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TAKAKO
巻頭インタビュー

フランク・
ワイルドホーン

元タカラジェンヌと、ニューヨーク出身の作曲家が、
それぞれの視点から見るニューヨークでの結婚生活。

お二人が知り合ったきっかけは?
TAKAKO：13年前に私が出演した宝塚歌劇団の舞台（
「NEVER

SAY GOODBYE〜ある愛の軌跡〜」
）を、
フランクが全編作曲し

見えてくるのでは?

TAKAKO：うーん……。

てくれたのです。

フランク：この思慮深さが、日本人の美徳。

初のアメリカ人なんです。そのリハーサルの初日に、初めて

ろがありますね。
フランクは毎晩コメディーアニメを観るんです

かっていなくて。
でも初めてTAKAKOを見た瞬間、
「彼女が私の

フランク：お互い、異なるポップカルチャーで育っているからね。

TAKAKO：名前の通りフランクな人で優しかったんですが、
「有

TAKAKO：文化の違いで言えば、例えば日本人は「ありがとう」

フランク：実は私、宝塚にオリジナルの曲を書き下ろした、最

TAKAKOに会ったんですが、
その時は宝塚が何なのかもよく分
未来の妻だ」
と直感しました。

名な作曲家は、みんなこんな風に物腰が柔らかいんだろうな」
程度に思っていましたね（笑）その後プロデューサーを介して

TAKAKO：アメリカのコメディーは、私にはちょっと難しいとこ

けど。

でも、
それぞれの文化を教え合うのが面白いんですよ。

「ごめんなさい」をよく言いますけど、
アメリカ人はあまり
「ごめ
んなさい」
って言わないね。

個人的に連絡を取り始めて、
お付き合いが始まりました。

フランク：あまり言わないね。
あと違いとしては、僕は寒いのが

を介して会話していましたが、TAKAKOが英語の勉強を始め

TAKAKO：そうそう! 夏場は空調が寒いんですよ。
彼に合わせる

フランク：本格的に付き合う前、最初の数年間は、お互い通訳

好き。
彼女は寒いの、苦手だけど。

て。
短期間で、本当にきれいな英語を話すようになりました。

と私が凍えて、私に合わせると彼が汗をかいてる。皮膚が違う

は5週間、
コロンビア大学で習ったきりです。あとはアメリカ生

フランク：私は「クマさん」なんですよ。

TAKAKO：今、
ニューヨークに来てから6年目ですが、実は英語
活での実践。
一番難しいのは若い子の、早い英語ですね。
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10年以上一緒にいると、文化や価値観の違いも

のかな?

そんなフランクさんはニューヨーク出身だそうで。

ティングなことが起こっている。

フランク：生まれ育ったのは市内ですが、
キャリアを築くに当た

そんなお二人にとって、
ニューヨークに

って、ポップカルチャーの中心地である東海岸を長らく拠点にし
ていました。今でもですが、日本、韓国、
ヨーロッパなど、
さまざ

まな場所で仕事があるので、世界中を行ったり来たりしていま

す。
ニューヨークを生活の中心としているのは、
ここ10年ほどで

「住んでいる実感」がわく瞬間は?

TAKAKO：ネイサンズのホットドッグを食べているとき! フランク

が好きなんですよ、
しょっちゅう食べている
（笑）。

すね。
忙しいですが、楽しいキャリアですよ。

フランク：食べて育ったから（笑）。住んでいる実感がわくのは、

あったりして、
よく行きます。
先日も行ってました。

メッツのシティーフィールド、
リンカーンセンター、
ブロードウェ

東京は、来年1月上演のミュージカル「デスノート」の仕事が

TAKAKO：私も基本的にはニューヨークが拠点なんですが、今

年は日本で
「ベルサイユのばら」の公演があったので、最近やっ

とニューヨークに帰ってきて、落ち着いたところです。
他都市と比べると、
ニューヨークは

アイコニックな場所に訪れた時ですかね。
ヤンキースタジアム、
ー、
そして世界最高水準のレストラン。

最後に、市内でのお気に入りの場所を、

こっそり教えてください。

どんな街でしょう?

フランク：
（あり過ぎて）難しいね。
レストランなら、
「チプリアー

フランク：同じ大都市でも、東京は静かで落ち着いている。
ニュ

リンベーグル」
です。

野良犬（beautiful wild-dog）」
といったところですかね。

ナム料理が身近になって、行くようになりました。日常生活で

ーヨークはうるさくて、混んでいて、
でもどこか美しい。
「美しい

TAKAKO：いろんな人種がいるから、何をやっていても楽しい。
前向きで親切な人が多いですよね。
ちょっと雑な対応をされる

こともありますが（笑）。確かにごちゃごちゃして汚いところもあ
る街ですが、それすらセクシーに見せる、エネルギーにあふれ
ていますよね。私も異邦人ですが、アメリカはみんなが異邦人

だし、私のことも
「一人のアジア人がいる」
で終わるところが面

白い。
フランクが日本にいると、
いかにも
「外国人」
という風に見

られるので。いるだけでウキウキするのがニューヨークという
街ですね。

フランク：
「眠らない街」
ですね、本当に。
常にどこかで、
エキサイ

ニ」
「ダニエル」
「ネロ」…。
あと、
ニューヨークといえば
「ブルック
TAKAKO：私はニューヨークに来てから、
メキシコ料理やベト

は、
ブライアントパークで1人でボーッとするのが好きなんです

よね。
ジムの帰りに、1杯飲みながら。

フランク：
「ノブ」も好きだな。

TAKAKO：日本食は私が好きだけど、
フランクになじみがない
料理が多いので難しいときもあります。
でも、鉄板焼きはお互い

に好きなものがあるからちょうどいいです。
アメリカでは鉄板で
焼く習慣がないから、鉄板焼きは自宅にお客さまが来た時に作

ると喜ばれます。
でも他に誰も焼いてくれないから、私1人でず

っと焼き続けることになるんですよね（笑）

【プロフィール】
フランク・ワイルドホーン
作曲家。
ブロードウェーミュージカル「ジキル
&ハイド」
「スカーレット・ピンパーネル」をはじ
め、数々の作品でトニー賞に輝いた。
キャリア
は40年以上。現在も国内外で精力的に活動
中。
frankwildhorn.com

TAKAKO
宝塚歌劇団「宙組」
トップスター、和央ようかと
して活動、2006年に退団。
14年に来米し、現在
は日本、アメリカ、中国・上海で、女優・モデル
としてマルチに活動中。愛犬「ドンドン」は日本
から連れてきた大切な家族。
Instagram: @yokawao0215
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黒田卓也
巻頭インタビュー

音楽を通して繋がる、人々との絆がある。ニューヨークのいまを
手に入れるまで、若いころの苦労や抜け出した方法を聞いた。

トランペットを始めるきっかけは?
5つ上の兄がトロンボーンをやっていたのですが、兄の友達に

トランペットを勧められて、半ば無理やりにやらされたんです。
トランペット歴もそれから26年くらいですかね。
ニューヨークに住んで、
どのくらい経ちますか?
日本の大学を卒業後、
ニュースクール大学へ入学したので、

もう16年くらい経ちますね。

最初は何も分からず、知り合いの紹介で2003年に、
イースト

サイドの38丁目に1年ほど住んでました。何にもないエリアな

んで、学生が住んでる地域でもないし。
それから、ウィリアムズ

バーグに引っ越してもう15年、
ずっと同じ家に住んでいます。
お

いから黙っている。
そうすると、
アメリカ人にクールな奴だなと
思われたりして、自分らしくないキャラが浸透していくのがしん

どかったです。

英語の授業や、歴史の授業などの講義スタイルも本当につら

くて、先生に当てられないようにずっと下を向いていました。
では、英語はどうやって覚えたのですか?

アメリカ人の友達と遊びに行ったり。あと、英語が第二言語

な人たちと集まるのが、最初は一番気楽でしたね。韓国人やヨ

ーロッパ人とか、
そういう人たちと気楽に、音楽を通じて喋るの
が助けになりました。

しゃれな街として今は人気ですが、街が変わっていく過程をず

音楽の授業で、苦労されたことは?

大学では英語や授業で苦労されましたか?

入学してみると上手な同期がいっぱいいて、誰かをライバルに

っと見てきたので、不思議な気持ちですね。

英語は本当に喋れず、最初の1年は本当につらかったです
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ね。僕自身、関西出身なので、喋りが好きなのに英語が喋れな

実技はパフォーマンスなので、正直なんとかできました。
でも

思うどころか、最初のころは自分が一番下だと思っていました。
学校の練習室は奪い合いですし、留学生は僕も含め、遠くから

来ているせいか真面目ですから、朝から晩まで練習していまし

シンガーのホセ・ジェームズに誘ってもらった時ですね。
これ

たね。

で家賃も払えるかなって気がしました。
あと、2014年にブルーノ

てきちゃうので、気が散っちゃって。もうみんなのレベルが高く

うになりましたし、歌手のJUJUはニューヨークにいる時から仕

できるようになりたい、上達したいのにどうやればいいのか」
っ

の質が上がったというか、人脈は、実はあんまり変わってないん

でも、練習室の壁が薄いから、隣からみんなの練習が聞こえ

て、音が聞こえると気持ちを持っていかれちゃう。
「あんな風に

ートからデビューした時くらいから、日本でも誘ってもらえるよ
事でアルバムに参加したり、
アレンジしたりしていました。仕事

て感じでした。

ですが…。

そこから抜け出せたきっかけは

音楽仲間も多いんですね。

何だったのでしょう?

ニュースクールを通して教えにきていた外部の先生に「うま

くなりたいなら、もう1回基礎からやりなさい」と言われたこと

いろんな都市に演奏に行きますが、昔から気が付けば家に

誰か人がいるって感じです。
料理を作るのも好きなので、僕が仕

事で日本に行っている間、皆、僕の味が恋しくなってるんじゃな

ですね。
その先生は女性で、もう亡くなってしまったんですが、

いかな（笑）

た。
本当に先生のおかげです。

今後、
どのような音楽を作っていきたいですか?

なんか互いにウマがあって、亡くなるまでずっと見てもらいまし
あと学校では集中できなかった練習も、ウィリアムズバーグ

に引っ越してから、家でも昼間に練習できるようになったので、

JUJUやMISIAたちとのライブの時に、久保田利伸さんが来

そこから少しずつ上達したような気がしました。

ていたんですが、彼と話していて音楽の趣味が合うなって思っ

3年半通った大学を卒業した後の

ます。

生活はいかがでしたか?

本当に大変でした。
いきなり生活は安定しなくて、
レッスンを

たので、もし機会があったら曲をアレンジしてみたいなと思い
その他は、
アコヤアフロビートの一夜限りのカムバックを、10

月にライブメンバーとして演奏する予定があります。昨年12月

に渋谷で行ったイベントを、今年ニューヨークでも5月にやった

したり、声を掛けてもらったライブに出たり、それでも忙しいま

んですが、今後は自分発信でいろいろイベントもやっていきた

では、
「これで大丈夫なのかな」
って思ってました。
やっぱり、音

共に、東京にニューヨークのアーティストを連れて行ったり。
そ

でにはならなくて、最初はつらかった。26歳で卒業して30歳ま

いと思っています。自分の周りにいる尊敬している仲間たちと

楽で食べていくのは過酷な職業だなと。

の逆もしかりでやってみたいです。

それが「食べていけるな」
と思えたきっかけは?

と思っているので、
そういうことを積極的にやりたいですね。

音楽と触れ合って自然発生するようなものが、何かあるかな

【プロフィール】
黒田卓也
2014年に日本人として初めて、名門レ
ーベル、
ブルーノート・レコードと契約。
テレビ朝日「報道ステーション」のテ
ーマ曲『Starting Five』の他、JUJUや
MISIAの楽曲にアレンジやプレイヤー
として参加。ニュースクール大学ジャ
ズ科を卒業。
ブルックリン在住。
takuyakuroda.com
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医療
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アメリカの保険

監修（医療保険）: 日米ソーシャルサービル（JASSI）/
TEL: 212-442-1541（内線1）/ jassi.org

医療保険（Health Insurance）
病気やけがなどの治療をカバーする医療保険（Medical

Insurance／Health Insurance）の他、歯科保険（Dental
Insurance）、眼科保険（Vision Insurance）などがある。
歯科保

険は、歯の治療や予防、眼科保険は眼鏡やコンタクトレンズ代
など限られた部分をカバーする。

「オバマケア」
（the Patient Protection and Affordable Care

Act）は、国民の保険加入率を向上させることを目的に制定さ
れたが、連邦での国民加入義務は2019年からなくなった。
ただ

し、州ごとの加入義務がある場合もある。各州がマーケットプレ
イスと呼ばれるウェブサイトを展開し、医療保険プランを見比べ

て、購入することができる。

支払った保険料は税控除の対象になる。
タックスリターンの

際に申請し、受給資格を満たせば、連邦政府が保険料の一部を
肩代わりする。

生命保険（Life Insurance）
生 命 保 険 は 掛 け 捨 て 型（ Te r m L i f e ）と積 み 立 て 型

（Permanent Life）に大別できる。

掛け捨て型は通常10〜20年の期限（Term）があり、その期

限中に被保険者（Insured）が亡くなると、死亡保険金（Death

老後に備える生存保障には「Annuity」と呼ばれる年金保険

があり、介護保険は、
「Lon Term Care」という商品がカバーす

る。入院保障は医療保険の範囲であるため、生命保険は関与し
ない。

損害保険（Ptoperty & Casualty Insurance）
アメリカの損害保険には自動車保険、住宅保険、雇用者傷害

保険、業務上の保険、船舶海上保険、医師の瑕疵（かし）責任保
険など、種類は非常に多岐にわたる。

いずれも専門性が高いため各部門の専門家に相談すること

が勧められる。

NYCケア（NYC care）
ニューヨーク市が2019年8月1日に新たに導入した「NYCケ

ア」は、収入や移民ステータスに関係なく、全ての市民が質の高
い医療を手頃な価格で受診できるサービスだ。

登録資格は、市内に6カ月以上住んでいて、健康保険料の支

払いに余裕がない、
または資格がない人が対象。
現在、
ブロンク

ス地区居住者のみが利用可能となっている。

資格確認は、TEL: 646-NYC-CARE（646-692-2273）に電話す

る必要があり、
「NYC Health+Hospitals」の保険相談員に予約
を取ることもできる。

また、会員証を取得できると、専門のプライマリケアや予防ケ

ア、定期的な受診、手頃な価格の薬を手に入れることができる。
24時間365日のカスタマーサポートラインにアクセスし、NYCケ

Benefit）が受給者（Beneficiary）に支払われる。

アの質問や、処方箋について相談することも可能だ。

積み立て型では、
キャッシュバリュー（Cash Value）と呼ばれる

クリン、
クイーンズ、
ブロンクス、
スタテンアイランド）の自治区す

一時停止しても、即座に保険が失効することはない。

る予定。

掛け捨て型は保険料の支払いを止めると保険が失効する。

生命保険の口座に積み立てたお金があり、保険料の支払いを
積み立て型にはさらに、終身型（Whole Life）、ユニバーサル

型（Universal Life）、変額型（Variable Universal Life）などが

あり、口座の中で貯蓄や投資ができる。
また積み立て型では、
キ

ャッシュバリューを利用して子供の教育資金や自分の老後の蓄
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え、
その他、相続対策にも使うことができる。

この医療ケアは、2020年末までに五つ（マンハッタン、
ブルッ

べてで実施され、
すべての市民が必要な医療サービスを受けれ
詳細は、nyccare.nycで確認。

使って
みよう !
●診 療 科 目 ●

A
Acupuncture アキュパンクチュア
（鍼）
C
Cardiology

Chiropractic

D
Dental
Dermatology

カーディオロジー
（心臓科）
カイロプラクティック
デンタル（歯科）
ダーマトロジー
（皮膚科）

G
Gastroenterology
ガストロエンテロロジー（胃腸科）
F
Fertility

ファーティリティー
（不妊治療）

I
Internal Medicine
インターナル・メディシン
（内科）
N
Neurology ニューロロジー（神経科）
O
OB-GYN

オー・ビー・ジー・ワイ・エヌ
（産婦人科）
Ophthalmology
オフタモロジー
（眼科）
Optometry
オプトメトリー（検眼）
Orthodontics
オーソドンティックス
（歯科矯正）
Orthopedics
オーソピディックス
（整形外科）

P
Pediatrics ペディアトリクス
（小児科）
Plastic Surgery
プラスティック・サージェリー（美容整形）
Podiatry
ポディアトリー（足病科）
Primary Care
プライマリーケア
（初期診療）
Psychiatry サイキアトリー（精神科）
Psychology サイコロジー（心理学科）
R
Radiology

レディオロジー
（放射線科）

医療英単語辞典
Rheumatology
U
Urgent Care
Urology

リウマトロジー
（リウマチ科）

アージェントケア
（緊急医療）
ユロオジー（泌尿器科）

● 症 状・病 名●

A
Anemia
Asthma
Athlete's foot

B
Bone fracture / FRX
Burn
C
Chill
Cold sensitivity
Constipation
Convulsion
D
Depression
Diarrhea
Dizzy

E
Eating Disorder
Eczema

F
Fainting
Fatigue
Fever
Food poisoning
H
Hangover
Hay fever
Headache
Heart attack
Heartburn
Hiccup
Hypertension
Hypotension

I
Inflammation
Insomnia / sleeplessness

貧血
ぜん息
水虫
骨折
やけど
悪寒
冷え性
便秘
けいれん
うつ
下痢
めまい
摂食障害
皮膚炎
失神
けん怠感
発熱
食中毒
二日酔い
花粉症
頭痛
心臓発作
胸焼け
しゃっくり
高血圧
低血圧
炎症
不眠

J
Joint pain
Joint dislocation

関節痛
脱臼

L
Low back pain
Loss of appetite

腰痛
食欲不振

M
Measles
Motion sickness
Muscle pain

N
Nasal congestion
Nausea
Neck pain
Neuralgia
O
Obesity

麻しん
乗り物酔い
筋肉痛
鼻づまり
吐き気
肩（周りの）凝り
神経痛

P
Palpitations
Paralysis
Period / Menstruation
Phlegm
Piles
Pneumonia
R
Rash
Ringing（in ears）
Running Nose

S
Seizure
Shortness of breath
Sneeze
Snore
Sore throat
Stroke
Sunburn
Swelling
T
Tremor
Y
Yawn

肥満
動悸
麻痺
生理
たん
痔
肺炎
発しん
耳鳴り
鼻水
発作
呼吸困難
くしゃみ
いびき
喉の痛み
脳卒中
日焼け
むくみ
震え
あくび

※ここに挙げたものと異なる言い回し、単語
が使われることもあります。
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忙しいあなたに勧める
短時間の人間ドック

人間ドック
体験レポート

エッジウォーター・ファミリー・ケア
受診の理由

た婦人科検診へと続く。
「こうした機会がないと、なかなか受診で
きない」とSさん。まさに、今回の人間ドックのいいところだ。

今回、人間ドックを受診したのは、仕事で多忙な日々を過ごして

検査後の感想

いるHさん（41歳・女性）とSさん(31歳・女性)。2人とも短時間で受
診できる人間ドックを探していたという。
「40代に入り、日本の検診で良性ですが胃のポリープもあると言

「久しぶりの受診で少し不安でしたが、親身になって答えてくれ

われたので、とにかく健康が心配でした。病院に行く時間がないほ

る医師に安心できました」とHさん。Sさんは「予想よりも短時間で

ど仕事が忙しいので、今日は非常にありがたいです」と、自分の健

診察が終わり驚きました。送迎サービスがあるのもうれしいです

康状態を気にしている様子のHさん。一方Sさんは、
「2〜3年前に

ね」とにっこり。検査結果は3週間ほどで本人に通達される。

健康診断を受けて以来です」と、受診の機会を伺っていたようだ。

なお、無料送迎サービスはニューヨーク市内、郊外にかかわら
ず、1人から利用可能。普段、ニュージャージーへなかなか行けない

い よ い よ 検 査 ス タ ート

という人でも、気軽に検査を受けに行けるところが魅力的だ。

待合室で問診票に答えた後、いよいよ検査が始まる。人間ドック
は初めてというSさんは、少し緊張気味だったが、身長、体重、血圧

▼心電図で心機能検査を受けるHさん

測定と順番にこなしていくうちに、看護師の気遣いにも助けられ、
少しずつリラックスしていった。一方、年齢的にも体のことが気にな
るHさんは、医師による問診の際、日頃の不安を質問攻め。医師は
笑顔で優しく、そして的確なアドバイスでHさんを安心させる。
また、2人が苦手としていた血液検査も、一瞬で終了。驚くほど早

