を混ぜ合わせる。
❹皿にベビーリーフ、ミートボールを
のせ、サワークリームとブルーベリー
ソースをかける。

❶水菜は芯を切り落とし、5cm幅に切る。
タマネギは皮をむき薄くスライスする。ニ
ンジンは4cmの長さに切り、皮をむいて千
切りにする。
❷ドレッシング材料をすべてボウルに入れ、
混ぜる。野菜はキッチンペーパーでよく水
分をふき取ってから、ボウルに入れ、ドレ
ッシングとあえる。
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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
製造(NJ) Application Engr 40-70K
Home Office 可
製造Purchasing Asst
48K
Biz 専攻新卒歓迎
会計 監査/税務
45-55K
会計(NJ) Auditor
60-70K
サービス HR Consultant 40-50K
人事知識要

製造 Sales Representative 35-45K
社用車有／新卒歓迎
製造 Admin Asst
33-40K
商社 Fin Coord
45 – 55K
商社 Sales
40K
商社Textile Sales Asst 37-40K
商社 Administrator
30-40K
商社 Logistics Coord
DOE
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
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
物流 Operation Agent
DOE
物流 Air Export
DOE
JFK近郊／経要
36-47K
小売Store Support
小売 Sales Associate
40K
パート可能
41K
非営利 Biz Development
デザイン Account Executive 35-40K
運転免許必須
アパレル CEO
DOE
小売経営管理／卸売経験要
DOE
広告 Sales
営業経験必須
不動産 Agent
DOE

●Temporary●
IT Purchasing Asst
長期
IT Help Desk
長期
IT Project Manager
長期
金融バックグランド＋
IT Client Support
6ヶ月
銀行送金システム経験要
IT 購買 Asst
1年間
9ヶ月
IT Acctg/Admin Asst
3ヶ月
IT(NJ) IT UAT Asst
公共交通機関有
IT System Engineer
パート
サービス Acctg/Admin Asst 長期
サービス Operator
T→F
コンサルEngr Consul
T→F
コンサルEnergy Consul T→F
T→F
金融 IT Asst
週2-3日
メディアCoord
土日・夜勤有
会計 Acctg Assistant
パート
商社(NJ) Mktg Asst
パート
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
製造 総合職／一般職
DOE
海外大新卒大歓迎
（理系、文系）

●他州●
CA州 IT Project Manager 50-70K
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
CA州Hotel経営Asst
DOE
日本でのホテル業経験要
DOE
DC 商社 Sales
HI州 Help Desk Engr
40K
IL州 製造 Warehouse Mgr 70-80K
IL州IT Lan System Engr 65-75K
IL州Customer Service 40-50K
GA州 Network Engr
62K
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

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。

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 投資AVP
DOE
Fund Admin/Mid Office経要
金融 Info Security Analyst DOE
金融(NJ) FX DeskAssoc
DOE
金融(NJ)IT Biz 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＋
●コンピューター●
DOE~120K
Java Developer
Sr. 開発Engr
75 – 84K
System Engnr
40-70K
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●
製造 E-Commerce Mgr 80-100K
製造Staff Accountant
70-90K
米国or 日本CPA 資格要
55K
製造 Sales

最新求人情報毎日更新
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●ニュージャージー州●
商社 Imp Coord
45K
商社 Sales
35K
車免許必要
商社 Data Entry
27K
午後勤務
50-70K
会計 Auditor
経験者／ビザサポ有
小売 Store Manager
40-56K
研修有
不動産 Cust Svc
30K
車免許必要

最新求人情報毎日更新

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

銀行 FX Sales Leader
$$$
銀行 Project Mgr AVP
$$$
銀行 Global Trans Bkg Sales $$$
銀行 VP Credit Risk
~$150k
銀行 Corp. Planning $60- $110k
銀行 Credit Asso/VP
$$$
銀行 Reg. Reporting
~$95k
銀行 法務
$70- $90k
銀行 秘書
~$90k
銀行 Cash Management ~$75k
銀行 FX Sales Asst
$$
銀行 Marketing Manager
$65k
銀行 Planning Analyst
$65k
銀行 Credit Spe. (Chicago) ~$65k
銀行 Customer Service
~$60k
銀行 Loan Admin (NY/NJ) ~$60k
銀行 Office Manager
~$55k
金融 IR Marketing
~$100k
金融 Accnt & Tax Manager
$$
金融 Fin Translator (日英)
$$
金融 M&A Analyst
~$80k
金融 Leasing Adm AVP
~$80k
金融 Fixed Income Analyst ~$80k
金融 Fund Client Service ~$80k
金融 Planing (Advanced English)
金融 Jr. Auditor
$50- $75k
金融 Jr. Counterparty Risk
$$
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
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