▲手際よく行われた血液検査

く待合室に戻ってきた。看護師の腕の良さをうかがわせる。
心電図や胸部エックス線検査、そして、2人が一番気掛かりだっ

人間ドックの
必要性
&

Q A

桑間千佳医師■東京大学医学部卒業。ニューヨークにてベス・イスラ
エル家庭医研修プログラム終了。家庭医の専門医資格取得

海外での食生活の変化は、健康に影響を
及ぼしますか？
一般的なアメリカ食は高カロリー、低繊維
A で量が多いため、生活習慣病のリスクは高
くなりがちです。

Q

女性にとっての婦人科検診の必要性につ
Q いて、教えてください。
子宮頸（けい）がんの早期発見のため、21
A 歳になったら、3年に1回のPAPスメア検
査をお勧めします。また、クラミジアや淋菌（り
んきん）の性感染は女性の場合、無症状のこと
が多く、不妊などの原因になることもありますの
で、スクリーニング検査をお勧めします。
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検査終了後は、
ミニドリンクと軽食、
ギフトカードがもらえる
特典付き。無料送迎サービスもあり、至れり尽くせりだ
今回受けたBプラン
身長
体重測定
問診表の分析
医師の問診
聴打診

触診
血圧測定
視力検査
聴力検査
心電図
（安静時）

血液検査
尿検査
婦人科検査
健康指導

＊料金は問い合わせください

〈問い合わせ先〉
Edgewater Family Care
725 River Rd., #202
Edgewater, NJ 07020
TEL: 201-943-4040（日本語）
edgewater-fcc.com
■診察時間■
Mon, Tue, Thu: 9am-5pm / Wed: 9am3pm / Fri: 8:30am-5pm / Sat: 9am-2pm

PR

NYに来た今こそ見直そう

子供の歯並び、気を付けてますか?
ニュースマイル矯正歯科のフランク・ルー院長が、
矯正の必要性と、
インビザラインについて解説。
定期的に歯科検診は受けるが、矯正歯科
には行ったことがないという人は、意外と多
いのではないだろうか。
ニュースマイル矯正歯科のフランク・ルー
院長は、
「日本ではあまり習慣がないかもし
れませんが、米国では通常、子供は7、8歳ご
ろに矯正歯科の検診を受けます」
と話す。
「かみ合わせのズレや、歯間の隙間が不
ぞろいな状態を放置しておくと、永久歯の
成長とともに骨格に余計な負担が掛かるの
で、早い段階で矯正することが重要です」
また成人でも、かみ合わせの悪さが原因
で慢性的な頭痛を感じることもあるそうで、
自覚がないままに矯正治療を推奨されるケ
ースもある。

インビザラインを選ぶ理由
現在、普及率を上げているのはインビザ
ライン矯正。自分の歯を型取った透明なア
ライナー（マウスピース）をはめ、歯並びを
美しく正すものだ。
ニュースマイル矯正歯科
では、最新のスキャナーを使うことで、
アラ
イナーをより早く、精密に作ることができる
という。
生活に支障をきたす歯並びやかみ合わ
に悩む人はもちろん、自分の外見に自信を
持てない人にも、一考の価値がある。
「美しい歯並びだと、就職活動での面接
や写真撮影で自信が持てて、笑顔になれま
す。人生で笑顔が増えるのは重要ですよ」
と
ルー院長は微笑む。
インビザラインは、
ワイヤー矯正とはどう
異なるのだろうか?
「ワイヤー矯正は着脱不可のため、矯正

New Smile Orthodontics
newsmile-ortho.com

中は食べ物や飲み物に制限があります。
ま
た、食べかすが金属部分に挟まることがあ
るので、手入れが大変だと感じる人もいる
でしょう。そして、
まれに金属が口内を傷つ
けるというリスクもあります」

一方、着脱可能で素材がワイヤーよりも
柔らかいインビザラインは、生活における不
便を軽減する特長がある。何より透明なの
で、他人から見えづらいのがうれしい。ただ
し、
こまめな着脱の管理が難しい子供など
は、
うっかり付け損ねると矯正期間が延びて
しまうので、
ワイヤー矯正を推奨するそう
（イ
ンビザラインは15歳以上の施術が推奨され
ている）。
ワイヤーとインビザラインで矯正期間の
差異は少ない
（個人差あり、見積もりは要問

診）。
自分に合った方を選ぶといいだろう。

専門医院でしっかり確認を
ルー院長はコロンビア大学歯学部出身。
日本の厚木にある米軍基地で3年勤務した
経験から、日本語も堪能だ。一般歯科と矯
正歯科で12年以上のキャリアを持つが、現
在は矯正歯科専門。
「矯正歯科として勉強と
経験を積んでいますので、
より正確で高度
な治療を提供できます」
とルー院長。
マンハ
ッタンとフラッシングに二つのオフィスを構
え、週末も開院している。
子供を連れてニューヨークにやってきた
人は、
この機会に歯科矯正を考えてみてほ
しい。

院長のフランク・ルー院長
最新機器をそろえた同
院は、モダンで落ち着い
た内装。リラックして施
術が受けられる

<Flushing Office>
136-20 38th Ave., Suite 5B
Flushing, NY 11354
TEL: 718-661-1186

<Manhattan Office>
139 Centre St., Suite 615
TEL: 212-625-0088
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スポーツ医学で支える世界舞台
スポーツカイロプラクター

仲野広倫先生

TAI Chiropractic NYC／2 W. 45th St., #601 (bet. 5th & 6th Aves.)
TEL: 212-931-8544／info@tainyc.com／tainyc.com

普段はマンハッタンのクリニックで、一般の

を全て持つカイロプラクターは全米にわずか

ロセスを監督し、公正に行われていることを

人の腰痛から、趣味で運動をする人のけが

300人前後。
その中でもさらに実績が認めら

確認するのも、
我々医療チームの仕事です」

まで、
身近な痛みの改善と向き合う仲野広倫

れた者だけに、
USOCから召喚がかかり、
さら

来年は東京五輪。
「（USOC医療チームの

先生だが、
ここ数年追究してきたのがスポー

なる審査の上で最終的に決まるという。

して知られるようになり、多くのトップレベルの
アスリートを治療している。
「最初からスポーツ医学を目指したわけで

世界最高峰のスポーツ医療
USOC医療チームの現地での仕事は、米

はないのですが、
最良の治療を模索し、
勉強

国選手がけがをしたときの診断と治療、
そし

や研修を重ねた結果、
たどり着いたのがスポ

て競技を継続できるかの判断だ。

ーツ医学でした」
と仲野先生は話す。

「いつもと違うのは、僕の横には世界最高
峰レベルの医師陣がいること。
そうした人たち

米国五輪医療チームに参加
この夏、4年に1度の大陸別オリンピック
「パンアメリカン・ゲーム2019」がペルーのリ
マで開かれ、仲野先生は米国五輪委員会

一員として）参加したいですね」
と仲野先生
は目を輝かせる。

ツ医学だ。現在はスポーツカイロプラクターと

体の機能性向上クラス
とはいえ、五輪活動は仲野先生にとっても
非日常だ。
クリニックには日々いろいろな人が、
いろいろな症状を訴えて訪れる。
「僕がスポーツ医学を通して学んだことは、

と相談しながら診断し、判断を下すことがで

一般の人やウイークエンドウォリアーのケアに

きる」
と仲野先生は話す。相当な刺激になる

こそ役立ちます。
けがのメカニズムは、
その人

と同時に、
「自分の診断や治療法が、彼らか

の機能性の範囲を超えたときに起きるという

ら認められるレベルであることが実感できた」

点で、
トップアスリートも一般の人も同じなんで

とも。

す」
と仲野先生は言う。

（USOC）医療チームの一員として参加し

今回、仲野先生はUSOCの現地クリニック

「一般の人の場合、物を持ち上げたり、階

てきた。10人ほどの医療チームには、家庭

での診療の他に、
ビーチバレーボールの試合

段を上ったりといったことが年を取っても難な

医から整形外科、
認定アスレチックトレーナー

で米国代表チームをケアした。担当したのは

くできるためにも、体の機能性を保つことがカ

（ATC）
と、各分野の専門家がそろう。今回

「サイドライン」
といわれる役割で、試合中に

ギ」
というのが仲野先生の信条でもある。そ

カイロプラクターは、仲野先生を含めて3人だ

選手のそばに待機し、選手がけがをすれば

った。

その場で診断。必要に応じて、
カイロプラクタ

現在クリニックでは、機能性向上のための

ーの専門である手技による治療を施し、
テー

クラスを設け、老若男女に広く参加を呼び掛

医療従事者が五輪代表チームに帯同す
るには二つのルートがある。各チーム
（種目）

ピングも行う。

の専属医療チームに入るか、USOCの米国

「参加41カ国が39種目を競う大会でした

代表医療チームに選ばれるかだ。
いうまでも

が、
アメリカは大国なので、私が引率したビー

なく、
後者は相当な狭き門となる。

のテーマで著書も2冊出版した。

けている。体の安全な使い方を学び、
自分で
トレーニングできるように指導するクラスだ。
「年齢は関係ありません。何回コースという

チバレーボールを含め、金メダルもたくさん獲

縛りもないので、気軽に参加してもらって、
み

カイロプラクターの場合、DC（Doctor of

得しました。すると、
その場でドーピング検査

んなが元気に生活できるよう、僕の知識と経

Chiropractic）
という国家資格の上に、二つ

が行われるのですが、
そうした時は自国の選

験をシェアしたいです」
と仲野先生は話して

のスポーツ認定資格が必要になる。それら

手を守るために検査に付き添います。検査プ

いる。

仲野広倫先生
Hiromichi Nakano, DC, CCSP
カイロプラクター
（Doctor of Chiropractic）
、
米国
スポーツカイロ学位（DACBSP＝Diplomate of
the American Chiropractic Board of Sports
Physicians）
を取得。大正15年創業の「仲野整
體」
４代目。明治国際医療大学、南カリフォルニア
健康科学大学卒業。スポーツ障害を中心に筋肉
骨格系症状の低侵襲治療が専門。著書は
「世界
の最新医学が証明した」
シリーズの「究極の疲れ
ないカラダ」
「根こそぎ
『疲れ』
がとれる究極の健
康法」
（共にアチーブメント出版）
など。
米国五輪委員会の医療チームと
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ジャパニーズ・メディカルケア
Japanese Medical Care

中釜
（なかがま）
知則院長
（写真右上）
を筆頭に、経験豊かな医師チームが常駐。
日本語通訳サポートもある

一般診療から人間ドックまで
日本語の通じる総合医療機関

日

本語できめ細やかな日本式サービスを提供する、
ジャパ

315 Madison Ave., 17th Fl.
(bet. 41st & 42nd Sts.)
TEL: 212-365-5066
inquiry@jmedical.com
jmedical.com

公衆衛生大学院修士課程を卒業。

ニーズ・メディカルケア
（Jメディカル）
は、
マンハッタンの

同院の診療科目は広範囲にわたり、
プライマリーケア
（一

グランドセントラル駅から徒歩3分の場所と、
ウェストチェスター

般診療科、家庭医学科、
内科、小児科、婦人科)を始め、産業

（3010 Westchester Ave., Suite 206, Purchase, NY

医学科・予防医学科、
ペインマネジメント科、
アレルギー科、放

10577／TEL: 914-305-8630）
の2カ所で開院している。

射線科、理学療法科、心理カウンセリング科、栄養カウンセリ

診察は朝8時からスタートし
（マンハッタン院）
、土曜日も診察

ング科、東洋医学科など。その他、
日本式の人間ドック・健康

可能なのが、忙しいニューヨーカーにはありがたい。

診断では、医師チームが健康な生活づくりをサポート。健康診

中釜
（なかがま）
知則院長を筆頭に、経験と知識が豊富な
医師チームが診察を担当する。中釜院長は広島大学総合科
学部を卒業し、
セーバー医科大学を経て、
イリノイ大学シカゴ

断は、検査後の相談に無料で応じている。
海外旅行者保険を受け付けている他、米国の健康保険も
取り扱う
（プランによって異なるので、詳細は要相談）
。
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リバーサイド健診センター
Riverside Kenshin Center

霞
（かすみ）
竜雄院長
（写真右上）
、原田義也医師
（同右下）
をはじめとした、経験豊かな日本人スタッフが応対

401 Hackensack Ave., 5th Fl.
Hackensack, NJ 07601
TEL: 201-678-1900
myriverside.net

院内で全検査、即日コンサル
日本語対応で人間ドックも安心

内

科、小児科、
胃腸科、一般診療、健康診断
（人間）
ドッ

受けることができ、
また検査後に結果を医師と相談するコンサ

クを取り扱うリバーサイド健診センターは、
ニュージャー

ルテーションを、同日中に受けることができる。

ジー州ハッケンサックのショッピングセンター
「ハッケンサック・
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霞
（かすみ）
竜雄院長はスタンフォード大学を卒業後、
アル

コモン」に隣接する、総合内科。スタッフと医師は全員日本語

バート・アインシュタイン大学医学部を卒業し、博士号を取得。

応対が可能で、特に人間ドックは申し込みから診断、結果の

現ラトガー大学医学部内科でレジデントを修了した。アメリカ

説明までの全てを、
日本語でやり取りできるのがポイント。アメ

内科学会認定医。原田義也カイロプラクテイック医師と共

リカに来たばかりの人も安心だ。人間ドックは年齢や性別に

に、豊富な経験で患者をサポートする。各種保険の他、海外

かかわらず、年に1回は受けておきたい総合健診。患者が健

旅行保険にも適応。
「皆さまの健康上の悩みなども、
お気軽

康に長生きできる生活習慣作りをサポートするのが目的だ。
リ

にご相談下さい」
と同院担当者は話している。
まずは気軽に

バーサイド健診センターでは、必要な全ての検査を同院内で

予約の電話を。

石谷ヘルスセンター
Ishitani Health Center

カイロプラクター・オブ・ザイヤーを始め、数々の受賞歴を持つ石谷三佳先生
（写真右）
が丁寧に診療。子供連れにも利用しやすい施設だ

1600 Parker Ave.
Fort Lee, NJ 07024
TEL: 201-302-9993
201-674-8918（緊急時）
ishitaniclinic.com

手術や注射、薬なしで回復
自然治癒力を高めて健康に

ニ

ュージャージー州フォートリーにある石谷ヘルスセンタ

クティック博士課程、06年にハーバード大学医学部専門課

ーは、
カイロプラクティック、理学療法、鍼（はり）治療

程を修了。04年にフォートリーに石谷カイロプラクティックを

のホリスティック医学を中心とする医療センター。20年の経験

開業。15年に石谷ヘルスセンターに名称変更した。近年は

を持つ女性カイロプラクターの石谷三佳先生、
スポーツ障害

毎年、
ニュージャージー州バーゲン郡カイロプラクティック医ト

や椎間板治療に特化したダミアン・カン先生、東洋医学博士

ップ10入りを果たしていると共に、全米カイロ協会でも表彰さ

号を持つウォルター・フレック先生が、腰痛、首痛、神経痛、関

れた経緯がある。

節痛、交通事故の後遺症、
スポーツでのけがなどの身体の不

ドクターもスタッフも日本語を話す同センターは、広い駐車

調に対し、質の高い、最新の治療技術を施している。薬や手

場を備えている。小さい子供のためのキッズルームもある。診

術を使わない自然医療で副作用がなく、安心して通院できる。

察は完全予約制。初回の問診と検査は無料。各種保険、
メ

石谷先生は2000年にパーマー・カレッジ・オブ・カイロプラ

ディケア、海外旅行保険の一部を取り扱う。
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「ずっと動ける体」づくり

「ファンクフィジオ」のこだわりと理念
日本で暮らしている間は無縁に感じていたかもしれないが、理学

療法は、米国では日常生活でとても身近な存在だ。
理学療法の専門

クリニック
「ファンクフィジオ」が、基礎知識を紹介。
開院から3年を迎えた、理学療法クリニック
「ファンクフィジ

オ」。
スポーツや運動で生じた、肘、肩、腰、関節などの痛みをき

っかけに来院する人が多いが、体の定期メンテナンスのために
通う人も少なくない。

不調の根源を探る療法
「体のどこにも不調がない、という人はまずいません」と高田

洋平院長。
「たとえ無自覚でも、体のバランスや筋肉の動きな

ど、
どこかに歪みがあるケースがほとんどです」。

FunkPhysio Physical Therapy
funcphysio.com／TEL: 347-497-0500
＜マンハッタンオフィス＞
16 E. 40th St., #703
＜ウェストチェスターオフィス＞
1600 Harrison Ave., G106
Mamaroneck, NY 10543

痛みの種類は十人十色。同じ
「テニス肘」であっても、普段の

姿勢や関節の動きが原因なこともあれば、別の箇所の不具合

が原因なこともある。
ファンクフィジオでは、痛みを緩和する湿

布やエクササイズを施すだけでは終わらず、その悪化に至った
経緯をひも解き、再発を防ぐ。痛みや気だるさはあるが原因が
分からない、
という状態での来院も歓迎だ。

最近、高田院長が担当する症状で多いのが、
「息がうまく吸え

ていない」という驚きのもの。歩き方が一人一人異なるように、
人は呼吸にも無自覚な癖を持っている。
呼吸がズレれば、骨盤、

首、頭蓋骨、肩にもズレが生まれる。
「座り方や歩き方だけでも、
体には影響が出ることがあります」
と高田院長。

また筋肉組織の一つである内臓の不調も、理学療法で症状

緩和が見込めるとか。
「マッサージや整形外科、整骨院に通って
改善せず、諦めた人も、ぜひ当院を訪ねてみてください」。

米国で最先端の施術を
理学療法は、特に米国で目覚ましく発達している分野だ。近

年は情報量が増え、専門分野が細分化。
そのため同院は、複数

の療法士が各自の専門分野を持ち寄ることで、一度の来院での
体のトータルカバーを実現する。日本で理学療法や他の治療院

にかかって改善しなかった人も、
ファンクフィジオで再度受診す

ると、不調の原因が解明できるかもしれない。

「総合的な治療をするため、当クリニックでは機材は最新の

（ 写 真 上 ）痛みの原 因に合わ
せた運動を実現するジムを併設
（同下）最新機器を導入し、
さ
らに精密な治療を心掛けてい
るという

ものを投入し、療法士らも定期的に勉強会に参加して情報をア

ップデートしています」

診療時間は、相談内容にかかわらず1人につき1時間に設定。

従来のクリニックではセラピーは15分程度で済まされることが

ほとんどだが、
それでは深く治療に専念できない、
というのがフ

ァンクフィジオの考えだ。

高田院長が目指すのは「エイジング・ヘルス」。人生100年の

この時代、
いかに健康に年を重ね、
ずっと動ける体を維持できる

かが重要だ。
そのために、けがの原因予防としての理学療法は、
大きな意味を持つという。
生き生きしたニューヨークライフを目
指す人は、一度診療を受けてみてはいかが?
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私たちにおまかせください!
Q：治療でのモットーはなんですか?
A：体全体をつなげて診断・治療するように心掛け
ています。例えば、肩の痛みは肩だけの問題とは
限りません。
内臓の動きなども、肩、腰などの機能
に深く関わってきます。患者を見るときは、話に耳
を傾け、包括的に治療できるようにしています。
多くの人々が悩みを抱えていることが多いけれ
ども、中々解決が出来ずにいるような症状に対し
て、治療を提供したいと思っています。

藤井ヨシ

教育ディレクター／シニアセラピスト
カリフォルニア 州 立 大 学フレズノ校
（CSUF）
を経て、2009年にカリフォルニ
ア州立大学サンフランシスコ校（UCS）
で理学療法博士課程を卒業。18年、
ニ
ューヨークでも20人程度しか修了してい
ないトレーニング「Fellow of American
Academy of Orthopedic Manual
Physical Therapy
（FAAOMPT）
」の資格
を取得

Q：自身の得意分野は?
A：近年は顎の問題、頭痛、
そして臓器（内臓）など
の専門トレーニングを受け、
これらの部位を徒手
療法で治すことに注力しています。顎の問題はあ
まり知られていないのですが、顎の痛みだけでな
く、首の問題や頭痛などに直結します。長年頭痛
が酷かった患者さんに、首や顎の治療を行ったと
ころ、10年近く悩んでいた頭痛から解放されたと
いうケースもありました。
臓器の徒手療法では、便秘はもちろんのこと、
尿漏れや頻尿などに悩む人が多く来院されます
Q：専門分野はなんですか?
A：スポーツです。私自身もバスケットボールやサ
ッカーなどのスポーツをやってきました。
最近、
ファンクフィジオに最先端の「Class IV」
レ
ーザー治療器が来たことにより、急性期のけがや
手術後の早期回復にも、一層貢献できるようにな
りました。

山並絵美

シニアセラピスト
ロングアイランド大学卒業。ファンクフィ
ジオでの経 験を経て、インスティテュー
ト・オブ・フィジカルアート
（ I PA ）の認 定
資格「Functional Manual Therapy
（DFMT）」
を受理。2020年東京オリンピ
ックでは、
バスケットボール競技のメディカ
ルプロバイダーとして招待されている。

●院長紹介●

高田洋平院長

Q：スポーツの治療とは、具体的にはどのような
ものですか?
A：ファンクフィジオでは運動機能を全体的に診断
し、治療をしていきます。
治療のために日本から来
院するスポーツ選手も増えてきました。
先日、野球で肘を痛めた選手が来院した際、初
めは肘などの治療をしていましたが、
その過程で
足首に問題があると判断しました。
治療を重ねた
ところ、肩の痛みが取れ、前よりも速い球が投げ
られるようになったと、選手が大変驚いていまし
たよ。

米国理学療法士協会認定整形外科臨床専門医（OCS）、同会認定スポーツ専門医
（SCS）。シェナンドー大学生物学学士課程を首席卒業。
コロンビア大学にて理学療法
博士課程を優等卒業。2013年にIPAから認定機能マニュアルセラピスト
（CFMT）の資格
を受理。
コロンビア大学病院、アルバートアインシュタイン大学病院などでの勤務を経
て、2015年にファンクフィジオを開院。

ね。
お医者さんでは根本的な解決がなかなか難し
い側面がありますが、骨盤や骨盤底筋、そして正
常な内臓運動を取り戻すことで、便秘、尿漏れな
どの根本的な解決ができます。
「便秘は仕方のないこと」と思っている人も結
構多いですが、そんなことはないです! 内臓も筋
肉組織ですから、
きちんと使えるようにしてあげる
と、正常な機能を取り戻すことができますよ。
Q：最近多い相談内容はなんですか?
A：尿漏れや骨盤のズレ、さらには生理痛などに
悩む人の治療が、近年は多くなってきました。
生理
痛は、基本的には痛みがないものなんです。
ただ
骨盤に歪みがあると、卵巣や卵管、子宮が歪み、
変な力が加わることで痛みにつながるケースが
ほとんど。
ファンクフィジオでは、骨盤底筋の専門
セラピストとチームを組んで治療に当たります。
施
術を経て生理痛が改善したという声を、とても多
くいただきます。

単に痛みを取ってあげるだけでは、
またけがに
つながる恐れがあるので、体のバランスを整え、
けがのしにくい体にしてあげることを心掛けてい
ます。
その結果、けがが治った時にパフォーマンス
自体が向上したというフィードバックを、
よくいた
だきます。
Q：ニューヨークで頑張る読者に、一言アドバイス
をお願いします。
A：非常にエネルギッシュな街で、多くの人がラン
ニング、
バイク、
バスケ、
ゴルフなど楽しまれていま
す。ただ、皆さん体のケアというところでは、あま
りほめられたものではありません。
もちろん仕事などで忙しいのは承知なのです
が、末長くスポーツを楽しむために、体の整備な
どにももう少し力を入れてほしいなと思います。
そうした個々にあった予防プログラムを作るお手
伝いを、もっともっとしたいですね。

【他にもこんな症状に】
・むち打ち

・靭（じん）帯損傷

・四十、五十肩

・多発性硬化症

・ヘルニア

・妊娠関連性腰痛

・脳卒中後のリハビリ
など
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パークアベニュー・ラセック
Park Avenue LASEK

エミル・チン院長
（写真左）
が執刀するラセック術式は、
リスクを抑えた安全性がポイント

切らずに安全な視力矯正
強近視などの症例もOK

最

新のエキシマレーザーによるカスタマイズ視力矯正・
ラセック
（LASEK）
を専門とする、パークアベニュー・

ラセック。執刀するのは毎年国内外でラセック術式を講演・指

な、質の高い治療を提供。
また
「CustomVue」や「Hi-Def」、
「Wavefront」
といった最新の術式を取り入れ、他のクリニッ
クでは治療できない難度の高い症例も受け入れている。

導する、外科医のエミル・チン院長。角膜を深く切るために感

チン院長は、
ダートマス大学を卒業後、
コロンビア大学で医

染症の恐れがあるレーシック
（LASIK）
と異なり、
ラセックは角

学博士号を取得。ハーバード大学で眼科のレジデントプログ

膜を切らず、
角膜の浅い層にレーザーを照射することで視力を

ラムを終了後、
エモリー大学で角膜移植および屈折矯正手

回復。
「レーシックよりも10倍安全といわれています」
と同院

術のフェローシップを行った。

担当者。
同院は、患者に合った質の高い視力回復や、将来の老
眼対策など、個人のライフスタイルに合わせたきめ細やか
22

102 E. 25th St.
(bet. Lexington & Park Aves.)
TEL: 212-741-8628
info@parkavenuelasek.com
parkavenuelasek.com

診療と手術は英語だが、電話は日本語応対可能。
また日
本人のメディカル・コーディネーターが日本語で詳しく説明す
る。初回コンサルテーション無料。

ジェフリー・アン耳鼻咽喉科
Jeffrey Ahn M.D.

Phtoo by Luisella Planeta Leoni

最新の機材を用いたいびき治療で、
メディアにも多数出演経験のある、
ジェフリー・アン先生
（写真右）
が院長を務める

アレルギー性鼻炎の治療と予防
いびき治療の最新手術も行う

ジ

45 Park Ave.
(bet. 36th & 37th Sts.)
TEL: 212-714-9494
jeffreyahnmd.com

ェフリーアン耳鼻咽喉科では、耳鼻咽喉科（小児・大

学耳鼻咽喉科教授として20年以上教鞭をとっている。閉塞

人）
とアレルギー科を診療。アレルギー性鼻炎や慢性

性睡眠時無呼吸症治療の第一人者でもある。いびき治療手

蓄膿症の根本治療および予防を行う。
また、
いびきの治療や

術ではニューヨーク初の手術支援ロボット
「ダビンチ」
を導入。

最新手術、鼻づまり、蓄膿症に対するバルーン拡張術、舌が

診察はマンハッタンとフォートリーの2カ所で、
アン先生が初

ん、甲状腺、中耳炎、扁桃腺
（へんとうせん）
炎、声帯ポリープ

診・再診・手術・術後の経過すべてを行う。日本語を理解する

などの治療の他、
アレルギー治療やアレルギーテストも実施し

スタッフが常駐し、診療の際は日英通訳サポートあり。マンハ

ている。

ッタン院の診療は月・水・金曜日。ニュージャージー州フォートリ

ジェフリー・アン先生は、米国協会認定の耳鼻咽喉科およ

ーオフィス
（1485 Palisade Ave., Fort Lee, NJ 07024 /

び顔面形成外科の専門医。
「America's Top Physicians」

TEL: 201-461-9400）
は火・木・土曜日に受付。両院とも、

にも認定されている。
コロンビア大学医学部を卒業後、同大

アメリカの各種保険や海外旅行保険を取り扱う。
23

木村鍼灸院
Kimura Acupuncture

落ち着いた雰囲気の院内で、一人一人の体の悩みに合わせた施術を行う。完全予約制

さまざまな身体疾患に対応
日本語で行う安心の施術

今
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99 Hillside Ave., Ste. K
Williston Park, NY 11596
TEL: 516-882-1292（テキスト不可）
kimura-acupuncture.com

年、開業10周年を迎えた木村鍼灸院では、肩こりや

るが、木村先生が学んだトライステートでは、
トリガーポイントに

偏頭痛などの痛み、大腸過敏症などの消化器系疾

重点を置く療法と、松本岐子先生が開発した松本式療法を

患、生理不順や閉経、不妊などの婦人科系疾患、
ストレスや

重点的に教えるため、
木村先生は日本式鍼灸とトリガーポイン

不安など精神的な症状などを扱う。
ドクターもスタッフも日本語

ト式鍼灸の双方に長じている。
トリガーポイント式はスポーツ

を話す同院だが、
アメリカ人も多く来院するそうだ。

によるけがや急性身体疾患に即効性があり、慢性でも根気

木村留美子先生は1994年に来米。
トライステート・カレッ

よく治療を続ければ、比較的早く改善するとのこと。松本式は

ジ・オブ・アキュパンクチャーで鍼灸修士号を取得し、2008年

神経系や消化器系の疾患などの内面的問題や難しいケース

に開業した。NCCAOM（鍼東洋医学認定委員会）認定鍼

に効くそうだ。料金は初診120ドル、2回目以降90ドル、
「メイ

灸師。アメリカでは伝統式中国医学（TCM）
が鍼灸免許取

ゼン・フェーシャル・コスメティック・アキュパンクチャー」
が120

得に必須のため、鍼灸学校の多くはTCMに重点を置いてい

ドル。各種保険および日本の海外旅行保険を取り扱う。

秋山祥子マッサージ・セラピー・スタジオ
Shoko Akiyama Massage Therapy Studio

完全予約制の、
リラックスした雰囲気のスタジオ。
さまざまな体の悩みに、複数のテクニックを組み合わせたカスタムメードの施術で応対する

オイル使用のメディカルマッサージ
体全体のバランスを整えて健康に

秋

138 W. 15th St., #1
(bet. 6th & 7th Aves.)
TEL: 917-345-1340
shokomassage.com

山祥子マッサージ・セラピー・スタジオでは、
ゆっくりし

秋山先生は10代の頃から体の痛みに悩み、
やがてマッサ

たストロークのスウェディッシュ・マッサージと、
ダイナミ

ージセラピストになることを決意。マンハッタンにあるスウェデ

ックなディープティシュー・マッサージ、筋膜リリースを組み合わ

ィッシュ・インスティテュートを卒業後、
ニューヨーク州マッサー

せた、
独自のメディカルマッサージを提供している。
プレッシャー

ジセラピー免許、
リフレクソロジー米国認定（ARCB）、アロ

（力加減）
はクライアントの好みに調整。保湿力が高く肌に優

マセラピー米国認定
（ARC）
、
またパーソナルトレーナー認定

しい、最高品質のオーガニック・ホホバオイルに、客の好みの

（AAPT）
を取得した。完全予約制で、料金は60分120ドル

最高級アロマエッセンシャルオイルを加え、
カスタムメイドのマ

〜。妊娠女性のためのマッサージや、体調を戻すのに効果的

ッサージオイルを無料作成する。
またアロマセラピーの香り、

な産後マッサージの他、慢性的な消化器官の悩みを解決した

音楽、
スタジオ内の明かりなどの五感に配慮し、
自律神経のリ

り、体全体のバランスを整えるおなかのマッサージ、
リフレクソ

ラックス効果に気を配る。

ロジーも行っている。
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林美香足病科クリニック
Mika Hayshi, DPM, PC

350 Lexington Ave., Suite 501
(at 40th St.)
TEL: 212-682-0043 (日本語)
mikahayashi.com

足のトラブルの専門医
ライフスタイルに合う治療
足病科は、
ねんざやかかとの痛み、外反母趾
（ぼし）
、水虫や
うおの目、
むくみなど、足の幅広いトラブルに応じる、膝下の専
門医。日本に比べ、
アメリカでは近年研究が進んでおり、最新
の技術や情報が取り入れられている。
林美香院長は、
日本語で診察が可能な、数少ないアメリカ
足病医の一人。ニューヨーク足病医科大学卒業で、
アメリカ足
病医学会公認専門医。ニューヨーク大学ランゴーン整形外科
病院提携医。15年にわたり、当地で外科治療を含むさまざまな
足の治療に携わっている。
「早く治るように、
患者さまのライフス
タイルやスケジュールも考慮し、
『もしこれが自分の家族だった
ら?』
と思いながら治療を行っています」
と林院長。
また、同じ症
状が再発しないよう、予防法の説明にも力を入れている。
予約は電話の他、
オンラインでも受け付けている。
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日本人にはまだなじみの浅い科目も、林美香院長
（写真左）
が丁寧に解説

LZ&マンハッタン・アキュパンクチュア
LZ & Manhattan Acupuncture

豊富な施術経験を持つリン・ゼン先生が、完全予約制の自身のクリニックで、鍼
（はり）
を始めとした各種施術を行う。初回コンサルテーションは無料

鍼と漢方治療に25年の経験
皮膚疾患や慢性疾患、痛みを治す

L

14 E. 34th St., 5th Fl.
(bet. Madison & 5th Aves.)
TEL: 212-689-1773
lingzheng62@yahoo.com
lzacupuncture.com

Z&マンハッタン・アキュパンクチュアは、
アトピー性湿疹

ゼン先生は過去25年の間、鍼や漢方薬を使って、千人以

や皮膚疾患、痛みの治療・緩和、
さまざまな慢性疾患を

上のアトピー性湿疹患者、
そして痛みや慢性疾患に苦しむ多

専門とするクリニック。鍼（はり）治療の他、電気鍼、耳つぼ、

くの患者を治療しており、
その多くは他の患者や医者の紹介

指圧、
カッピングや、漢方薬の処方も行っている。

で来院するそうだ。

1994年にマンハッタンのミッドタウンに同クリニックを

同院は予約制で、
サービスはすべて英語。初回コンサルテ

開業した、鍼灸師・漢方医のリン・ゼン先生は、83年に中

ーション無料。健康保険は、鍼治療を対象とする保険プラン

国の福建医科大学を卒業。87〜89年までWHOで治療

を取り扱う。保険会社に連絡して鍼治療の効能の証明が必

活動を行った。90年に来米、鍼術東洋医学国家資格認

要であれば、氏名、誕生日、保険番号、保険会社の電話番号

定委員会（NCCAOM）認定試験に合格。94年にはニュ

などの必要事項を知らせてほしいとのこと。受付は月〜土曜

ーヨーク州立大学教育学部の鍼灸師として認可された。

日。時間などはウェブサイト参照。
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トリスタン歯科
Tristan Lue, DDS

当地で10年以上開院している、
トリスタン・ルー先生が、豊富な知識と経験で施術に当たる

患者一人一人をしっかりケア
読者はインビザライン400ドル引き

一

般歯科、
インプラント、
インビザライン、
そして審美歯科
を専門とするトリスタン歯科は、ペンステーションから

ほど近いミッドタウンに位置している。
トリスタン・ルー先生は、
ニューヨーク大学歯学部を卒業後、

70 W. 36th St., Room 10A
(bet. 5th & 6th Aves.)
TEL: 646-866-7773
drtristanlue.com

問メールは年中無休で受け付けているそうだ。
同院は現在、NYジャピオンの読者限定で、
オータムプロモ
ーションを開催中。今年11月30日
（土）
まで、
インビザライン
のためのソニッケアーが無料に、
またインプラント施術
（料金

10年以上当地で歯科医として勤務している。豊富な経験を

は要問い合わせ）
が400ドル割引となる。
また、初回相談
（レン

有しつつ、現在でも勉強会やセミナーに定期的に出席するこ

トゲン、
コンサルテーション含む）
は、50ドルで提供しているの

とで、歯科学の最新技術や情報を施術に取り入れているそう

で、
このチャンスをお見逃しなく。

だ。ルー先生は英語、中国語などを話す他、
日本語を話すスタ

「お子さまのチェックアップ、学校用のメディカルフォーム記

ッフが患者のサポートも可能。清潔感あふれるモダンな医院

入も受け付けているので、
お母さまも安心してご相談ください」

内で、患者一人一人を親身に診療する。
また、患者からの質

とルー先生は話す。
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中村デンタルNY
Kyo Nakamura, D.D.S

当地で20年以上、歯の治療に当たる中村清彦院長
（写真右）
が施術を担当

30 E. 60th St., Ste. 402
(bet. Park & Madison Aves.)
TEL: 212-687-6185
nakamuradentalny@gmail.com
nakamuradentalny.com

自信が持てる歯並びに
患者個々のニーズに応える

審

美歯科（コスメティック）
に力を入れる中村デンタル

イアモンドバーで最小限削って形や色を調整するベニア、
ク

NYは、工学エンジニアを経てニューヨーク大学歯科

ラウンなどを施術する。歯茎の色の沈みや詰め物に対する悩

大学を卒業した、中村清彦医師が院長を務める。当地で20

み相談も受け付けている。ホワイトニングや詰め物にはレーザ

年以上のキャリアを持つ同院長が、歯の色、形、並びなどの

ー光線を導入し、従来のプラズマ光線よりも高度な施術が短

要素を総合して考慮し、患者の希望に沿った歯を、本来の機

時間で可能だという。

能を損なわずに提供するのがモットーだ。
笑顔の美しい口元作りでは、
レーザーの照射時間が短く、

院内はコンピューター制御の完全殺菌システムを導入し、
施術で使用するうがい水などは、無菌状態の蒸留水を使用し

副作用なども控えめとされるレーザーホワイトニングを提案。歯

ている。診療時間は月〜日曜日の午前10時〜午後6時。アメ

の隙間やねじれ、重なり、形などの修整には、歯と同等の強度

リカの各種保険の他、旅行者保険、
日本の国民・社会・共済

を持つ樹脂系素材で歯を整えるボンディング、歯の表面をダ

保険の各種を取り扱う。
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日米カウンセリングセンター
Hamilton-Madison House

多彩な言語で、
センターの職員らが対応する。
日本語での相談も受け付けている。
まずは電話でフロントデスクに相談を

弱い立場の人々にさまざまな支援
地域社会の生活の質を向上

日
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253 South St., 2nd Fl.
TEL: 212-720-4540 / 4570
info@hmhonline.org
hamiltonmadisonhouse.org

米カウンセリングセンター
（ハミルトン＝マディソンハウ

（Personalized Recovery Oriented Service）」、
アジア

ス）
は、
ローワー・イーストサイドのツーブリッジズ／チャ

系アメリカ人のための物質使用障害や依存症からの回復支

イナタウン地区を中心に、地域住民の生活の質の向上を目

援の他、
ギャンブル抑止プログラム、住宅支援などを行ってい

的とする、非営利ボランティア団体。1898年の設立以来、

る。日本語を話すスタッフもいる。外来のメンタルヘルス・クリ

子供、高齢者、病人、障害者、新しく来た移民、難民、失業者

ニックでは、診断的評価や精神・心理鑑定、
グループセラピ

といった、弱い立場の人々に対して教育、健康、生活支援な

ー、心理社会教育や遊戯療法、医療管理、地域社会への働

どの社会福祉を促進してきた。同センターでは、中国、
日本、

きかけ、
サービス提供者への専門的助言などを通して、地域

韓国、東南アジアの出身者を対象に、文化や言語に配慮し

住民の精神的・社会的問題に対処している。保険は、
メディケ

た個別およびグループカウンセリングや、個人に合ったやり方

イド、
メディケア、
その他第三者保険が利用可能。健康保険

で精神疾患を持つ患者の回復を包括的に支援する
「PROS

受給資格のない人には、
スライド制料金が適用される。

みきオーバーシーズカウンセリング
Miki Overseas Counseling

心理カウンセラーの井上美樹子さんが、海外で家族と暮らす駐在妻ならではの悩みや不安を聞き、
メンタル不調から救う。
カラーセラピーなどのサービスもあり

mikioverseas.com

駐在妻特有の悩みを解決
オンラインでカウンセリング

海

※受付はオンラインのみ

外駐在妻専門の心理カウンセラー、井上美樹子さん

グを受ける場合、初回カウンセリング後、
まずは3カ月を目処に

によるプライベート・カウンセリングサービス。スローガ

考えるのが目安。
カウンセリング内容は一人一人に合わせて

ンは
「海外駐在の妻をメンタル不調から救う!」。井上さんは上

カスタマイズする。
「海外駐在での孤立感や落ち込み、人間

智大学大学院文学研究科で、心理学専攻前期博士課程を

関係のお悩み、
お子さんのお悩みなどを抱えている人にオスス

終了。幼少期に転勤のために世界各地を転々とした経験、
そ

メしたいです」
と井上さん。

してスクールカウンセラーで親子関係について多く取り扱っ

その他、夫婦間のすれ違いやトラブルの仲介としてのカウ

た経験から、海外駐在生活で困難に直面している人のため

ンセリングや、
カラーセラピーのサービスを提供している。気や

に独立開業した。
これまで3500人以上をカウンセリング。

血の流れる場所「経絡
（けいらく）
」
を刺激して感情を整える療

海外在住者へのカウンセリングは、ZoomまたはSkypeで
対応。事前に問診票をメールで送付する。初めてカウンセリン

法、EFT
（エナジー・フリーダム・テクニック）
のセラピスト資格も
保有。
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■ジャスティン・I・チャング
歯科