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
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
Kome Sushi Kitchen
4917Airport Blvd.
Austin, TX 78751

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

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
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
Sr. Market Analyst wanted
by food mfg. co. in Santa
Fe Springs, CA to research
market conditions to
determine the potential sales
of the companyÅfs Japanese
food products. Must have BA/BS
in Business Admin. or related,
12 months of exp. in the job
offered or related & knowledge
of Japanese. Send resume
to Tom Taniguchi at
Day-Lee Foods, Inc.,
13055 E. Molette St.,
Santa Fe Springs, CA 90670.
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不動産／その他

豊富に物件を用意していま
す。お気軽に日本語でどうぞ。
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
商業用賃貸物件(Office用)
Fort Lee
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

荘園不動産
誠実・スピーディー・豊富な物件
Main Office:
914-921-1616
Greenwich CT:203-8612525
Manhattan:212-226-4545
Fax:914-921-1728
info@shoenrealty.com
WWW.SHOENREALTY.COM

不動産広告なら
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
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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

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

CAMPAIGN

新規会員限定10,000マイル
JAL USA CARD キャンペーン実施中

NEWS

『ほぼ日手帳2017』海外出荷増加
アメリカの書店でも販売

JAL USA CARDでは、新規会員限定

株式会社東京糸井重里事務所

「ショッピングボーナスキャンペーン」を

は、2017年1月 始 ま り の『ほ ぼ

12月20日まで実施している。

日 手 帳2017』の 一 部 商 品 を 海
外にも出荷している。同手帳は

期 間：2016年10月3日(月)〜2016年

海外からの注文が年々増加し、

12月20日（火）

2013年版からは英語版の手帳

特典：ボーナス10,000マイル

Hobonichi Techo Plannerを

キャンペーンコード：SPG2016

新たに発売。公式サイトでのバイ

対象者：キャンペーン期間中にJAL USA CARDを申し込み、

リンガル対応ページが増えたこ

アカウント開設後最初の３ビリングサイクル内に$5,000を利用した方

ともあり、海外への出荷部数は
2014年版から2016年版の2年間で9.7倍となっている。2017年版はさらにバ

■ 詳細：http://www.ar.jal.com/ar/ja/jalmile/card/jalusacamp_1610.html
■ 問い合わせ：1-877-443-5587 月〜金 5:00am–5:00pm（太平洋時間）

イリンガル対応を強化する予定で、ほぼ日手帳関連グッズのページも英語表記に
なっている。
海外では2010年版より台湾の誠品書店で取り扱いが始まったほぼ日手帳は、
2017年版より新たに７カ国で販売開始となる。現在の海外出荷国はアメリカ、

サンスターアメリカ、フロントライン
CAMPAIGN
読者限定スペシャルオファー実施中！

イギリス、オランダ、カナダ、スウェーデン、タイ、台湾、中国、ドイツ、フィリ
ピン、ベルギー。ポーランド、香
港、マレーシア14カ国42店。
アメリカの販売店舗は、全米
の紀伊国屋書店各店舗、MAIDOFINE STATIONERY GIFTSの
トーランス、アルハンブラ店など。
購入可能な手帳の種類を含む詳細
は下記サイトで確認できる。