ドクターズリスト

歯の欠損などに対応する、
クラウンやブリ
ッジ、
インプラントを含む補綴（ほてい）技
術が専門。
ニューヨーク大学歯学部を卒
業し、現在は同学部の臨床学准教授。
コ
ロンビア大学医学部で歯科補綴学を修
了。
アメリカ歯科協会所属。同院ではその
他、
ルートキャナルやインビザライン治療
も力を入れている

S Dental Institute
2044 Center Ave., 2nd Fl., Fort Lee, NJ 07024
TEL: 201-242-9700 / URL: sdentalinstitute.com

■エリック・チャ
整形外科

「アメリカン・ボード・オブ・プラスティック・
サージェリー」認定医師。特にアジア人患
者を対象とした、形成再建（美容整形）に
20年以上の経験を持つ。
ウェイン州立大学
（ミシガン州）でレジデント修了、ネブラス
カ大学メディカルセンターでフェローシッ
プ修了。

1991年より、日本人患者を多数診察。95
年に「E53ウェルネス」開院。
コートランド・
ニューヨーク州立大学レクリエーション・
セラピー学位取得後、身体障害者カウン
セリングに従事。ニューヨーク・カイロプ
ラクティック大学卒業。全米カイロプラク
ティック協会会員。PGAツアーメディカル
スタッフ。

Fifth Avenue Surgery Center

E53 Wellness

1049 5th Ave., New York, NY 10028
TEL: 212-772-6667 / URL: fifthavenuesurgerycenter.com

211 E. 53rd St., New York, NY 10022
TEL: 212-980-4211 / URL: e53wellnessnyc.com

■クララ・リー

■城戸亜幹絵

歯科

2008年から
「ウオーターサイド・デンタル・
ケア」に歯科医師として勤務、10年より同
院長。
ニューヨーク市出身。
クイーンズ大
学卒。
ニューヨーク大学歯学部卒業後、
ブ
ルックデール大学病院・医療センター歯
科・口腔外科部門でレジデンシーを修了
し、チーフレジデントを務めた。17年より
ニューヨーク大学歯学部講師も務める。

理学療法士

福岡県出身。
コロラド州立大学統合生理
学学士課程を卒業後、セイジ大学大学院
（ニューヨーク州）にて理学療法博士課
程卒業。関節鏡視下手術後、アキレス腱
断裂の手術後や骨折による固定手術後な
どのリハビリテーションから腰痛、四十・
五十肩などのリハビリテーションまで、さ
まざまな経験を持つ。

Waterside Dental Care

E53 Wellness

10 Waterside Plaza, Lobby Level, New York, NY 10010
TEL: 212-683-6260 / URL: watersidedds.com

211 E. 53rd St., New York, NY 10022
TEL: 212-980-4211 / URL: e53wellnessnyc.com

■シェリー・ウー

■仲野広倫

理学療法士

台湾出身。
国立陽明大学を卒業後、
ピッツ
バーグ大学の大学院で理学療法修士課
程卒業。英語、
マンダリン、台湾語のトライ
リンガルであり、日本語も日常会話として
使用。
整形外科・筋骨格の理学療法、関節
可動・操作、軟部組織動員および解放、
テ
ーピング
（キネシオロジーとスポーツ）お
よび運動処方が専門。
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■ジョン・ベルモンテ

カイロプラクティック

カイロプラクティック

米 国で3 0 0 人 程 度 のスポーツ学 位
（DACBSP）所持。大正15年創業の「仲野
整體」4代目。明治国際医療大学、南カリ
フォルニア健康科学大学を卒業。
スポー
ツ障害を中心に、筋肉骨格系症状の低侵
襲治療を専門に扱う。
「パンアメリカン・ゲ
ーム2019」
（ペルー）に、米国五輪委員会
（USOC）医療チームの一員として参加。

E53 Wellness

TAI Chiropractic NYC

211 E. 53rd St., New York, NY 10022
TEL: 212-980-4211 / URL: e53wellnessnyc.com

2 W. 45th St., #601, New York, NY 10036
TEL: 212-931-8544 / URL: tainyc.com

■フランク・ルー
歯科

ニューヨーク大学を経て、
コロンビア大学
歯科学卒業。
米国海軍歯科部隊として、日
本の厚木米軍基地に3年勤務。
フェローシ
ップ・イン・ザ・アカデミー・オブ・ジェネラ
ル・デンティストリー（FAGD）修了。
チャイ
ナタウンにもオフィスがある。簡単な日本
語での診察に対応。

Ando Chiropractic
725 River Rd., Suite 101, Edgewater, NJ 07020 / TEL: 201-496-6066

Edgewater Family Care
725 River Rd., Suite #202, Edgewater, NJ 07020 / TEL: 201-943-4040

Dr. Elaine S. Otsuka
1617 Parker Ave Fort Lee, NJ 07024 / TEL: 201-461-0130

FuncPhysio Physical Therapy
16 E. 40th St., Suite 703, New York, NY 10016 / TEL: 917-388-2031

Newsmile Orthodontics
136-20 38th Ave., Suite 5B, Flushing, NY 11354
TEL: 718-661-1186 / URL: newsmile-ortho.com

■ボウ・チャン
歯科

テキサス大学歯学部、コロンビア大学歯
学部補綴科を卒業。1995年からニューヨ
ークで日本人患者の診察に当たってい
る。現在、
コロンビア大学歯科大学・補綴
専門医課程で、臨床教授として勤務中。
日
本人助手による通訳あり。
ハリソンにもオ
フィスあり。

Overseas Japanese Family Dental P.L.L.C.
20 E. 46th St., Suite 601, New York, NY 10017
URL: ojfd.com

■ロバート・リム
歯科

ニューヨーク出身。
タフツ大学歯科学部、
ニュージャージー医科歯科大学歯学部小
児科卒業。米国小児歯科学会会員、小児
歯科認定医。1998年からニューヨークで
日本人患者を診察している。子供の心理
に精通した、小児歯科専門医で、生後6カ
月から、日本語で診察。
ハリソンにもオフィ
スあり。

Overseas Japanese Family Dental P.L.L.C.
20 E. 46th St., Suite 601 New York, NY 10017
URL: ojfd.com

■金山昌秀
婦人科

子宮内膜症の専門医。ウィスコンシン医
科大学で医学博士取得。
メイヨクリニック
にて産婦人科、婦人外科、不妊科の専門
医レジデンシーを終了。米国産婦人科学
会認定専門医。
ニューヨークで1998年か
ら患者の治療に当たっている。
インスタグ
ラム（@newyorkendometriosis）のフォ
ロワーは4.2万人。

Hamilton-Madison House
50 Madison St., New York, NY 10038 / TEL: 212-349-3724

Ishitani Health Center
1600 Parker Ave., Fort Lee, NJ 07024 / TEL: 201-302-9993

iSmile Dental
35 W. 31st St., 2nd Fl., New York, NY 10001 / TEL: 212-594-9197

Japanese Medical Care
315 Madison Ave., 17th Fl., New York, NY 10017 / TEL: 212-365-5066

Jeffrey Ahn, M.D.
45 Park Ave., New York, NY 10016 / TEL: 212-714-9494

Kimura Acupuncture
99 Hillside Ave., Ste. K, Williston Park, NY 11596 / TEL: 516-882-1292

Kyo Nakamura, D.D.S.
30 E. 60th St., Ste. 402, New York, NY 10022 / TEL: 212-687-6185

Lemoine Dental Group, LLC
2460 Lemoine Ave., # 101, Fort Lee, NJ 07024 / TEL: 201-947-3777

LZ & Manhattan Acupuncture, P.C.
14 E. 34th St., 5th Fl., New York, NY 10016 / TEL: 212-689-1773

Mika Hayashi DPM, PC
350 Lexington Ave., Suite 501, New York, NY 10016 / TEL: 212-682-0043

Miki Overseas Counseling
mikioverseas.com

Park Avenue LASEK
102 E. 25th St., New York, NY 10010 / TEL: 212-741-8628

Riverside Kenshin Center
401 Hackensack Ave., 5th Fl., Hackensack, NJ 07601 / TEL: 201-678-1900

Dr. Samuel Moche, DMD
25 W. 54th St., Suite 1C, New York, NY 10019 / TEL: 212-980-1111

Shoko Akiyama Massage Therapy Studio
138 W. 15th St., #1, New York, NY 10011 / TEL: 917-345-1340

Tristan Lue, DDS
70 W. 36th St., Room 10A, New York, NY 10018 / TEL: 646-866-7773

New York Endometriosis Center

Nihon Shika Group

150 E. 55th St., 5th Fl., New York, NY 10022
TEL: 212-421-1016 / URL: gynecosurgery.com

36 W. 44th St., Suite 905, New York, NY 10036 / TEL: 212-768-4091
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銀行口座の開設

チェッキングアカウント

アメリカではショッピングをはじめ、
さまざまな場面でクレジ

ットカードやデビットカードを利用するが、家賃やセキュリティー
デポジットなど住居に関連した支払いは、パーソナルチェック(
個人用小切手)での支払いを求められることが多い。

チェックの使用を可能にするには、銀行でチェッキングアカ

ウントを開設することが必要となる。
通常、州発行の身分証明書

（運転免許証やIDカード）と、
ソーシャル・セキュリティー・ナン
バーの提示が必要となる。

チェッキングアカウントで決められた最低入金額、月々の手

数料、1カ月に発行できるチェックの枚数などは、銀行ごとに異

なる。日本でいう普通預金口座に当たるセービングアカウント

と連結しているものや、学生やシニア向けに手数料の安いプラ

ン、給与や年金を直接指定の口座に振り込むダイレクトデポジ

ットを利用すると、手数料が無料になるなどの特典を用意して
いる場合もある。

また、通常チェッキングアカウントに利子は付かないが、一定

後者の最大の特徴は、セービングアカウントが変動金利であ

るのに対し、固定金利で金利そのもののセービングアカウント
に比べ、高めに設定されていること。
また、
マネーマーケットアカ

ウント
（MMA）という、通常のセービング同様、自由に出し入れ
ができるが、金利がセービングより高くなるものもある。

ただし、最低入金額が高く設定されている場合もあり、口座

開設にあたり、
まとまった資金が必要となるのが一般的。

小切手
小切手

チェッキングアカウントを開設した後、パーソナルチェックが

つづられたブックを注文、購入すると、自分の名前と住所が印刷

された小切手が数日で送られてくる。小切手にはパーソナルチ

ェックの他に、支払い保証（オフィシャルチェック）が付いたもの
がある。

小切手の左下にある番号は、
ルーティンナンバー（Routing

number）、
チェックナンバー（Check number）、
アカウントナン

額以上の残高を維持することで利子の付くプランもある。

バー（Account number）の三つ。
表示は銀行によって、
チェック

不渡りになると、
「オーバードラフトフィー」と呼ばれる手数料を

ティンナンバーはアメリカの銀行コードで、自動引き落としなど

ジットヒストリーに「バッドレコード」が記録され、ローン申請や

書き方はまず、日付（月／日／年の順）を書き込む。基本的に

利用の際は残高を超えてチェックを切らないこと。
チェックが

払うことになる。
また、何度も不渡りチェックを発行すると、
クレ
クレジットカード取得の際に支障が出ることもある。

不注意による不渡り防止システムとして、
「オーバードラフトプ

ロテクション」や、セービングから自動的に不足分を移動させる

ナンバーとアカウントナンバーの順番が逆の場合もある。
ルー
をする際に必要となる。

は書き込んだ当日の日付を記入すること。

次に、
「Pay to the order of」の欄に、支払う人、会社などを

明記する。
またその下のラインに、支払い金額を英語で書き込

サービスもある。

む。
例えば435ドル支払いたいときには、
「Four hundred thirty

セービングアカウント

え金額がぴったりだとしても、セントまで記入する必要がある。

貯蓄を目的として開設する口座は、大きく分けて2種類、いつ

five and 00/100」
と書く。
「00/100」は、セントを表しており、
たと
「Pay to the order of」の右横にある枠には、先ほど書いた金

額を数字で書き込む。書き直しや訂正をした小切手は使えない

でも自由に預金の出し入れができるセービングアカウントと、日

ので、必ず新しく書き直すこと。

デポジットがある。

を開設したときと同じサインをする。オプションで、左下にある

本の定期預金と同様、一定期間の出し入れが制限されるタイム

最後に、パーソナルチェックの一番右下にある線上に、銀行
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「memo」に、チェックを渡す人へのコメントを書き込むことも
できる。

ATMの利用法
ATM

銀行口座を開設すると、ATMカードが送られてくる。ATMを利

用すれば、現金、小切手の入金や引き出し、口座間のお金の移
動、残高照会ができる。

操作方法は、
まずはATMマシーンの所定の位置にカードを挿

入。
画面の指示に従い、
（通常4桁の）暗証番号を入力。
現金引き
出し
（Withdraw）や入金（Deposit）、残高照会（Inquiry）など取
引の種類を選択する。

現金引き出しをする際には、目的の口座（チェッキング、セー

ビング）などを選び、最後に、利用明細が必要であれば、印刷ま

たは画面確認のいずれかを選ぶ。

近年は、各銀行がスマートフォンアプリを提供していて、利用

履歴の閲覧、残高照会はもちろん、口座間のお金の移動、小切
手の入金なども、
アプリ上で可能となっている。

クレジットカード
クレジットヒストリーとスコア

アメリカの日常生活では、住居の賃貸や携帯電話の利用をは

じめ、さまざまな契約の際に、クレジットヒストリー、クレジット

スコアを求められることが多い。

クレジットヒストリーとは、クレジットカードを使用しての購

入、返済の過去の履歴を示す信用情報のこと。
これを統計学的

に数値化したものがクレジットスコアで、
アメリカでは個人の経
済状況を示す一つの指標とされている。

スコアの数値は、算出する会社により若干の違いがあるが、

一般的に300から850の間で設定される。基本的にはスコアは
高いほどよいとされる。

ただし、買うものや契約するものによって、必要とされるスコ

アがあるので、
それぞれのスコアを満たしていることが重要とさ
れる。

取得
クレジットカードを取得するには、
アメリカ国内に居住し、当

地のクレジットヒストリーがあり、
スコアも一定以上であること

が条件とされ、
ソーシャル・セキュリティー番号も必要となる。
ま

た勤務先、収支のバランス、家賃などの情報も尋ねられる。

日本でクレジットカードを取得し利用していても、当地でのク

レジットヒストリーには反映されない。
クレジットヒストリーが
ない人は、セキュアードカードを作ることになる。

これは、銀行が担保（デポジット）を取って発行するカードで、

例えば500ドルを担保として銀行に預け、
その額内で使うという

もの。
返済できない場合、担保が支払いに充てられる。
返済をし

ていると一般のクレジットカードに切り替えてもらえる。

また、来米間もない人を対象に、プレミオカード（premio.

com）のように、日本の信用履歴情報をもとにクレジットカード

を発行する日系カード会社もある。

返済
アメリカの場合、最良の方法は一括払いとされるが、一括で

返済できない場合、契約時に決められた方法で算出される最
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低金額を、期日までに返済すればよいシステム。
借りている残金

に対しては、決められたAPR（年利率＝Annual Percentage of
Rate）にのっとり利子が付く。

最近は直接的なカード盗難の被害よりも、
カード情報が流出

し、不正利用の被害に遭う方が多い。心当たりのない利用があ

った場合は、異議申し立てを行えば、代金の支払い義務は発生
しない。

タックスリターン
（確定申告）
確定申告の流れ

一定以上の収入がある個人は国（連邦）と州（さらにニューヨ

ーク市の住民は市に対しても）に、所得税を納める義務がある。

基本的に、居住者は全世界での所得を申告する義務があり、

別申告）、Head of Household（世帯主、シングルぺアレント）、
Qualifying Widow（er）with Dependent Child（寡婦、寡夫）。

複数のステータスに当てはまる場合は、税金が最も低くなる

ステータスを選んで申告を行うことができる。

給与所得者は雇用主から
「W2」という書類が送られる。
これ

は1年を通じた給与、給与から徴収された、連邦税、州税、
ソーシ

ャルセキュリティー税などの支払額の詳細が記載された源泉徴
収票。
ここに記載される数字をもとに、控除額を計算する。

一 定 額 が 控 除 さ れ ることを「 定 額 控 除（ S t a n d a r d

D e d u ct i o n）」、また税 法 上 認 められている項 目の控 除 額

が定額控除の額より多い場合は、
「項目別控除（Itemized
deduction）」を選択することができる。

確定申告用紙（居住者は「Form 1040」、非居住者は「Form

1040 NR」
）に必要事項を記入して、
アメリカ合衆国内国歳入庁

（IRS＝Internal Revenue Service）に書類を、郵送かEファイル
（電子納付システム）で提出する。

連邦税の申請の他に、居住する州（ニューヨーク州に居住お

非居住者はアメリカ国内のみの所得を申請する。市民権、永住

よび勤務している場合は「Form IT- 201」
）に申告を行う。

も年間で183日以上住んでいる場合、居住者となる（計算には

contractor）として働いた場合は、
「 1099-Misc」が明細とし

権保持者はアメリカに滞在していなくても、居住者、
それ以外で
前年、前々年の滞在日数なども関係する）。

非居住者の場合は、
アメリカ国内での不動産売却益や株の配

当、事業により得た利益などはアメリカで申告する義務がある。
確定申告は「タックスリターン
（Tax Return）」と呼ばれ、個人

または夫婦ごとなどの家族構成により、いずれかの「ファイリン
グステータス」を選ぶ。

ファイリングステータスは、Single（独身）、Married Filing

自 営 業 者 、契 約 社 員 、外 部 スタッフ（ I n d e p e n d e n t

て、報酬を得た先から送られてくる。税金の源泉徴収はされ
ていないため、本人が税金を計算して、四半期ごとに予定納税

（Estimated Tax）
する必要がある。

また被雇用者の場合、雇用主がFICA（Social Security Taxと

Medicare Tax）の半分を支払っているが、1099-Miscの場合は
自分で全額を負担する。

Jointly（夫婦合算申告）、Married Filing Separately（夫婦個
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QBJアカウンタンツ
QBJ Accountants, PLLC

Photo by rawpixel/ Pexel.com

ペリーかよさん
（写真右）
と経験豊かなスタッフが、
クイックブックスを効率よく活用したい企業をサポートする

TEL: 212-470-6645
perri@qbjaccountants.com
qbjaccountants.com

クイックブックスを企業に導入
プロが日本語でサービス提供

Q

BJアカウンタンツは、会計ソフト
「クイックブックス」の

ーニング、
トラブルシューティングサービス、
クイックブックスを

コンサルティングや、会計サービス、税務サービスを提

使っての記帳サービスを日本語で提供。
また同社では、企業

供している。
アメリカの中小企業の7割近くが企業会計に利用している

といわれるクイックブックスは、現在オンライン版が注目を集め

の作成、企業や個人の確定申告書の作成なども手掛けてい
る。

ている。ユーザーがいつ、
どこからでもデータにアクセスできる

クイックブックス・プロアドバイザーの資格を持つ米国公認

上、
日本の親会社と当地の子会社間でのデータ交換も容易

会計士で同社創業者の、
ペリーかよさんとバイリンガルのスタ

だ。在庫管理にも使える。
しかし、
クイックブックスは現在英語

ッフが業務を担当。オフィスは今年10月よりニュージャージー

版のみとなっている。

州フォートリーにあり、
マンハッタン区ミッドタウンではトレーニン

そこでQBJアカウンタンツでは、
クイックブックスの導入、
トレ
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の経理担当者への会計トレーニング、英語の会計手続き書

グを実施している。

尾崎真由美会計事務所
TODD Accounting

同事務所代表の尾崎真由美さん
（写真左）
をはじめとした、
スタッフ間のチームワークで、顧客のトラブルや悩みを解決。
日本語で対応可

きめ細やかで迅速な対応
あらゆる会計・税務が専門

確

18001 Old Cutler Rd., Suite 423
Miami, FL 33157
TEL: 877-827-1040
info@toddaccounting.com
toddaccounting.com

定申告から経理代行まで、
「あらゆる会計、税務の問

特に呼び掛けたい読者は、
日本に1万ドル以上の財産を残し

題に対応」
することをモットーとしている、
フロリダ拠点

ている人だ。
この場合、
アメリカ政府に報告する義務が発生

の尾崎真由美会計事務所。
「不動産関連業務での経理・税

し、違反時は1万ドルの罰金となるが、意外と見逃している人

務申告や、離婚された場合の特殊なタックスリターン、節税を

が多いのだとか。
このような事態を防ぐために、同事務所では

前提のタックスプランニングや、大学生の両親のための大学

計上し忘れた費用を再確認。損益計算書の「隠れた無駄」
を

資金計画など、
どんなことでもご相談ください」
と担当者は話

なくし、節税と利益の向上に焦点を当てている。
フロリダ州マ

す。法人向けには、法人税、売上税の諸手続きや会計・経理

イアミを拠点に、
ニューヨークをはじめとしたアメリカ全域、
カナ

業務、
その他コンサルティングを、
また個人向けには確定申告

ダ、
そして日本などでサービスを提供する。問い合わせには週7

業務などを請け負う。同社代表でワシントン州会計士の尾崎

日、24時間体制で対応。
また、会計士との電話やメールでの

真由美さんは、東洋大学法学修士、経営学修士。尾崎さんが

やりとりは、原則無料の方針を取っている。
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高鳥公認会計士事務所
Takatori Certified Public Accounting Firm

ニューヨーク在住者からの相談には、高鳥拓也代表
（写真右）
がスカイプなどで応じる。
まずは気軽に問い合わせを

日米双方の税金問題を解決
海外資産税の専門家がアドバイス

海

takatoritax.com

外資産に関する税制改正やCRS（共通報告基準）

入り組み、複雑になる傾向がある。同事務所はクライアントの

などの包囲網の整備が進んでいる。海外資産に関

置かれた状況や抱える課題に応じて、米国会計士や弁護士

する税金のコンサルティングを強みとする高鳥公認会計士

など最適な専門家と連携し、課題を解決する手助けを行う。
ま

事務所では、海外在住で詳しい人が近くにいない、
あるいは

た、
日本所在の収益不動産の確定申告や、
日本帰国後の日

顧問税理士から的確な回答がない、
といった悩みを抱えた

米確定申告、
日本法人の設立サポートや運営に関する会計

クライアントから、数多くの相談を受けてきた。高鳥拓也代

税務サービスなども提供。
その他専門は、
日本在住の両親か

表は、2001年に京都大学経済学部経営学科を卒業、14

ら住宅取得資金などの援助を受ける場合の日米贈与税対

年に同事務所を創業。
またウェブサイト
「海外送金.com」
を

応、相続が発生した場合の日米相続税の申告など。
「無用な

運営し、個人をめぐる国際税務の最新情報を解説している。

時間や費用がかかるのを避けるため、事前に日米での税金の

日本と海外にまたがる財産の税金問題は、両国の法令が
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東京都港区赤坂8-5-40
ペガサス青山618号室
TEL: 03-6369-8180（日本）

取り扱いや対策の検討をおすすめします」
とのこと。

ユニヴィス・アメリカ
Univis America LLC

800 2nd Ave., Suite 300
(bet. Tudor City Pl. & 2nd Ave.)
TEL: 929-408-9769
info@univis-america.com
univis-america.com

日米双方の会計知識で
丁寧に分かりやすく対応
ニューヨークと東京を拠点に置くユニヴィス・アメリカ。日米
双方の会計士資格を持つ、経験豊富な会計税務のプロが、
企業の抱える会計税務に関する悩みに対応する。
主なサービスは法人税申告書や個人確定申告書の作成、
会計・税務コンサルティング、会社設立支援、記帳代行、給
与計算、保証業務など。
またIFRS導入、新会計基準の導入、
M&A支援、
内部統制構築支援などにも対応している。
同社マネジング・パートナーで公認会計士の小林賢介さんは、
「難しい専門用語はあまり使わず、皆さまに分かりやすい言葉
で、丁寧に対応いたします! 会計税務に関するお悩みがあれ
ば、
お気軽にお問い合わせください」
と話している。
初回相談は無料。日米に拠点がある人には、同社の日本の
グループ会社・税理士法人ユニヴィスと協同サービスを提供す
ることも可能。
まずは気軽に問い合わせを。

公認会計士の小林賢介さん
（写真右）
率いるチームが、
ニーズに対応

税理士法人ネイチャー
国際資産税
Nature International Tax Firm

東京都中央区八丁堀3-3-5
住友不動産八丁堀ビル5階
TEL: 03-5219-6551（日本）

info@nature-inter.com
nature-inter.com

国際間の税務申告もお任せ
海外との強固ネットワークも強み
日本に有価証券や不動産を持ったままニューヨークに来
た人の中には、適切な手続きを忘れ、思わぬ税金が発生す
るケースがあるという。そんな時に相談したいのが、国際資
産税の領域を得意とする、
日本語対応の専門ファームだ。
東京を拠点に展開するネイチャー国際資産税は、国内外に
おける投資・相続・事業承継・M&Aなど、
オーナー経営者や富
裕層のクライアントの悩みに対し、広範なサービスを個人別に
カスタマイズして提供。2012年に設立された同法人は、現在、
個人専門コンサルティングを年間500件以上請け負っている。
また海外との強固なネットワークを構築し、
ボーダーレスな対応
を得意とする。初回相談は無料。国外在住者は、
メールだけで
なく電話、
スカイプ、
Facetimeで面談が可能。詳細はウェブサイ
トを参照。

代表税理士の芦田敏之さんを筆頭に、経験豊富なチームがサポート
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法律
© masaya i/ Shutterstock.com

ビザ（査証）

監修: 安田・デビン・龍弁護士
D5 Law Office PLLC / d5law.com

ビザの種類と対象者
「ビザ(査証)」と
「ビザスタンプ」は同じものを指す。
ビザは、米

国に入国するために必要な渡航許可のこと。

通常、米国に入国する際に発行される
「I-94」、または入国後

に移民局を通じて新しく取得した「I-94」が、
ステータスの期限と
なる。

ここでは、各種ビザの種類と、一般的に対象となる人の渡航

目的などを紹介する。

A-1=大使、公使や外交官、
およびその家族
A-2=A-1以外の外国政府職員、公務員とその家族
A-3=A-1、A-2の付添人や従者とその家族
B-1=短期商用
B-2=短期観光用
C=アメリカ合衆国経由で他の国に旅行する場合に必要。日本

人旅行者の場合、90日未満の滞在ならば、通常はビザ取得の必
要なし

D=アメリカ合衆国に入港、着陸する船舶や飛行機の乗務員
E-1=貿易駐在員
E-2=投資駐在員
F-1=学生ビザ
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G=「国際機関」ビザ。
アメリカ合衆国の承認政府の代表として、
公務でアメリカに入国する人が対象。
国連を含む、
アメリカ合衆
国承認国際機関での任務に当たる人にはG-4が発給される
H-1B=高度な知識、学位を必要とする専門職に就く人
H-2A=一時的あるいは季節的に農業に従事する人
H-2B=一時的、
あるいは季節的に農業以外の仕事をするために
入国する人

H-3=自国では受けることのできないトレーニングを受けること

を目的とした研修生

H-4=各種Hビザを持つ人の家族（配偶者、21歳未満の未婚の子
供）に発給

I=アメリカ合衆国内で報道活動に従事する、外国人ジャーナリ

ストや報道関係者

J-1=交換留学生、職業訓練生が対象。教育機関やその他の非

営利機関公認のプログラムで来米する場合に必要。
このプログ

ラムの対象は学生、
レジデントまたはインターンとして来米する
医学生、客員教授として大学から招へいされる学者、一部の企
業研修生など

J-2=J-1保持者の家族
K-1=婚約者ビザ。
アメリカ合衆国市民と婚約した人がアメリカ
合衆国に入国する際、また結婚した後に、引き続き国内に滞在

を希望する場合に発給される

K-2=K-1の21歳未満の未婚の子供に発給される
K-3=既婚者ビザ。
アメリカ合衆国市民とすでに結婚している外
国人が対象。
永住権取得申請のプロセスを待つ間にアメリカ国
内に滞在するために発給される

L=企業内転勤ビザ。国際企業に所属し、転勤のために来米して

P-3=独自の文化的な内容のプログラムで公演・訓練・指導を行

管理職に就く人や、専門知識を有する人が対象となる

う個人、
または団体の芸術家や芸能人が対象となる

M=職業訓練校や専門学校の課程を履修することを唯一の目的

Q-1=申請者が、国籍を有する国の歴史、文化、伝統の普及を目

として、一時的にアメリカ合衆国内に入国する学生が対象とな

る

N=一定の条件の下で別特移民として永住権を取得した場合、

その子供と両親に発給される

O-1=科学、芸術、教育、事業、
スポーツなどにおける、卓越した
能力の持ち主や、映画・テレビ制作において卓越した業績を挙
げた人に発給される

O-2=O-1保持者の補助的業務を行い、
アメリカ国内には存在し
ない技能と経験を有するサポートスタッフが対象となる

O-3=O-1、O-2保持者の家族が対象となる
P-1=特定の運動選手、芸能人、芸術家、および必須補助要員が
対象。個人だけではなく、団体の功績によって、団体自体も対象

となる

P-2=アメリカあるいは、他の複数の外国との間の相互交流問プ

ログラムに基づいて、
アメリカの一つ、
または複数の団体との短

期交流や芸能活動のために来米する芸術家、芸能人が対象と

的とした国際文化交流プログラムに参加する場合、発給される
R=宗教活動を行う目的を持つ短期滞在者が対象となる

S=犯罪やテロの実行犯の逮捕などにつながる、政府の捜査の

ために、アメリカ合衆国内に滞在する必要がある人に、発給さ
れる

T-1=人身売買の犠牲者として、
すでにアメリカ合衆国にいる人

が対象となる

T-2〜5=T-1保持者の家族、親戚に発給される。年齢、親等によ

り種類が異なる

U=犯罪の犠牲者に発給される
V=アメリカ合衆国に移民したために、長期間離れ離れになった
家族が再会できるように作られたビザだが、過去数年発給され

ていない

（参考=travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html）

なる
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老後の計画はお早めに

相続と医療費対策を
プロが指南
Pierro, Connor & Strauss, LLC
Jiah Kim, Esq.
人生はいつか終わりを迎えるもの。来米し

ならず、結婚や出産などを機に自分の将来

同事務所の専門は、遺言書や信託の作

たてで健康なうちはピンと来ないかもしれな

を見つめ直す人もいるという。突然の不幸

成の他、老後のメディケイド（医療給付金）

いが、残された家族や親族のために、万が

で子供や遺族が苦労をしないよう、また自分

取得の手伝い、事業継承計画、高度な税金

一の準備を整えることは米国において非常

自身のリタイア後の生活を豊かにするため、

計画、遺産関連訴訟など。

に重要だ。

動き出すタイミングには、早過ぎるというこ

「日本では、特に遺産の分配方法などが

とはない。

「特に信託（Trust）というのは、米国特
有の制度であるために、理解や準備に時間

あらかじめ法律で決められていますし、死亡

同事務所のシニアパートナー、ピーター・

を要する人が多いです。じっくり時間を掛け

後の遺産の所有権を家族に譲渡する手順

J・ストラウス弁護士は、50年以上のキャリア

て、丁寧に説明します」とキムさん。また前述

が簡単。しかし米国では故人の遺産分配は

を持つ、米国の老人福祉法（elder law）の

の通り、相続税に関する取り決めは各国で

基本的に裁判所を通した手続きとなり、時

草分け的存在。ニューヨーク州の最優秀弁

少しずつ異なる。日米に家族や資産をそれ

間が掛かります」」と語るのは、ニューヨーク

護士にも複数回選出されたことがある。同

ぞれ持つ人は、生前にこの点を忘れずに整

の法律事務所「ピエロ・コナー&ストラウス」

弁護士を筆頭に、業界で数十年のキャリア

理しておきたいところだ。特に医療費が高額

所属の弁護士、ジア・キムさん。

を積んだ弁護士らが、丁寧な面談を通じて

な米国での老後生活では、メディケイドをい

相談者の人生設計を手伝う。

かに有効活用するかが大きな意味を持つ。

「自身の死後、コストの掛かる裁判で親族
同士の余計な争いが起こるのを防ぐために

またジア・キム弁護士は、フォーダム大学

も、米国では弁護士と相談して適切な老後

ロースクールを卒業。英語の他に韓国語、日

ニュージャージー州フォートリー、そして

計画を立てておくことが大切です」

本語、スペイン語が堪能で、特に国際間で

オールバニにもオフィスを構えている。詳細

異なる遺産手続きの法務処理などを得意と

はウェブサイトを参照。

相続手続きのために同事務所を訪れる
人の中には、リタイアを間近に控えた人のみ

ジア・キム弁護士
（左から2番目）
の他、
ピー
ター・J・ストラウス弁護士（右から2番目）、
ルー・ピエロ弁護士
（右）
らが所属

永住予定の人は、かかさずに準備を。

する。

Pierro, Connor & Strauss, LLC
<Manhattan>
60 E. 42nd St., 46th Fl.
<Fort Lee>
400 Kelby St., Suite 1003,
Fort Lee, NJ 07024
<Albany>
43 British American Blvd.
Latham, NY 12110
<Queens>
35-02 150th Pl.
Flushing, NY 11354
TEL: 646-248-6139（日本語）
pierrolaw.com

〈専門分野〉
遺言書・信託作成／メディケイド
（医療給
付金）
取得／事業継承計画／高度な税
金計画／遺産関連訴訟 など
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New York City

DIRECTION to your
New York DREAM
Direction • Dream • Develop • Distinctive • Devin

ニューヨークに進出予定、ニューヨークで既にビジネスを
始めている日系企業・個人をサポートいたします。
■ 会社法

会社・法人設立や企業の
買収、合併、売買等、会社
法 に関 連 する法 的 サー
ビス

■ 商法（ビジネス）
契約書の作成、
レビュー、
ラ
イセンスやパーミットの取
得、
フランチャイズなど商法
に関連する法的サービス

■ 移民法（ビザ）
契約書の作成、
レビュー、
ラ
イセンスやパーミットの取
得、
フランチャイズなど商法
に関連する法的サービス

日本語と英語が堪能な
バイリンガル弁護士が、
他の法律事務所にはない
付加価値のあるアドバイスを
提供しています。

小林

安田デビン龍
Attorney at Law

剛

Attorney at Law

25 Broadway, 9th Floor,New York,NY 10004
TEL: 248 .497. 8887 e-mail: devin@d5law.com | www.d5law.com

田近未央子弁護士
Mioko C. Tajika

訴訟弁護士として豊富な経験を持つ田近未央子弁護士が、案件を一括して担当。弁護士への事前相談で、
しっかりとしたリスク回避を

誠実で的確なクライアント対応
日本語できめ細かなサポート

イ

ングラム（ I n g r a m Y u z e k G a i n e n C a r r o l l &

標法や著作憲法など知的財産関連の案件。事前のリスク管

Bertolotti, LLP）
は、質の高いカウンセリングの提供と

理アドバイスや当事者間の交渉の手伝い、
また雇用問題
（特

フレキシブルな料金設定、
フットワークの軽い顧客対応を理

に雇用差別）
では会社側の弁護も行う。最近は、
ウェブサイト

念とする法律事務所。専門は、不動産法、企業法務、商業訴

などに写真を無断掲載した場合の、写真家による著作権侵

訟、建築・デザイン案件および訴訟、地主と借地人の間の訴

害訴訟も増えているという。

訟、税法など、多岐にわたる。
日系企業担当チームが、
日本語
でのきめ細かなサポートで幅広い分野に対応している。
同事務所に在籍約14年の田近未央子弁護士は、訴訟弁
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Ingram Yuzek Gainen Carroll & Bertolotti, LLP
150 E. 42nd St., 19th Fl.
TEL: 212-907-9622
mtajika@ingramllp

アメリカは弁護士業務が細分化されているので、専門の弁
護士を見つけることが重要。
また問題が起きてから依頼するよ
り、起きる前から相談することで、
その問題自体を回避したり、

護士として、案件の開始から訴訟に伴う全段階で幅広い実

掛かる費用を減らせる場合もあるそうだ。
「リスク管理と専門

務経験を積み、他州での訴訟経験もある。特に多いのは、商

弁護士選びには気を付けてほしい」
と田近弁護士。

川崎法律事務所
Kawasaki Law Office PLLC

市内でも希少な、飲食業界の法律相談が日本語でできる事務所。経験豊富な川崎晋平弁護士
（写真右）
が、長期スパンでの企業サポートを担当

ホスピタリティー業界に特化
経験豊富な弁護士がサポート

川

165 Broadway, 23rd Fl.
(bet. Liberty & Cortlandt Sts.)
TEL: 917-546-9255
info@kawasakilaw.com
kawasakilaw.com

崎法律事務所は市内でも数少ない、飲食事業関連

ダ・コースタル法学院で法務博士を取得後、
ホスピタリティー

の法律に重点を置く、
日本語が通じる法律事務所。
レ

関連法務を専門とする
「Helbraun & Levey, LLP」
などに勤

ストラン、
バー、
ホテル、
リテール企業などのクライアントに、
日

務した。取り扱い案件は、
リカーライセンス
（リテールリカーやビ

本語と英語で法律サービスを提供する。全米の飲食ビジネス

ール・ワインライセンス申請手続き、
ニューヨーク州酒類管理

業界の中でも難しいとされる、当地でのビジネスの起業から成

局やコミュニティーボードへの出頭、酒類倉庫許可証申請な

長まで、
すべての段階において支援してくれる心強い味方だ。

ど）
、法人登記申請手続き、企業売買交渉および手続き、各

同事務所創設者で代表の川崎晋平弁護士は、
カンザス

種契約書、
ビジネス法一般、商業用リースレビューおよび交

州の高校を卒業後、群馬県前橋市の居酒屋店にシェフとし

渉、
リースのアサインメントおよびサブリース契約、
「グッドガイ・

て勤務。大学卒業後は、兄と共同でレストラン第1号店をオー

ギャランティー」やリース放棄権利の執行、雇用契約書、
コン

プン。その後、
さまざまなレストランビジネスを手掛けた。
フロリ

プライアンスアドバイザリー、訴訟など。
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グレイ法律事務所
Gray Law Firm PLLC