サンスターは、美白シリーズ「エクイタンス」を購入のフロントライン読者限
定に30％オフスペシャルオファーキャンペーンを実施している。

■ 詳細：http://www.1101.com/store/techo/en/place/

期間：2017年1月31日(火)まで
対象商品： Equitance™「エクイタンス」
特典：購入金額より30%オフ 送料無料

NEWS

キャンペーンコード：FL2016

秋の叙勲受章者に
マーヴィン・トケイヤー氏

日本国政府は11月3日に平成28年秋の叙勲受章者を発表し、在ニューヨーク
■ 詳細：http://www.equitance-us.com/FL16.html
■ 問い合わせ：1-855-827-0362（トールフリー、英語のみ）

日本国総領事館管内からは、執筆家のマーヴィン・トケイヤー氏が旭日双光章を
受章した。功績は日本とユダヤ人との友好親善及び対日理解の促進に寄与したこ
と。
同氏は、執筆活動や講演を通じて、米国のユダヤ人に対する対日理解促進のた

NEWS

ANA国際線のエンタメプログラムに
ユニバーサル対応コンテンツ搭載

日本で唯一、SKYTRAX社の最高評価「5スター」に４年連続で認定されてい
るANAでは、顧客に機内で快適に過ごしてもらうため、機内エンターテイメン
トプログラムの拡充に取り組んでいる。

めの活動を行ってきた。たとえば著作については、1979年、日本による1930
年代におけるユダヤ人受け入れ・自治区設立構想に関する著作（
“The Fugu
Plan”
）を発表し,当時苦難にあったユダヤ人に対する日本の好意的態度を世界
に知らしめた。
最近の著作としては、2014年の”Pepper, Silk and Ivory”がある。同著に
より、明治時代以降の日本の近代化や戦後日本の民主化の過程におけるユダヤ人

2016年11月からは、日本で初めて、国際線エンターテイメントプログラムに

（ジェイコブ・シフ（日露戦争時の銀行家）やベアテ・シロタ・ゴードン（日本

ユニバーサルサービス対応コンテンツを導入。目が不自由な人向けに、画面に映

国憲法起草に寄与）など）の貢献等、ユダヤ人と日本人との交流をさらに明らか

る人物の動きや風景などを音声で解説する「音声ガイド」付き映像コンテンツや

にした。また、日本とユダヤ人との交流について、多くのユダヤ系米国人に対す

「オーディオブック」を5番組、そして、耳が不自由な人向けに、セリフやナレー

る講演も行っている。

ションなどの音声情報を字幕で表示する「字幕ガイド」付き映像コンテンツ７番
組を新たに搭載する。
■ 詳細：https://www.ana.co.jp/serviceinfo/international/inflight/guide/movie/
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NEWS

ラーメン店ICHIRAN NY Brooklyn
がオープン

日本のとんこつラーメン専門店「一蘭」のアメリカ1号店ICHIRAN NY

NEWS

ユナイテッド航空、ハバナ便
11月29日から運航開始

ユナイテッド航空（本社：シカゴ、最高経営責任者：オスカー・ムニョス）は、

Brooklyn がニューヨークのブルックリンにオープンした。同店では、麺職人や

2016年11月29日より、米国本土内の2つのハブ空港からキューバの首都ハバ

スープ職人の熟練の技による「天然とんこつラーメン」を日本と変わらぬ味で提

ナへの運航を開始すると発表した。ニューヨーク/ニューアークからは毎日、ヒ

供。また、一蘭独自の「味集中カウンター」やオーダーシステム、替え玉システム

ューストンからは毎週土曜日にハバナへの直行便を運航。また、米国時間9月1

も導入されている。加えて福岡の代表的な食文化である屋台の雰囲気を楽しめる

日からunited.com にて予約の受付を開始した。

「一蘭屋台」も導入し、世界に広めることを狙っている。

ユナイテッド航空の最高経営責任者（CEO）オスカー・ムニョスは、
「この歴
史的なキューバ便の運航を11月から開始すべく、懸命に準備を進めている弊社
のプロフェッショナルな社員を誇りに思う。今回の米運輸省による最終認可によ

NEWS

オンライン書店の日本書店
新サービス Ship.com開始

LA発オンライン書店 日本書店では、日本のオンラインストアで購入した商品
をアメリカに転送する新サービスを開始した。
アメリカまで3〜4日で到着。手数料はかからず、EMSの一般価格のみで利用
が可能で、補償もある。