マンハッタンのオフィスでマーク・グレイ弁護士
（写真右）
が相談に応じる。
日本語で対応可能で、
ホットラインは年中無休

人身障害の相談はお任せ
あらゆる事故を無料相談

グ

レイ法律事務所は、人身傷害を専門として23年間、
ク
ライアントのために和解、調停、
または裁判を通して、

身に相談に応じることがモットーだ。
グレイ弁護士によると、
アメリカでは自動車事故、歩行中、

法律業務を行ってきた。相談は常に無料で、
日本人スタッフが

あるいは自転車での事故など、
あらゆる事故でけがをした場合

日本語で対応可能。
またホットラインは年中無休、24時間対

に、弁護士を雇うのが一般的。
「負傷した場合は金銭的補償

応なので、
とっさの事故でも安心だ。

を受ける権利があります」
とグレイ弁護士は話す。なお、建造

同社マネジング・パートナーのマーク・グレイ弁護士は、
ボス
トン大学を経て、
ワシントン&リー大学で法務博士号を取得。
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<NY> 251 W. 93rd St.
<NJ> 1 Gateway Center, 26th Fl.
Newark, NJ 07102
TEL: 212-537-7000
graylawnyc.com

物の内外で発生した転倒事故といった対物事故も、弁護士
に相談することができる。

1996年から現在まで、
マンハッタン区アッパーウェストサイド

訴訟に勝たなかった場合は、依頼者への料金請求は一切

で障害事故の弁護を行っている。事故に遭った当人やその

ない。
グレイ弁護士は、
「 事故原因がどこにあるのか分からな

家族が、一刻も早く元の暮らしを取り戻せるよう、迅速かつ親

い場合も、
ぜひご相談ください」
と呼び掛けている。

不動産
© HMLTD/ Shutterstock.com

不動産購入

監修: 松本哲夫さん
The Corcoran Group / Mobile: 914-374-7195 /
ted.matsumoto@corcoran.com

ニューヨークの不動産
ニューヨーク市の発表によると、2017年の市内の戸数は346

契約内容に合意できれば、買い手側は契約書にサインし、手

付け金に当たるデポジット
（通常は購入価格の10％）を支払う。

その後、売り手側も契約書にサインをし、双方がサインをした契
約書が、買い手の弁護士に届いた段階で成約となる。

成約後、ボードアプリケーションを準備、提出。
モーゲージの

申請もこのタイミング。物件の管理組合と銀行の承認が得られ

たら、物件の最終点検の後にクロージングとなり、物件の引き渡

万9240戸。
うち218万3064戸が賃貸で、空室率は3.39%、持ち

しを受けて、全ての続きが完了する。

家率が64.4%となっていることを考えると、
ニューヨーク市に人

賃貸住宅

家率は30%程度となっている。
全米平均の空室率が7.1%、持ち
が集まり、引き続き不動産の需要が高いことが分かる。

住宅物件は、
コンドミニアム（コンド）とコーポラティブハウス

（コープ）に二分される。
コンドは不動産物件だが、
コープは建

物の所有会社の株を購入し、特定の部屋を使用する権利を得る
形をとることになる。

コープを購入するには管理するボード
（理事会）の審査を受

ける必要があり、賃貸目的での購入などを制限する条件を課し

監修: 志村知彦さん
タイチ不動産 / tomics@earthlink.net / taichirealty.com

賃貸物件の種類
ニューヨークの賃貸物件は主にアパートメント
（アパート）、
コ

ている場合が多い。
ただし一般的にコンドに比べ価格が低い。

ンド、
コープの形態がある。
アパートはビル全体をオーナーが所

などへの規制はほとんどないが、
コープに比べ高額となるのが

居手続きの管理をしている。
コンドミ二アムとコープは日本の分

コンドはコープに比べ購入条件は緩やかで、投資目的の購入

一般的。

物件購入の流れ
実際にはかなり複雑な手順を踏むが、
ここでは大まかな流れ

を説明する。

一般的には不動産エージェントと相談しながら、購入プラン

を立てる。モーゲージ（住宅ローン）を利用して購入する場合
は、まず銀行に相談し
「プレアプルーバル」を取得。借り入れ可
能金額を確定させ、
エージェントに相談する。

気に入った物件が見つかったら、購入のオファーを提出する。

契約書作成では不動産購入を専門とする弁護士が関わるので、
事前に選定。
オファーが受諾された後、約1週間で契約書にサイ

ンをする。終結前の時期に、物件のチェック、必要に応じた家屋

の調査、
リノベーションを検討する場合は、建築家や工事業者を
連れ、物件の再確認を行うこと。
契約内容は、不動産エージェン
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トと弁護士を通し、売り手側と交渉を行う。

有していて、自身あるいは管理会社が住居のメンテナンスや入

譲マンションに近いもので、賃貸の場合は個人オーナーが所有

する部屋を借りる。

アパートは1年、2年と決まった期間の契約で、一般的に申請

費用が安く、入居審査の時間（1週間弱）も短い。家賃は契約更
新時に値上がりすることが多いが、一般的なアパートでは、上昇
率を市場の相場で決める。

また家賃統制法に従い、毎年決まった率で家賃を値上げする

「レントスタビライズ」のアパートもある。

コンドとコープはオーナーと直接話し合って、入居、契約の条

件、家賃を交渉できるのがメリット。ただし一般的に、アパート

と比べて申請の際の費用が高く、入居審査の時間も長めにか
かる。

住居は不動産エージェントに相談するか、自分でオンライン

アプリなどで探すことになる。物件の場所、条件が気に入った

ら、内覧した後、管理会社、
またはオーナーへ申請（オファー）
す
る。
コンド、
コープの場合はオーナーとの交渉成立後、必要書類

などを管理組合に提出、約2週間から1カ月の審査を経て成約

する。

契約時の注意点
契約時には身分証明の他、個人の財務状況を確認するため

に、現在の収入や貯金、クレジットヒストリー、過去数カ月分の
給与明細、銀行残高証明などの提出が求められる。
日本人の場
合は、加えてパスポート、ビザ、英文の雇用証明書（または在学
証明書）なども求められる。

またサインをする前に、途中解約できるかどうか、契約期間や

更新・解約に関する条件を説明してもらい、必ず理解すること。
不明な点はエージェントやオーナーに問い合わせる。契約更新

の際も、追加した内容が抜け落ちていないかなどを不動産エー
ジェントに相談しよう。

また、万が一の火災や水漏れなどに備え、借り主側の保険で

あるテナント保険に入っておいた方が安心。保険料は年間約

プロセス
モーゲージを組むプロセスは次の通り。

①その人の資産、借金、収入などの経済状況や、ビザのステー

タスなどから、
その人がいくらお金を借りることができるかを書
いた「プレアプルーバルレター」を銀行から出してもらう

②不動産エージェントに相談し、購入したい物件を見つける

③物件が見つかったら、
プレアプルーバルレターを添付し、物件
購入のオファーを入れる

④オファーが受理されると、売り手側の弁護士から契約書が送
付される

⑤買い手側の弁護士が書類を確認

⑥問題なければ、売り手と買い手が売買契約書にサイン
⑦銀行などにモーゲージの申し込みを行う

⑧60日以内（通常クロージングに要する日数）にクロージング

できる見通しが立った時点で、金利をロック

⑨すべての書類、条件がクリアになったら、
モーゲージ確約のレ

150ドル程度からが一般的だ。

ターが買い手に送られる

住宅ローン
（モーゲージ）

契約が完了（クロージング）
する

⑩売り手と買い手が、双方の弁護士、銀行、不動産エージェント
などの立会いのもとでクロージングの契約書にサインし、売買

モーゲージの基本
一般的なローンは、担保がない場合、個人で銀行から大きな

額を借りることは難しいが、住宅購入の場合は、初めての物件
購入でも、物件自体が担保となる住宅ローン
「モーゲージ」を組

むことができる。

アメリカ居住者（アメリカ市民権保持者、永住権保持者、就労

ビザで一定期間以上アメリカに滞在している人）の場合は、
アメ

リカ国内で収入を得ていること、クレジットヒストリーがあるこ
となどが必要条件となる。

種類
モー ゲージには「固 定 型」と「A R M ( A d j u sta b l e - R ate

Mortagage)型」と呼ばれる変動型の2種類がある。
「固定型」に
は、10年、15年、20年、30年などの種類があり、固定された期間
内に、固定された金利で返済する。

一方、
「 ARM型」は全て30年ローンで、
「 10/1 ARM」、
「 5/1

ARM」などと表記される。例えば、
「10/1 ARM」は、最初の10年

間は固定金利で、
その後は1年ごとに金利が見直される、
という

ことを表している。
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タイチ不動産
Taichi Realty

月1400ドルという抑えめの家賃が魅力の、
イーストハーレムのスタジオ・アパートメント。冷蔵庫やレンジなどの家電付きで、
すぐ新生活を始められる

創業30年の経験と実績
イーストハーレムに注目!

創

業30年を迎えたタイチ不動産は、経験を生かしたきめ

アベニューにかけてのエリアは、平地で地理的にも恵まれ

細かいサービスで、
ニューヨークで頑張る日本人の生

ており、隣接駅と比べても安全。お家賃を抑えつつ、充分に

活サポートを行う。事業は住宅不動産の賃貸、売買、仲介、管

マンハッタンライフをエンジョイできます」
と担当者は話す。

理、投資相談から、店舗のリースやオフィスビルなどの商業不

ニューヨーク市立大学ハンターカレッジ大学院と同じブロッ

動産売買、市場リサーチまで、不動産関連を幅広く担当。
賃貸物件として同社が注目しているのが、近年アカデミ
ックに開発が進んでいるという、
イーストハーレム地区。新た
な地下鉄の導入も間近で、過去マジョリティーを占めていた
スパニッシュ系住民の人口は年々減少してきているという。
「特に116ストリート駅周辺、
レキシントンアベニューから3
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228 E. 45th St., Suite #1800
(bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 212-983-7000
info@taichirealty.com
taichirealty.com

クにあるスタジオアパートメント
（写真）
は月1400ドル。
ランドリ
ールーム、暖房費込みで、
ケーブル設備も施行済み。
ウオーク
インクローゼット、冷蔵庫、
レンジ付きという充実した内容だ。
また同社は、短期滞在用アパートの仲介、
そして、空港から
アパートへのリムジンでの出迎えと携帯電話のレンタルサービ
スを併せた、
「らくらくパッケージ」
なども展開している。

ザ・コーコラン・グループ
The Corcoran Group

自身も投資や大家業を務めるプロが、顧客のニーズに合わせたサービスを提供

不動産のあらゆる相談に
きめ細やかなサービス対応

コ

Tetsuo Matsumoto
TEL: 914-374-7195
ted.matsumoto@corcoran.com
nycfudosan.com

ーコラングループは、
ニューヨーク市内でも最大手の不

のニーズにあったお手伝いをさせていただきます。当地での不

動産会社の一つ。住宅用不動産売買はもちろん、新

動産売買や投資などを考えられている人は、
ぜひお気軽にご

築物件開発にも高い実績を持つ。同社に勤務する松本哲

連絡ください」
と話している。

夫さんは、
ニューヨーク州公認不動産エージェント。マンハッタ

最近の同社の取り扱い物件の一例は、
マンハッタン区チェ

ン、
ブルックリン、
クイーンズで年間20件以上、不動産の売却

ルシーのロフトアパートメントの他、
クイーンズ区フォレストヒル

と購入を手掛ける他、
自身も不動産投資や大家業を行う、当

ズの戸建て住宅、
ブルックリン区ウィリアムズバーグやパーク

地での不動産業のプロフェッショナルだ。

スロープのコンドミ二アムなどがある。

松本さんは、
「マンハッタン、
ブルックリン、
クイーンズの住
宅・投資用物件の売買から物件管理、
テナント探しまで、業界

いずれの物件も、詳細は松本さんまで要問い合わせ。上記
に挙げた地区以外の物件も、幅広く取り扱っている。

最大規模のネットワークと、
きめ細やかなサービスで、
お客さま
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国内教育
© LeManna/ Shutterstock.com

義務教育

監修: 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

教育制度
アメリカの義務教育制度と就学期間は全国的に統括してお

らず、州、地域や学校によって違う。
ニューヨーク、ニュージャー
ジー州では6〜16歳まで、
コネティカット州は5〜18歳までが義

務教育。

学年割は、小学校は1〜5年生（または6年生）まで、中学校は

6〜8年生（または7〜8年生）まで。高等学校は9〜12年生まで

となる。
ニューヨーク市では5歳からのK（kindergarten=幼稚
園年長）からが義務教育となる。

公立学校への入学・編入
ニューヨーク市は各ディストリクトに分けて管理し、
それをさ

らにゾーン
（校区）に分けていて、居住地域のゾーン内の公立学

校に入学するのが一般的。審査の結果、特に秀でていると認め

られた子供は、学区を越えて入学を許可される特別なプログラ
ムもある。

費以外、学費はほとんど掛からない。私立学校は授業料や寄付

などで運営される。高額の学費が掛かる場合もあり、寄付金な

ども含め、経済的負担はかなり大きい。

全日制の日本人学校
ニューヨーク市、および近郊には全日制の日本人学校も

あり、児童は日本と近い環境で学ぶことができる。ニューヨ
ーク育英学園（japaneseschool.org）は小学部まで、ニュー

ヨーク日本人学校（gwjs.org）、ニュージャージー日本人学校

（newjerseyjapaneseschool.org）は、それぞれ小学1年〜中
学3年生までを対象としている。

幼児教育

監修: 高橋純子さん（教育コンサルタント）
jtkomet@gmail.com

デイケア / プリスクール
共働きが多いニューヨーク市内では、生後3カ月程度から子

供をナニーか私立のデイケア（保育園）に預けるのが一般的と

学齢に達した子供の保護者は、子供の入学手続きを行う義

いわれる。
ただし、義務教育（ニューヨーク市内ではキンダー=5

gov）では、住所を入力するとどのゾーンに属するかが分かり、

上の教育を行うプリスクールは、2歳前後からのクラスが多い。

務がある。
ニューヨーク市教育局のウェブサイト
（schools.nyc.
入学手続きに必要な情報を提供している。

転入希望の場合も同様に、入学を希望する学校で登録申込

書などの必要書類を取得し、児童の年齢を証明する書類（出生

証明書、
パスポートなど）、住所を証明する書類2点（光熱費の請

歳から）ではないため、一般的には費用は高額になる。保育以

3-K ProgramとプリK
3歳を対象としたプログラムは「3-K」クラスがある。
ニューヨ

求書や住居の契約書など）などを提出する。
ただし、必要書類

ーク市が公立のプログラムとして、全日制で無料かつ質の高い

確認すること。

いる。

は学校により若干異なるため、下記ウェブサイトにてあらかじめ
（g row i n g u p n yc .c i t yo f n e w yo r k . u s / p ro g ra m s /
kindergarten-and-elementary-school）

公立学校の運営費は所在地域の固定資産税で賄われるが、

多くの学校は連邦補助金などを受けている他、学校でバザーな
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どを行い、資金を集めている。公立学校は、昼食代などの諸経

早期幼児教育を、
すべての児童に提供することを目標に掲げて
現時点では、公立小学校が運営・提供するもの、市教育局の

職員が運営するプリK（4歳からのプログラム）が提供するもの、

そして教育局から援助を受ける私立の「NYCEECs」が提供する
無料のものがある。

市教育局のウェブサイトから、入学が可能な学校を探すこと

ができる。現在限定されたディストリクトで開校し、その住民の

学の専攻の半分以上が、特定の職業につくための実用的な分

野であり、卒業後の職業が明確にできない、伝統的なリベラル

入学が優先されるが、誰でも申し込み可能。

アーツ専攻の学生は年々減っている状況である。

分の受け皿が原則用意される。
市教育局の調査によると、現在、

の成績を取ってしまうと、ほとんどは退学となってしまう。
そのた

プリK選択肢は、3-Kと同様。

ろに行くと、元々の地力が足りないため退学になる可能性も高

補習校を選ぶというチョイスがある。市内には、一例として、た

一般的である。

4歳からの「プリK」は、義務教育ではないが市内全ての児童

プリK（半日、全日）に通う児童は7万1500人程度。
無料で通える
日本人にとっては、
ニューヨーク市内近郊の日系の幼稚園や

んぽぽ幼稚園（3〜5歳／japaneseschool.org）、
リセ・ケネディ

大学に入学したからといっても、安心できない。2回平均以下

め、大学に出願するときだけ頑張って、無理にレベルが高いとこ

まる。身の丈にあった大学を選び、
そこで努力をするというのが

（3〜5歳／jp.lyceumkennedy.org）、あおぞら学園（0〜5歳／
aozoragakuen.com）などがある。

ベビーシッター
日米では児童保護法の規定が違い、小学生以下の子供を、1

人で公共交通機関を使って通学させたり、子供だけで留守番さ

せると、親の責任放棄、児童虐待と疑われ通報される場合もあ

る。親の不在中や通学などには、ベビーシッターを雇い、同行さ
せるのが一般的。
単独行動が可能な年齢は、州法で明記されて

いない。心配が生じた場合は、ニューヨーク州の児童保護局な
どに相談すること。

（参考=ニューヨーク市教育局: schools.nyc.gov）

高等教育
ACTとSAT

義務教育が終了すると、次は大学進学となる。

アメリカの大学では入学審査の際に、
アドミッションテストと

呼ばれる、ACTかSATの成績の提出を求められる場合が多い。

アドミッションテストが出願要件となっている場合は、どちらか
のスコアを提出することになる。

2012年以降、ACTを受験する生徒が増えたが、2016年夏、

SATが新テストに移行してからは少し盛り返した。そのため、
ACTとSATの両方を受験し、
より良い成績を残せた方の点数を
提出しようとする学生も少なくない。

ACTとSATは全く違うテストで、ACTは36点満点、SATは1600

点満点と採点法も異なるため、単純に点数だけを比較すること
はできない。

また、授業料の高騰も否めない。卒業後のローンの支払いの

ために、学生は幅広い教養を身に付け、就職に直結する知識や

スキルを学ぶことを要求するようになった。近年、
アメリカの大
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リセ・ケネディ日本人学校
Lyceum Kennedy International School

人との触れ合いを基盤としたカリキュラムで、国際社会に貢献できる人材育成に力を入れる。
グランドセントラル駅近くで通学にも便利だ

ベテラン教諭による日本語指導
国際社会に貢献できる人材を育成

リ
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225 E. 43rd St.
(bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 212-681-7929
manhattan@lyceumkennedy.org
jp.lyceumkennedy.org

セ・ケネディは、1964年にフランス人のデュマス婦人に

献できる人材を育成。また集団生活や遊びなどの直接的・

よって設立、97年に日本人学校として、全日幼児部、土

具体的な体験から、人と関わる力、思いやりの心、物の整

曜補習校をマンハッタンに開設した。同校はグランドセントラ

理・片付け、思考力・表現力を育み、戸外活動や体操教室

ル駅と国連ビルの中間に位置。図書室や室内体育館などの

では健康な身体を育てることを目指す。3～15歳を対象に

施設も整っている。

幼児、小・中学生クラスがある土曜補習校、平日と土曜日の

全日制幼児クラス
（3～5歳）
では、文科省指導要領に基

放課後に活動主体・学習指導の2種類のプログラムを提

づき、ベテランの幼稚園教諭による日本語指導で、
日本語

供するアフタースクール、就園前の2歳児のための親子教

の基礎を確立。日本文化や習慣を体験指導することで、伝

室（1カ月に2回）
を催行。サマースクール
（2歳～小学生）
は

統を基調とする優れた人格を形成する。同時にESLや異文

夏休み期間中の平日に、文化体験や校外学習などを行う。

化交流を通して国際感覚を身に付けさせ、国際社会に貢

応募・入学条件は、
日本語での簡単な会話ができること。

ニューヨーク育英学園
Japanese Children's Society, Inc.