り、同路線において全旅行者により良いフライトの選択肢と利便性、そして競争
を提供することが可能になる。今回の決定に対し、米運輸省に改めて感謝申し上
げる」と述べている。
ニューヨーク/ニューアーク（EWR）−ハバナ間の直行便について
米国最大の大都市圏でありキューバ系アメリカ人の人口が全米で2番目に多い
ニューアーク/ニューヨーク地区をキューバへの重要なゲートウェイとして、ニ

■ 問い合わせ: 310-383-3917 太平洋時間 10:00am〜4:00pm（平日のみ）
■ 詳細：ShipJP.com / NihonBooks.com

ューアーク・リバティー国際空港からハバナへ直行便を毎日運航する。
ヒューストン（IAH）−ハバナ間の直行便について
「トラステッド・トラベラー・ネットワーク」から外国人旅行者にとって最も
フレンドリーな入国地点の１つとして認定されているヒューストン・ジョージ・

EVENT

元マウントサイナイ医学部助教授
塩井博士による「認知症介護」講演会

ブッシュ国際空港は、ユナイテッド航空の中南米へのゲートウェイ。ユナイテッ
ド航空は、このハブ空港から中南米およびカリブ海の52都市へ毎日91便の直行
便を運航。今回、ヒューストン国際空港はハバナへの重要なゲートウエイになる

ニューヨークの日本クラブでは12月5日午後6時半より8時まで、元マウン

と同時に、米国中西部の20都市とキューバを結ぶ

ト・サイナイ医学部助教授、現社団法人「認知症高齢者問題研究所」理事の塩井

両路線ともボーイング737型機にて運航予定。

純一博士を迎え講演会、
「認知症介護-自宅介護及び自助介護に向けて」を開催す
る。
長年に亘り、最先端でアルツハイマー病を研究してきた塩井純一博士は、最
近、日本の社団法人「認知症高齢者問題研究所」で電子機器・携帯機器を活用し
た高齢者介護のシステム開発に関わり始めた。同講演ではこのe-ヘルス、あるい
は モービル機器を駆使する m-ヘルス/m-メディスンの紹介が行われる。参加費
は日本クラブの会員は15ドル、ゲストは20ドル。ドリンク代が含まれる。

NEWS

韓国高級化粧品
「IOPE」新商品発売

韓国初のレチノール安定化技
術により、レチノールが安定配合
されたIOPEのエアクッションシ

■ 場所：145 West 57th Street, 5th Floor, New York, NY 10019
■ 問い合わせ：212-581-2223
■ 詳細：www.nipponclub.org

リーズにパッケージも中身も新し
くなった新ラインナップが登場し
た。保湿効果を高めて華やかなツ
ヤ肌を演出する同シリーズはカバ

東京のサービスアパートメント
CAMPAIGN
オークウッドがお得なキャンペーン中

ー力も強力になり滑らかに仕上が
るようになっている。また同梱されるエアクッションも改良が加えられより厚く
なり伸びの違いが感じられる。

オークウッドの提供するサービ

「IOPE(ア イ オ ペ)」を 販 売 す る 専

スアパートメントはビジネスやプ

門店「ARITAUM」がロサンゼルスの

ライベートで短期から中長期の東

Koreantown Plazaに新しくオープ

京滞在が可能。全室家具家電付き

ンしている。
「ARITAUM」は北米で

でキッチンには食器から調理器具

70カ所以上店舗展開している。最寄

まで完備されており、ハウスキー

りの店舗は下記のリンクより確認でき

ピングサービスやコンシェルジュ

る。

サービスを受けられるのも魅力と
なっている。六本木、青山、赤坂、
有明、南麻布、東京駅など、東京に10軒のプロパティがあり、それぞれでお得な
キャンペーンを実施中。詳細は公式ホームページから。

■ 詳細：www.us.aritaum.com

■ 詳細：https://www.oakwoodasia.com/jp/japan.php

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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EVENT