状況に合わせた日英のソフトランディングで、子供の学力向上をサポートする。
スクールバスの送迎サービスがあり、
マンハッタンからの通学も便利だ

日本の指導要領に準拠した教育を
習熟度別バイリンガル教育も充実

今

8 W. Bayview Ave.
Englewood Cliffs, NJ 07632
TEL: 201-947-4832
info@japaneseschool.org
japaneseschool.org

年創立40周年を迎えるニューヨーク育英学園は、東

スクール、週日アフタースクール、
ホームスクールシステムを提

海岸唯一の、全日制での幼小一貫教育機関
（3歳～

案。
さらに、週日のデイケアや1歳児からの親子教室の他、各

小6）
。文科省が定める幼稚園教育要領と小学校学習指導

種検定試験
（英検、漢検、TOEICなど）
の受験環境も整えて、

要領に準拠した日本語教育を行っている。小学部では日本語

多様化する教育ニーズに応える。同学園では、来米する子供

（国語）
、算数、理科、社会、体育、図工、音楽などを学ぶ。週

には英語への、
日本に帰国する子供には日本語へのソフトラ

10時間のオリジナルカリキュラム
「NY育英クロスメソッド」
で

ンディングを考える。教育に関する講演会や帰国子女のため

は、
ネーティブおよびバイリンガル教師の元、学年・レベル別ク

の学校説明会など、情報共有の場も充実。学校間の密な連

ラスのバイリンガル教育環境を提供。幼児部にも毎日英語の

絡・連携で、
日本や海外の学校への転出入や受験もスムーズ

時間あり。

だという。
またマンハッタンへのスクールバスあり。オープンハ

現地校に通う子どもたちの日本語補習校部門には、週末

ウスや見学会も随時行っているので、気軽に訪ねてみよう。
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アイベック・ランゲージ・インスティテュート
ibec language institute, inc.

語学講師らが、
ノンネーティブ向けに考慮されたカリキュラムで指導。つまづきやすい英語の基礎から国際会議でも通用するディスカッションまで幅広くカバーする

文化を学んで「真の英語力」アップ
アメリカ人講師と効率よく練習

英
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会話力と英語力、
そして何よりもアメリカ人とのコミュ
ニケーション力を身に付けたいという人から支持を集

369 Lexington Ave., 19th Fl.
(bet. 40th & 41st Sts.)
TEL: 212-867-2000
contact@ibec-usa.com
ibec-usa.com

注目コースは、
ニューヨークに引っ越してきたばかりの主婦
に向けた
「くらしの英会話」
（全8回／12時間、298ドル〜）
。

める
「アイベック」。語学だけでなく、
アメリカの文化や社会構

「上陸編」
では基本的なあいさつから当地の情報、
チップ制

造、政治経済の理解を深めることで、実生活で生きる英語を

度のルールや、誤解されやすい日本人のジェスチャーなどを解

学べることが最大の特徴だ。
リスニングおよびスピーキング練

説。一歩踏み込んだ
「生活編」
では、
ドアマンとの会話や量り

習は、音に徹底的に集中。正しく聞き取り、
フルセンテンスで

売りの注文方法、
アメリカ生活でしてはいけないことなどを指

話すことを、
語学専門のアメリカ人講師と継続的に反復練習。

南する。
グループレッスンなので、友人作りにも最適だ。他に

「ピアノで手と指の筋肉トレーニングをするように、英会話は

も、
ビジネスマン向けのディスカッションコースや「国際人材育

口と舌を鍛えることが必要。正しい方法で取り組めば、必ず着

成強化プログラムコース」
などを提供。真剣に英語を勉強した

実に英語力が伸びていきます」
と同校の担当者は話す。

い人に向けた、幅広い種類のコースを用意している。

カプラン・インターナショナル・ランゲージ
Kaplan International Languages

多彩なコースと学習環境をそろえ、
目的に合わせた効果的な英語学習法を提供する。
キャンパスがいずれもマンハッタンの中心地近くに位置するのもポイントだ

質の高い英語教育を行う語学学校
独自の学習システムで英語が上達

カ

•1790 Broadway, 5th Fl.
•350 5th Ave., Empire State Bldg.,
63rd Fl.
•623 Broadway
kaplaninternational.com

プラン・インターナショナル・ランゲージは80年間、業

プロフェッショナルが対象のプログラムでは、特別に考案され

界のリーダーとして質の高い英語教育を行ってきた。

た授業に加え、
セミナーやネットワーキングイベントの企画もあ

アメリカ政府が定める
「Student and Exchange Visitor
Program
（SEVIS）
」認定校であり、毎年150カ国から留学生
が集まる。英語圏主要6カ国、30都市に展開している。
専門家が開発した独自の学習システム
「K+」
を活用し、教

る。
またアメリカの大 学や大 学 院への入 学を考えている
場合は、TOEFL、GRE、GMATなどの英語試験対策コ
ースがお勧めとのこと。同校はさまざまな大学と提携して

室での授業やオンライン学習ツール、課外活動を組み合わせ

おり、アドバイザーが個別に進学対策をアドバイスする。

て、効果的に英語のスキルアップを図るのが最大の特長だ。

ビジネス英語コースでは、特別スキル授業によって自分の

1週間から受講期間を自由に設定できるフレックス英語コース

ニーズに合ったプログラムを受講。効率よくコミュニケーション

では、半日コースや集中英語コースなどを提供。30歳以上の

スキルを高めることができる。
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P.I.アートセンター
P.I. Art Center

アート、
デザインの基礎から、専門大学進学を見据えた実践的な学習までができる

ニューヨークでアート＋デザインを学ぼう
有名美術大学への進学準備をサポート

マ

ンハッタンに校舎を構えるP.I.アートセンターは、
アート、

（担当:中沢）

を専門的に習得したことがない人でも学べる環境を用意。

デザイン系の大学への進学準備のための専門機関

コースは、絵画、彫刻などを学ぶ、
ファインアート・スタジオク

で、留学生に対してはI-20の発行を行っている。1986年創

ラスの他、写真、
グラフィックデザイン、映像、Webデザインな

設以来、FIT、
パーソンズ、
プラットインスティチュートをはじめ、

どを学ぶコンピュータークラス、同校で最も人気の、
ファッショ

米国内、欧州などのアート、
デザイン系大学に数多くの卒業

ンイラストレーション、服飾、
アクセサリーなどを学ぶファッショ

生を送り出している。

ンクラスがある。
レベルによって基礎から、
それぞれの個性を

授業では、
ファッションデザイン、
グラフィックデザイン、
インテ
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328 7th Ave., 6th Fl.
TEL: 212-695-5470
piartcenterjp.com
n.tadashi@piartcenter.com

伸ばす指導を行っている。

リアデザイン、
アニメーションなどを学べる。当地のアート、
デザ

同校の担当者は、
「アーティスト、
デザイナーとして自立した

イン系大学の教授や現役アーティストが講師を務めているの

いと考える学生、
日本から世界に飛び出し国際的な舞台での

が特徴。基礎クラスも提供していて、
これまでアートやデザイン

活躍を目指す学生を全力でサポートします」
と語る。

アメリカン・ビューティー・インスティテュート
American Beauty Institute

技術だけでなく、関連する人体や化学の知識も学ぶ。本気でプロを目指す人のための学校だ

美容のプロを目指す人へ
資格取得コースもあり

ア

メリカン・ビューティー・インスティテュートは、美容術
（コ
スメトロジー）
の専門学校として2001年に開校した。

30 W. 32nd St., 4th Fl.
(bet. 5th Ave. & Broadway)
TEL: 212-564-2555
abischoolny@gmail.com
beautyinstitute.us

その他、
「エステティックコース」
（600時間）
では人体構造
やバクテリア、化学薬品などの勉強、
「ネイル・スペシャリスト・

校舎はペンステーションから徒歩数分で、通学のしやすさもポ

コース」
（250時間）
ではジェルネイルやパウダー、
ネイルアート

イント。ニューヨーク市教育局の認可校で、教師も全員、同局

など多岐にわたる技術の習得、
「ワックス・スペシャリスト・コー

のライセンスを保有している。将来のキャリアを想定して、教

ス」
（75時間）
では皮膚の基礎知識や専門技術などが含まれ

室や施設内は実際のサロンのような雰囲気になっている。

る。
また、市が定める実技試験への対策コースもある。

「理髪／美容術コース」
（1000時間）
は、
シャンプーやカッ

いずれのコースも学期制ではなく、入学時期はある程度調

ト、ヘアカラーなど理髪の基本技術の他、
メーキャップやネイ

整が可能。入学希望者は高校卒業以上の学歴が必要。
また

ル、
マッサージ、
そして衛生やビジネスマネジメントの勉強など

アプリケーション提出後、面接が設定される。日本語対応が

が含まれる、総合的なコース。

可能な職員もいるので、
まずは問い合わせを。
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伊藤さちよ舞踊団
Sachiyo Ito and Company

伊藤さちよさん
（写真左）
が主宰する同団では、古典から創作まで幅広い舞踊を学ぶことができる。桜祭りの参加申し込みはお早めに

ニューヨークで日本舞踊を学ぶ
踊りを通して日本文化を紹介

伊

藤さちよ舞踏団は、子供や初心者から経験者までの

間さちよ」
を受領。地唄舞を学び、独自のスタイル、新日本舞

幅広い層が日本舞踊を学べる団体で、1981年創

踊の境地を開拓。現在は古典発表と共に創作活動を行い、

設。初心者向けプライベートレッスンやセミプライベートレッス

国内外での公演の他、
日本文化教授プログラムやワークショ

ン
（2人まで）
では、
日舞の基本動作、舞扇の使い方、歌舞伎

ップなどを開催する。2008年に日米文化交流への貢献で外

舞踊、着物の着付けを学ぶ。

務大臣賞、11年にはニューヨーク市長宣告賞を受賞した。

経験者は古典歌舞伎舞踊や、伊藤さちよ創作舞踊を習

また同団は現在、
ブルックリン桜祭りで踊るダンサーを募集

得。舞踏団員になると舞台出演の機会があり、定期的に

中。半年レッスンするので、
日本舞踊未経験者もOK。希望者

オーディションを行っている。子供向けレッスンでは、扇子を

は名前、電話番号、
メールアドレス、年齢、
ダンス歴（日本舞

使った舞踊表現や行儀を学ぶ。稽古代は要問い合わせ。

踊、他）
を明記し、10月11日
（金）
までにメールすること。

主宰の伊藤さちよさんは、勘右門派藤間流の流儀名「藤
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405 W. 23rd St. (at 9th Ave.)
TEL: 212-627-0265
sachiyoitoandcompany@gmail.com
dancejapan.com
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一般
（引越し / ぺット）
© Spaskov/ Shutterstock.com

近距離引っ越し

監修:細井正明さん
米国日本通運 / TEL: 1-800-447-0808 / nittsu.com/hikkoshi

引っ越し手段を選ぶ
まずは、引っ越し先に持って行くもの、捨てるものを選別し、

で持って行く手荷物を選別しておくこと。
また業者に依頼する場
合は、依頼主は荷物の搬出、搬入ともに立ち会う必要がある。

ケーブルテレビやインターネットの接続、ガス、電気などの手

配はあらかじめ済ませておくとよい。特に業者が来て作業が必

要となるケーブルテレビやインターネットの接続を引っ越し日と
同時に済ませたい場合は、引っ越し作業が済む夕方ごろ予約す

るのがおすすめ。

子供がいる場合は、ベビーシッターに預けるなどしておいた

搬出入する必要がある荷物の量を確定させること。
その上で、1

方が作業の邪魔にならず、けがの心配がない。

業者の手を借りる必要があるのかを考える。

海外 / 帰国引っ越

人、
あるいは友人数人で運び出しができるのか、専門の引っ越し
荷物が少ない場合は、配車サービスを手配したり、U-Haulな

どでトラックを自分で借りるという手段もある。

引っ越し業者に依頼する場合、料金体系は、引っ越し作業に

掛かった時間分を払う
「時間制」
と、荷物の量や搬送距離で一律

料金を課す「フラットレート」がある。時間制の場合は最低単位

の時間から追加で掛かった時間の料金が上乗せされる。
含まれ

ないサービス内容、料金については事前に確認しておくと、
トラ

ブルを回避できる。

事前準備
建物のエレべーターを使う場合は、事前に搬出日にエレべー

ター利用の予約を取ること。
その際、
いままで住んでいた建物だ

けでなく、引っ越し先の建物のエレべーターの予約も取ること

を忘れずに。

建物によっては、エレべーターの予約だけでなく、搬出入時

に壁や床などの損害に備えて、引っ越し業者が加入している賠

償責任保険（Liability Insurance）の保険証書（Certificate of

監修修:細井正明さん
米国日本通運 / TEL: 1-800-447-0808 / nittsu.com/hikkoshi

引っ越しまでの流れ
引っ越し業者に見積もりを頼む時期は帰国の2~3カ月前。混

み合う時期はさらに余裕を持って動き始めた方がよい。見積も

り時には荷物の量の確認、引っ越しの日程の打ち合わ せ、
サー

ビス内容の説明などが行われる。持って帰るものと処分するも
のを決め、業者に情報をすべて伝えて相談すること。

引っ越し日が決まったら、処分できるものは処分しておく。
アメ

リカサイズの大型家具は、日本に持ち帰っても部屋に入らない
ことがある。

また、日本への持ち込みが禁止されている、あるいは課税対

象となる物品もあるので、事前に業者に確認してから梱包（こん
ぽう）を開始すること。

荷物量によっては日本での開梱（かいこん）に時間が掛かるの

Insurance）を提出するよう義務付けている場合もあるので、引

で、
リストには具体的品名を書くと後で見つけやすい。

社に確認すること。
また配達先の部屋（Kitchen、Livingなど）を

いくのが鉄則。
段ボールの中に隙間があると輸送中の破損の原

越しが決まったら、早い段階で事前に建物のオーナー、管理会
ダンボールに記載しておくと、搬入時にスムーズになる。

引っ越し当日
業者に引っ越しを依頼した場合は、運んでもらうものと自分

荷造りは、重いものを箱の底に、軽いものは上の方に詰めて

因になるので、隙間ができたら洋服やタオルなどを緩衝材とし

て利用するのがコツ。

荷物は船便、航空便、自分で持ち込む手荷物に分ける。日本

の自宅に配達するまで、船便は約2カ月半、航空便は約2週間か
かる。
船便第1便では、食器棚や本棚などの収納用の家具、季節
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外れの衣類、本などを1カ月〜2カ月前に出す。

れになる前に更新する必要がある。

けて2、3日〜1週間前に発送する。航空便の到着は、帰国後、1

ダウンロードして記入し郵送、
またはオンラインでも可能。料金

引っ越し当日 & 帰国日

ント。
申し込みから約4週間後に許可証が届く。

当地の生活で最後まで使うものは、船便第2便と航空便に分

週間程度が目安。

引っ越し当日には、手荷物と業者に持って行ってもらうもの

ドッグライセンスの申請と更新は、
ウェブサイトから申請書を

は、去勢・避妊手術済みの場合は年間で8ドル50セント、そうで
ない場合は4カ月以上が年間で34ドル、4カ月未満が8ドル50セ

番犬、および攻撃犬として訓練を受けたイヌを飼う場合は、

商業、個人目的にかかわらず、
ドッグライセンスに加えて番犬と

を、
しっかりと分けておくこと。
鍵、財布、携帯電話、
パスポートな

して登録する必要がある。

誤って業者に運ばれてしまうと、後で大変なことになる。

を変更する場合は5日以内に同局に報告する必要がある。番犬

2枚受け取り、2枚とも同じ内容で記入。
別送品の個数は手荷物

着けている必要がある。
登録料は10ドル。

どの貴重品、手荷物は部屋の1カ所にまとめておくことが肝心。
帰国日、飛行機内で配られる
「携帯品・別送品申告書」を必ず

以外の日本へ発送するものすべてに該当する。船便1便、船便2

便、航空便、そして車を送る場合はその数も含まれるので忘れ
ないように。

空港に到着したら税関職員に手渡し、1枚は税関が保有、もう

1枚は返却されるので、必ず税関のスタンプが押されているか確

認した上で受け取り、空港の引越業者のカウンターに渡すか、
業者に送付しよう。
この申告書が、船便や航空便到着時の通関
手続きで必要となるので、絶対に忘れないこと。

ペット

ドッグライセンス
ニューヨーク市保険精神衛生局は、イヌの飼い主に対して

「ドッグライセンス（許可証）」の取得を義務付けている。
ネコに
関する同様の規定はない。許可証は1〜5年の期限で、期限切

さらに番犬が行方不明になる、連れ去られる、または飼い主

は、首輪にドッグライセンスの札と番犬登録の札の両方を常に

〈ニューヨーク市保険精神衛生局〉

www1.nyc.gov/site/doh/services/dog-licenses.page

〈ペットに関連した施設〉

ASPCA Adoption Center:aspca.org

Animal Care Centers of NYC:nycacc.org
BARC: barcshelter.org

ペットと暮らす
ニューヨーク市内でペットも一緒に入居が可能な賃貸アパ

ートを探す場合、物件の数は限られているので、見つかるまでに
時間を要することが多い。

ネコは可でもイヌは不可とい う場合や、頭数が制限されてい

る場合もあるので注意が必要となる。

また一般的に、ペット帯同の場合は家賃やセキュリティーデ

ポジットが割高になると考えた方がよいとされている。
また、契

約書にペットに関する条項が明記されていることを確認するこ

と。
またトラブル回避のため、口約束での入居は避けた方がよ
い。
においや鳴き声をめぐり住民とトラブルになる場合や、動物

アレルギーの住人から苦情が寄せられる場合もあるので、近隣
への配慮が必要となる。
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一般
（生活）
© Rasulov/ Shutterstock.com

インターネット/ケーブルテレビ
監修: テレビジャパン
tvjapan.net

サービス提供の会社を選ぶ
ニューヨーク市および近郊では、居住する場所によって利用

できるインターネット／ケーブルテレビのサービス提供会社が
限定される。
そのため、各社のウェブサイトなどで事前に、自分

が住む場所で利用できるかどうかを調べる必要がある。大手で
はSpectrum、Optimum、Xfinity（Comcast）、Verizonなどが

ある。

サービスは基本的にはインターネット通信（モデム、
ワイファ

イルーターを提供）、
ケーブルテレビ放送（ケーブルボックスを提

供）、固定電話通信（留守電、転送機能付きなど）から必要なも

のを単独、またはバンドル（セットプラン）で選ぶことになる。料

金はインターネット、ケーブルテレビ単独の場合、月額50ドル前

後から。
バンドルでは単独で頼むよりも割安になる他、選ぶプラ

ンによっては、特典として映画チャンネルなどが付くことがある。

Spectrumの取次代理店として、
コールセンターを通じて新規

のインターネット、
ケーブルテレビ、固定電話の開設、
サービスの
追加を日本語で受け付けている。

〈インターネット／ケーブルテレビサービス提供会社〉
・Spectrum: spectrum.com

・Spectrum（日本語申し込み専用）: tvjapancables.net
・Optimum: optimum.net
・Xfinity: xfinity.com

・Verizon: fios.verizon.com

携帯電話
携帯電話の基本

ニューヨーク市内および近郊で利用できる電話会社が提供

するサービスは、契約が必要な料金後払いのサービスと、契約

が不要で事前に料金を支払うプリペイドに大別することかがで

また料金は一定期間を過ぎると変わることがあるので、契約

きる。

契約時に、設置工事の日取りを決める。
当日は作業員がケー

セージ利用がセットになったもの。
それぞれの項目で使用無制

すでにケーブル用回線が設置されている場合は、
それほど時間

料金後払いのサービスを利用する場合と、利用する端末を購

時に確認、検討すること。

ブル、
モデムなどの設置を行うので立ち会うことになる。住居に

一般的なプランは月決めで、通話、データ通信、
テキストメッ

限（Unlimited）と、使用制限を設けているものがある。

はかからないが、新たに回線を設置する、あるいは回線はある

入し、分割で代金を支払う
（端末の代金が月々加算される）場合

ケーブル回線の設置が必要で、時間がかかる。

バー（SSN）、
クレジットヒストリー（アメリカでのクレジットカー

がしばらく使われておらず、機能していない場合などは、新たに

日本語放送
当地の日本語放送は、地上波で視聴できるものと、ケーブル

テレビを契約した上で追加料金を払い視聴するものがある。

「テレビジャパン」は、NHKを中心に民放のドラマやバラエテ

ィー番組、邦画などをケーブルテレビ、衛星放送、IPTVを通じ
て、毎日24時間放送している日本語プレミアム・チャンネル。
「テ

レビジャパン」を運営しているNHKコスモメディア・アメリカは

は、基本的には契約が必要で、
ソーシャル・セキュリティー・ナン

ド信用履歴）などの提示を求められる。

ちなみに、各電話会社で販売している端末はスマートフォン

が主流だが、
フィーチャーフォンも購入可能。

プリペイド
プリペイドの利用の場合は、基本的にはSSNや信用履歴は必

要とされない。
プランとしては、月で決められた通話時間、
デー

タ通信量、
テキストメッセージ数が設定された定額プランと、使
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用分だけ料金が引かれ、料金を追加していくプランがある。