デンバー美術館で
「StarWars™ and the Power of Costume 展」開催

デンバー美術館とデンバー観光局

CAMPAIGN

卓上小型パイウォーター製水器
10％OFF実施中！

パ イ ウ ォ ー タ ー 社 で は「新 発 売 キ ャ ン ペ ー

は、特別ウェブサイトを立ち上げた。

ン」と し て、卓 上 小 型 パ イ ウ ォ ー タ ー 製 水 器

同サイトではデンバー美術館で11月

（AP260）の超特価セールを12月末日まで実施

13日から2017年4月2日まで開催さ

中。Dr.πの水として知られるパイウォーターは、

れ て い る「Star_Wars™ and_the

クラスターが小さく、酸素含有量が多いなどの特

Power of Costume展」へ のVIP入

徴を持ち、生体水に近い働きをして、飲み水とし

場券と宿泊がセットになったパッケー

てだけでなく、料理用の水としてレストランなど

ジが提供されている。この特別展では、

からも高い評価を受けている。卓上小型パイウォ

人気映画「スターウォーズ」で使用さ

ーター製水器（AP260）は、シンクの横に置いて

れた手作りのオリジナルのコスチュー

使える小型タイプで、蛇口に簡単に取り付けられ、

ムが70展以上も展示される。他にも

Darth Vader_(C) & TM 2016 Lucasfilm Ltd.

今まで一般公開されることがなかった All r ights reserved. Used under authorization.

100点以上の品が、ジョージ・ルーカス・スカ
イウォーター・ランチから貸与展示される。

手軽にパイウォーターを飲むことができる。通常
価格360ドルのところ、324ドルで提供中。
■ 詳細：www.pi-water.com
■ 問い合わせ：877-259-6716/contact@pi-water.com

同展では、アミダラ女王のドレスからダー
スベイダーの印象的な黒の戦闘服まで、様々
なコスチュームのコンセプトやデザインがど

EVENT

のように生み出されたのか、その過程が詳し

ホリデー・ピース・コンサート
“One Voice One World”を開催

く紹介される。コスチュームを通じて、
「スタ

ハーモニーフォーピース財団は、来る12月19日、ニューヨークのカーネギー

ーウォーズ」のキャラクターに息が吹き込ま

ホール内スターンオーディトリアム／パールマンステージにて、
“One Voice

れる驚きと空想、そして楽しさに触れる貴重

One World～ひとつの声、ひとつの世界”と題した、2016年度ホリデー・ピー

な機会。

ス・コンサートを開催する。

特設ウェブサイトでは、入場券や宿泊との

参加アーティストは、英国からプリンスチャールズ主宰のアートフォーチル

Queen-Amidala_(C) & TM 2016 パッケージに関する情報、旅程の提案などが
Lucasfilm Ltd. All rights reserved. 掲載されている。

ドレンの友好大使を務めるソプラノ歌手マーガレット・キース、日米で活躍中の

Used under authorization.

話題のピアニストの西川悟平、ニューヨークで50年の歴史をもつ青年オーケス
トラの理事長でありバイオリニストのユーチェン・マー、その他ニューヨーク地
域で高い音楽性と優れた技術を誇るユースオーケストラや合唱団。総勢300名

■ 詳細：www.PowerOfCostumeDenver.com

以上の出演者によるホリデーコンサート。チケットは30ドルから100ドル。購
入は下記まで。

EVENT

元ANAのCAが教える
所作と敬語のセミナー

来る12月7日午後6時から9時まで、
「あなたの

■日時：12月19日（月） 7:30pm 開場 8:00pm 開演
■チケット：www.carnegiehall.org / 212-247-7800 / Box Office at 57th Street
& 7th Avenue
■ 問合せ：Harmony for Peace 484-200-7400 / info@harmonyforpeace.org

魅力をアップグレード」と題するセミナーがトーラ
ンスの都ハイブリッドホテルで開催される。内容は
「綺麗な動作、歩く、座る、仕草美人セミナー」
「日本
の心の言葉、今更聞けない敬語セミナー」の2部構
成。主催者及び講師は釘宮史子さん。釘宮さんは早
稲田大学を経て、ANAのCAとして国内外を勤務。
その後、出身地の大分県に唯一の航空業界受験のた
めの専門学校を立ち上げる。一方で複数の大学で秘
書実務、日本文化、敬語、コミュニケーションスキ
ルなどを15年以上教えた実績を持つ。さらに官公庁、一般企業に招かれて人材
育成の講演、セミナーを年に100回以上行ってきた。4年前に渡米し、ニューヨ
ークで「NYから世界に向けおもてなしという言葉を発信」をミッションとして、
おもてなCA,NYを創立。その後2016年9月より拠点をロサンゼルスに移す。
日本の精神文化である敬語をきちんと話せるようになること、立つ、座る、歩
くと言う仕草にフォーカスして品格を身につけるためのセミナー。就職活動にも
是非役立ててほしいと主催者の釘宮さんは話している。参加料金は20ドル、学
生15ドル。
■ 問い合わせ・申込み：Omotenaca-nyc.com
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お問い合わせから

CAMPAIGN

クリスマス、年末シーズンに活躍
Kaz Internationalのアルコール・デトックス割引中

サプリメント原料販売会社のKaz Internationalが
販売するアルコール・デトックスは吸収されたアルコ
ールを速やかに体外に代謝排泄する機能性サプリメン
ト。飲酒による副作用、悪酔い、二日酔い、吐き気、胃腸
障害などを防いでくれる。アセトアルデヒドの分解を直
接サポートし、アルコールの分解と排出速度がアップす
る。飲酒の機会が増えるクリスマス・年末シーズンに活
躍する人気サプリメント。60粒入りで価格は29.99ド
ル。12月は5％割引プロモーション中。電話、ウェブサ
イト、またはTokyo Central、マルカイでも購入可能。
また、ウェブサイトから注文の場合、90ドル以上の購入
で送料が無料となる（アメリカ国内発送のみ）
。
■ 問い合わせ：310-320-5400
■ 詳細：kaz-international.com/ja

耳よりジョーホーは、ウェブサイト（www.usfl.com/mimiyori）で、より多くの最新情報を掲載しています。ご覧ください。
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話題の水素水の謎を解明
『水素おじさん』中本治樹氏に聞く！
今、健康にいいと話題になっている「水素水」
。このたび、日本製の「ミネラル還元水
素水生成器」をアメリカとカナダで販売開始し、大きな注目を集めているドレスイン社
代表、水素おじさんこと中本治樹さんに水素水についての質問に答えてもらった。
Q1. 水と身体の関係は？

抜けてしまい保存ができないという弱点もあ

私たちが毎日様々な形で飲む水。成人の

ります。近年、健康飲料として販売されてい

体の約 60% は、水分が占めています。摂

るパッケージ入りの水素水は、飲料時には水

取する水を変えれば、体質が変わるのは自

素が放散して残っていないものもあるようで

然な流れでしょう。

す。アクオリアの水素水は、生成時ミネラル

Q2. なぜ水素水は体にいいの？

の中に水素を取り込ませることで、放散を阻

現代人は、毎日の生活の中で多くのスト

止。72 時間保存が効き、耐熱性も生まれる

レスや 危険因子にさらされています。ここ

為、大腸までそのままの状態で水素を届け

から体内で増えた悪玉物質は、老化や生活

ることができるのです。

習慣病が進む原因となると言われています。

Q4. おすすめの期待できる効果は？

水素水は、その悪玉物質を還元し、無害な

特におすすめしたいのは、
「美容効果」です。

水として排出させる力があるのです。

皮膚への直接の貼付で、肌や頭髪の若返り

Q3. アクオリアの水素水は、何が違うの？

に効果があったとの実験結果が出ています。

水素は地球上で最小の分子であるため。

医療品ではないので即効性があるわけでは

体内の隅々までいきわたる利点がある一方、

ないですが、自然に、そして簡単に若々し

ペットボトルなどのプラスチック容器を通り

さを追求できるのは嬉しいですね。

体組成計で体のことを知ろう
！
↓実際の測定結果
年齢
体内年齢
体重 (kg)
BMI
体脂肪率 (%)
筋肉量 (mm kg)
基礎代謝 (kcal)
体水分量 (%)

A さん（女性） B さん（男性）
79 歳
74 歳
63.4
23.5
35.1
38.55
1193
44.9

37 歳
32 歳
58.95
21.7
16.6
46.60
1349
57.7

A さん（女性）
：「水素水」が一体何なのか知りたくて
今回説明会に参加しました。 多くの良い点を知るこ
とができ、毎日飲む水だからこそ大切だなと感じまし
た。長い目で見れば高くない買い物ですね。
B さん（男性）：実は、6 ヶ月間ほどアクオリアのミネ
ラル還元水素水を飲んでいます。毎朝のコーヒーがと
てもまろやかになり、ご飯も美味しくなった気がしま
す。体内年齢が若くなりました！
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No. 183
178

断りをいれる時
私がアメリカ人参加者を対象に異文化研修を行うとき、必ず出

パーティーに是非参加したいです。

てくるコメントに、
「日本人はノーをはっきり言わないので困ります」

■ Thanks for the interesting proposal. Unfortunately, we

があります。アメリカの文化では、直接的かつフランクなコミュニ

do not have the resources to do it at this time. It’s a shame,

ケーションが大事だとされています。答えが
「ノー」であればそれを

because the concept is a good one. I hope that we will be able

明確に言うのは望ましいと思われています。しかし、日本人は
「ノ

to reconsider it at a future time.

ー」を言うことに抵抗を感じるようです。直接的に言うより、オブ

興味深い提案書をありがとうございます。残念ながら、今回それ

ラートを包んだり、間接的な方法で言ったりします。アメリカ人に

を実施する予算はありません。コンセプトはとてもいいので、とて

とっては、そういった言い方は混乱を招きます。

も残念です。将来また再考できればと思っています。
■It’s so great that you are volunteering for the charity event.

上手に断りを入れるコツは、
「ノー」ということを明確にしながら、
十分丁寧に言うことです。

However unfortunately I’m not able to purchase any of the
tickets, as I have other plans for that day. But please accept

そのため、最初に
「残念です」のような言葉を言いましょう。そ

this $20 donation.

して、
「できない」ということを伝えます。最後に、何か
「肯定的な

あなたがチャリティーイベントのボランティアをしていることは素

こと」や
「役立つこと」を言っておきます。

晴らしいです。しかし、残念ながら、その日ほかの予定が入って
いますので、切符を買うことはできません。しかし、代わりにこの

下記の例文では、3 つの要素が全てそろっています。

20ドルの寄付を受け取ってください。

■I really wish that I could help you. However unfortunately I

こういった方法で断ったら、明確でありながら十分丁寧です。

am going to be on vacation that day. Have you asked Tomoko?
あなたをお手伝いしたい気持ちですが、残念ながらその日は休暇
中です。智子に聞きましたか？

断りのもう一つのヒントですが、相手が個人的にとらえないため
には、自分のポリシーのせいにすることができます。例えば、

■ I really appreciate the invitation, but sadly I’ll have to miss
your party. I have another engagement that evening. I hope

■ Thanks for asking, but I have a policy of not dating co-

I’ll be able to make the next one.

workers, sorry.

ご招待を本当に感謝します。しかし残念ながらあなたのパーティ

聞いてくださってありがとう。しかし、私は会社の同僚とはデート

ーに参加できません。その日の夜、ほかの約束があります。次の

をしないというポリシーをもっています。すみません。
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出題：Enigma

タテのカギ

ヨコのカギ

【タテ1】赤ちゃんが〇〇〇這い姿勢を取れ
たらハイハイも間近
【タテ2】2016年から増えた日本の祝日
「〇
の日」
【タテ3】海賊の頭にとカウボーイの首にあ
るもの
【タテ4】勝負の決着がつかないこと
【タテ5】ルドルフ
【タテ8】刑事・警官のこと

【ヨコ2】不都合な状況のこと
「〇〇い」
【ヨコ4】足置き台
【ヨコ6】この名前を持つ有名人は
「土屋」
「梅
宮」
【ヨコ7】沖縄の米国空軍基地
【ヨコ9】再生可能エネルギーの〇〇〇格買取
制度
（FIT）

答えのヒント

冬、日本のコンビニでも見かけます
答えは 58 ページに掲載
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クロスワードの答え
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答え：おでん（オデン）
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