に確認しておいた方がよい。
英語で電気はElectric Power、ガス

どもあるが、大手4社（AT&T、T-Mobile、Sprint、Verizon）も、幅

で注意。

提供するのは、
プリペイドに特化した「Cricket Wireless」な

広いプランを提供している。
プリペイドの利点は来米から間がな

く、米国での信用履歴がない場合も利用できること。

〈主要な電気、ガス会社〉

を利用するサービス。
こちらは当地到着後だけでなく、日本滞在

・Con Edison: coned.com/en

「H2O Wireless」は、SIMカード
（回線はAT&Tのものを使用）

時にウェブサイトから申し込むことができる。
「H2O Wireless」を

取り扱っている
「アメリカ携帯屋Bookoff店」はブックオフのニュ

ーヨーク店内にブースを設けていて、日本語で相談を受け付け

ている。

携帯電話サービス提供会社

・AT&T: att.com

・T-Mobile: t-mobile.com
・Sprint: sprint.com

・Verizon : verizonwireless.com

・アメリカ携帯屋: america-keitai.com

電気・ガス・水道
電気・ガス・水道

ニューヨーク市を含むニューヨーク州内の電気、ガス供給会

社ではCon Edison（コン・エディソン）、National Gridなどが大
手。
ニュージャージー州では電気はJersey Central Power &
Light、Atlantic City Electricなど、ガスはNew Jersey Natural
Gasなどが大手となる。

まずは居住エリアで電気・ガス両方、またはいずれかのサー

ビスを供給している会社を確認すること。

賃 貸 の 場 合 、簡 単 な の は 住 居 の オ ー ナ ー や 管 理 人

に、そのエリアを管 轄する会 社を聞くか、比 較ウェブサイト

（chooseenergy.com）などで、居住地のジップコードを入力し
て調べること。

ニューヨーク州の公共局のウェブサイト
（dps.ny.gov）、ニュ

ージャージー州は公共事業委員会のウェブサイト
（state.nj.us/
bpu/assistance/utility）で、電力、ガス供給会社の一覧を提供

している。

サービス提供を開始するには、供給会社のカスタマーサービ

スなどに電話し、利用の開始日程の希望を伝えること。住所を

聞かれ、その後、係員がメーターを読むために家を訪れること

になる。

賃貸の場合は、
メーターがどこにあるのかをオーナーに事前
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はNatural Gas。
単にGasと言うと、ガソリンを意味してしまうの

New York

・National Grid: nationalgridus.com
New Jersey

・Jersey Central power & Light: firstenergycorp.com

（
「JCPL」を検索）

・Atlantic City Electric: atlanticcityelectric.com
・New Jersey Natural Gas: .njng.com

水道は、各地方自治体が管轄している場合が多いので、利用

を希望する場合は、市政府のウェブサイトを確認すること。

ニューヨーク市内の賃貸物件の場合、水道と暖房はオーナ

ーがテナントに供給する義務があるので、基本的には家賃に含

まれる。

オ ー ナ ー は 市 の 環 境 保 護 局（ D e p a r t m e n t o f

Environmental Protection）を通じて、登録する必要がある。

一般
（ID）
© Lane V. Erickson / Shutterstock.com

ソーシャル・セキュリティー・
ナンバー
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー
ソーシャル・セキュリティー・ナンバー（社会保障番号/SSN）

は、給与の受け取り、確定申告（タックスリターン）、銀行口座開

設、運転免許証の取得、住宅、携帯電話、電気・ガスなど各種の
契約などの際に、提示を求められる。

アメリカには戸籍制度がないため、個々の住民を認識するた

めのIDとしても重要な役割を持つ。九つの数字から成る社会保

障番号で、日本のマイナンバーに近い。
一度発行された番号は、
一生涯、一個人が所有するものとなる。

カードを紛失した場合は再発行が可能。
また結婚などで姓が

変わったり、転居して住所が変わったり、ビザステータスが変更

〈詳細・問い合わせ〉

Social Security Administration
TEL: 800-772-1213
socialsecurity.gov

〈申請書（SS-5）のダウンロード〉
ssa.gov/online/ss-5.pdf

運転免許
取得までの流れ

運 転 免 許 証 は 、居 住する州 の D M V（D e p a r t m e n t o f

Motor Vehicles/ニュージャージー州では、Motor Vehicle

Commission）で取得する。
基本的には、筆記と路上試験を受け

になった場合などは、必ず届け出ること。

るが、制度は州で異なる。

申請

一部免除措置はない。申請にはDMVが求める各項目に対して

申請するためには、
ソーシャル・セキュリティー・オフィスに赴

き必要書類を提出すること。
申請書はウェブサイトからダウンロ
ードできる。

市民でない場合は、有効な日本のパスポート、永住者はグリ

ーンカード
（Form I-551）、
あるいは労働許可証（I-766）、米国出

入国記録（I-94）、F-1、M-1ビザ保持者はビザのスタンプとI-20、
J-1、J-2ビザの保持者はDS-2019を、別途提出する。

社会保障プログラム
身分証明の役割も果たすSSNだが、本来は名前の通り、各種

社会保障プログラムを受けるための番号である。

就労する場合は、給与、収入からソーシャルセキュリティー税

を支払うことが義務付けられている。10年以上（40クレジット）
払った年数によって、老後年金、障害者年金、低所得者保障、
メ

ディケア（老後医療保険）などが受けられる。

ニューヨークでは、国外の運転免許証の保持者への、試験の

証明書類を提出する。
項目は生年月日の証明（パスポートなど。
日本のパスポートの場合は有効なビザとI-94）、
ソーシャル・セ

キュリティー・カード、州住民である証明（電気代請求書、給与明

細など2点）、身分証明（銀行カードなど）。有効な書類はウェブ

サイトで事前に確認すること。

また、DMVでは身分証明のみを目的とした、
「 Non-driver

Photo ID Card」も発行している。

ただしこれまでの「Standard」は、2020年10月1日以降、国内

線の飛行機に搭乗する際などに身分証明書として利用できなく
なるため、DMVは連邦政府が定める
「Real ID」の申請を推奨し

ている。

試験
筆記試験は予約不要で、DMVに行った日に受験できる。選択

式の質問20問中、14問以上の正解で合格。日本語での受験も
可能。
予想問題はDMVや自動車学校のウェブサイトに掲載され
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ているので、事前に勉強しておくこと。

筆記試験に合格し、視力検査にパスすると、5年間有効の仮

免許（ラーナーパーミット）が2〜3週間後に郵送されてくる。免
許証を持つ21歳以上の同乗者がいれば、州内の公道での運転
練習が可能。
ニューヨーク州では5時間の講習の受講が義務付

カードは、申請後10～14営業日で郵送で受け取るか、
または

15営業日以降に登録センター窓口で受け取るかを選ぶことが

できる。

（詳細は、www1.nyc.gov/site/idnyc/index.page で確認）

けられており、講習は自動車学校などで開講されている。

路上試験は、DMVが提示する日時・場所から選ぶ。希望の日

程、場所が提示されていなければ、提示されるまでウェブサイ

トをチェックするか、電話で確認する必要がある（必ずしも希望

日、場所で予約が取れるとは限らない。
またニューヨーク市内、

およびウェストチェスターの場合、取れる予約は約4~5週間後）。
試験に使用する車は、家族、知人や自動車学校などの車を自

分で手配する。
この際、
ラーナーパーミットや5時間講習修了証

の他、使用する車の登録証や車検証も持参すること。

路上試験では試験官の指示を正確に理解し、
きちんとそれに

従うことが大事。
試験に合格すると暫定免許が渡され、約2週間
後に正規の運転免許証が送られてくる。
・NY DMV: dmv.ny.gov

・NJ MVC: state.nj.us/mvc

ニューヨーク市民ID
IDNYCとは
ニューヨーク市が発行するカード型のID、
「IDNYC」は、写真

付きの身分証明証である。
パスポートを持ち歩くのは不安とい

う人、就労許可がない、あるいは妻帯者ビザなどで入国してい

る人には、何かとIDの提出を求められる際、気軽に持ち運びで
きるので、重宝する。
また、学校、病院や保険への申し込みの際
の身分証明証としても使うことができる。

その他、カード保有者には特典があり、美術館、動物園、映画

館などに無料で入場することができたり、一部のスクールやス

ーパーなどで割引を受けることもできる。
ただし、
アルコールの

購入の際のIDとしては使えず、運転免許証、
パスポートの代わり

にはならない。

カードの申請には、身分証明を最低3点、住居証明を最低1点

提出しなければならない。申請者は14歳以上であること、申請
者が14～21歳で保護者をともなわない場合は、提出書類の少

なくとも一つは写真付きであること、
そして提出書類の少なくと

も一つに生年月日が記載されていることが条件となる。

カードの申請にはウェブサイトで予約を取り、最寄りの登録セ

ンターへ書類を持って行かなければならない。
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一般
（交通）
市内の移動/交通機関
地下鉄

ニュー ヨ ー ク 市 内 で は 、M T A（ T h e M e t r o p o l i t a n

Transportation Authority）が運営する地下鉄（Subway）が整

備され 、利用者は年間のべ17億人以上（2017年、MTA調べ）。
文字通り市民の足となっている。

数字やアルファベットで示された25路線が、市内の472駅を

結んでいる。路線により急行（Express）と各駅停車（Local）が

あり、24時間運行している。
ただし天候、工事、
イベントなどによ

り、運行ルートやスケジュールの変更、運休が平日、休日問わず

頻繁に起こるので、駅構内やホームの掲示板に貼られた情報を
見ておくこと。

マンハッタン内では、
「Uptown（北行き）」と
「Downtown（南

ぶ、
エクスプレスバスが運行している。

バスへの乗車は、
アイコンと路線名が表示された標識のある

バス停で待つ。運転席横にある機械に現金を入れるか、または

メトロカードを挿入。降車する際には、手すりにあるストップボ
タンか、窓のふちにあるテープを押し、後部ドアを使用する。

料金は、
メトロカードを利用する場合、地下鉄と同じ。現金で

支払う場合、1回分の運賃は3ドル、
メトロカード利用は2ドル75

セント。またエクスプレスバスは6ドル75セント
（2019年9月現
在）。

タクシー
マンハッタンの象徴ともいえるイエローキャブは24時間走っ

ている。
車体の上部にあるランプが付いているのが空車で、手を
上げて停める。
乗車してから、行き先を告げる。
正確な住所を告

げても良いが、目的地を交差するストリートやアべニューを教え

行き）」がある。
路上から駅への入り口がそれぞれの方向専用と

てもよい。

先を確認してから改札を通ること。

いの際にはレシートをもらっておくとよい。
レシートにはタクシ

の切符）、または金額を補充して使うメトロカードを購入する。

合わせや、苦情を報告する際に役立つ。

いう場合が多く、構内で行き来ができないことが多いので、行き
乗車には駅構内の券売機でシングルライド
（1回乗車分の紙

2019年9月現在で、シングルライドは3ドル。
1ドルでメトロカード

支払い方法は、現金、クレジットカード、デビットカード。支払

ーの登録番号が記入されており、車内に忘れ物をした際の問い

初乗り料金は2ドル50セント。
それに、ニューヨーク州税とし

を購入して使う場合は、1回分の運賃は2ドル75セントと割引と

て50セントが加算される（2019年9月現在）。1/5マイルごとに

カードも、駅の券売機で購入することができる。

6時）は50セントの、平日のピーク時（午後4時〜午後8時）は1

なる。
また7日間（33ドル）、30日間（127ドル）乗り放題のメトロ

改札を通過する際には、切符、
メトロカード共に、カードリー

ダーにスライドさせて、
ターンバーを押して入る。各駅には駅員

が24時間常駐しているブースがあるので、何か問題があるとき
は、駅員に相談するとよい。

バス

50セントが加算されていくシステム。夜間（午後8時〜翌日午前

ドルの追加料金が課される。橋やトンネルを通る際には通行料

（Toll Fee）が料金に加算される。
チップはメーター料金の15〜
20%を目安にして支払う。

また、JFK国際空港〜マンハッタンは基本料金が52ドル（その

他に、州の税金やラッシュアワー料金などが加算される）に設定

されている。
それ以外の区は、通常の料金が適応。
ニュージャー

ジー州にあるニューアーク・リバティー国際空港への往路には、

マンハッタン、クイーンズ、
ブルックリン、
ブロンクス、
スタテン

メーター料金以外に17ドル50セントの追加料金が請求される。

などを含め、300以上の路線が運行している。
路線名はアルファ

（96ストリート以北は除外）で客をピックアップすることが許可

アイランドの5区を走るニューヨークのバスは、各駅停車や急行

ベットと数字で表示されていて、
アルファベットは5区の頭文字

を表わす。
また、平日のラッシュ時にはマンハッタンと他区を結

イエローキャブ以外に、
ニューヨーク市内のマンハッタン以外

されている、ボロキャブがある。ボロキャブのタクシーは車体が
緑で、
イエローキャブと区別されている。
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配車サービス
タクシー以外の配車サービスとして、
スマートフォンアプリな

どを利用するUberやLyftの他、
リムジンサービスなどがある。

Uber、Lyftなどを利用する場合は、
スマートフォンアプリを事

前にダウンロードし、クレジットカード情報などを入力しておく

こと。
ピックアップしてもらう場所と行き先を指定して配車予約
をして、降車時に料金精算を行う。

自動車の利用

監修: 森部壮平さん、堀竜一郎さん
Gulliver / TEL: 914-368-7701 / gulliverusa.net

リース
アメリカでは自動車を所有する際、購入に限らず新車のリー

スも一般的な選択肢として考えられる。
新車のリースは、ディー

リムジンサービスは事前に配車を手配する完全予約制で、料

ラーまたはリースを専門とする会社で契約ができ、
リースは3年

サイトから、または電話で行う。出発地と目的地の住所、ピック

距離が長くなるのに伴い故障の発生率も高くなるため、新車に

金の支払いは予約時などに行う。予約はリムジン会社のウェブ

アップの日時、乗客数、荷物の数、希望する車の種類を伝えるこ
と。料金は各会社や希望する車の種類によって料金システムが
異なるので事前に確認すること。

レンタルシェアバイク
2013年に登場したレンタルバイクのシステムで、19年3月現

在、利用可能な自転車（バイク）は1万2000台、専用ドック
（駐輪

ごとの契約が一般的。自動車は基本的に乗っている年数、走行

2〜3年ごとに乗り換えれば、そうした心配が少なくて済むとい

うのがリースの利点。

最初に頭金（車の価格の20%程度）を支払い、その後は月々

のリース料を支払っていく。
購入より安いというよりも、一時金と

しての出費が抑えられるのが利点となる。
ただし、クレジットヒ

ストリーによってはリース料が高くなったり、
リースができないと
いうケースもあるので、事前に確認すること。

メンテナンスは基本、自己負担となるが、車種によってはリー

場）は市内および近郊で750カ所ある。利用可能なエリアは、
マ

ス料金にメンテナンスサービスが含まれるものもある。所有す

ンズの一部、
ニュージャージー州ホーボーケン、ジャージーシテ

要がある。
そのためカスタマイズなどを施しても、無駄になって

ンハッタンはハーレムを北限にほぼ全域、
ブルックリン、クイー

るわけではないため、契約終了時には購入時の状態に戻す必

ィーの一部。

しまう。
また途中で契約を破棄する場合は、契約期間の支払額

内（30分、年間バス所有者は45分。遅延すると15分ごとに4ドル

る場合は事前に考慮して契約すること。

ートフォンアプリまたは専用ドックにある券売機で利用期間を

キャップ（制限）も設けられる。年間の走行距離のキャップは一

専用ドックにあるバイクの番号を使って解除し、規定の時間

追加料金）に別の（あるいは同じ）場所の専用ドックに戻す。
スマ

選び、料金をクレジットカードで支払う。1回3ドル、1日パス12ド

ル、3日パス24ドル、年間パスで169ドル（それぞれ税別）。

郊外への交通機関
MTAおよび子会社が運営する交通機関は、
ニューヨーク市を

起点に、
アップステートへのメトロノース鉄道、ロングアイランド
へのロングアイランド鉄道、ニューヨーク・ニュージャージー港

湾公社が運営するニュージャージー州へのパストレインがある。

を満額で払うことになるので、日本への帰国時期が決まってい
またリース契約の場合、利用期間だけでなく年間走行距離の

般的には1万マイル程度で、それを超えると追加料金が発生す

る。
リース車を遠方への通勤用として、
また企業の営業車などと

して使用する場合は、年間走行距離がキャップを超えると予想
されるので、
リースではなく購入を検討した方がよい。

購入
自動車の購入にはアメリカの運転免許が必要。新車、中古

車の購入はディーラーを通じて行うのが一般的。購入に自動

車ローン
（ファイナンス）を利用する場合、申請にクレジットヒス

トリーが必要。中古車を選ぶ際は、信頼の置けるディーラーに
相談して購入すること。
アメリカで販売される車は全て車体番

号（VIN）が付けられ、ウェブサイト
（carfax.com、autocheck.
com）で番号を元に、車の登録場所、過去の所有者人数、走行距
離、事故記録、
レンタカーとしての使用記録などが分かる。

車社会で中古車が多いアメリカでは、特に滞在期間が限られ

る場合、必要年数で安心して乗れるものを選べば、ワンランク
上の車種に乗れるのが魅力とされる。
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うどんがNYに根付くには
「つるとんたん」
インタビュー

日本発のうどんチェーン店が、
ニューヨークに進出して3年。
ここまでの成功の背景を、同店の植松錠史さんに聞く。

本質的な味を再現するために
うどんという食べ物は、米国で確実に浸

採用。
高い天井にシックなフルバー、
そしてモ
ダンな内装は、良い意味でうどん店の既存
イメージを壊した。

透しつつある。地方のショッピングセンター

グランドオープニングの時の様子を、植松

の和食店でも、必ずと言っていいほどメニュ

さんは「ニューヨークタイムズなどの名だた

ーにあるし、米国人はしょうゆの味もダシの

るメディアが取材に来て、連日大盛況でし

香りにも慣れている。
それだけに、
ファストフ

た」
と回想する。

ードとしてのうどんは、
ニューヨーカーにも受

しかし、同店の勝負どころはここから。植

け入れられやすいと思うのだが、
「つるとん

松さんは同店の「日本から来た」
という物珍

たん」の米国展開は、非常に慎重なものだ。

しいイメージが、
「ニューヨーカーにとってな

3年前にユニオンスクエアに米国初号店を

じみの店」に変化するよう、ローカライズを

オープンして以来、2店舗目をミッドタウンに

目指した商戦を展開。今現在、街の人に食

開いたのみ。

べられていることが肝要なのだ。味が濃くて

「本質的な味をリーズナブルに提供した

はっきりしたうどんが好まれると分析し、今や

い、
という思いがあります」
と、つるとんたん

売れ筋となった
「担々麺」
をプロモーションし

ブランドを展開する
「ダイニングイノベーショ

てみたり、
ミッドタウン店では仕事帰りの社

ン・ニューヨーク」東海岸・代表取締役社長

会人を狙った、遅め（午後8時30分以降）の

の植松錠史さん。
「 麺もスープも、全て店舗

ハッピーアワーを導入したり。
さまざまな試み

で手作り。経験を積んだスタッフでないと、

を仕掛けてきた。

日本人が慣れ親しんだゆで加減や、
スープ

その甲斐あって、今や初号店も2号店も、

の塩梅（あんばい）
が分からない。今の品質

客層の大半がローカル客。客層も家族連れ

を保つためには、時間を掛けた人材育成が

からビジネスマンまで幅広い。今冬オープン

大切なんです」

予定のボストン店も、
「ニューヨークで人気の

日本のメニュー含め、
「 つるとんたん」が
保有するうどんのレパートリーは約400種も
ある。
これを年4回、季節ごとに入れ替え、客
が「何度でも戻って来たくなる店」
を目指す。

大事なのは、定着すること

店が来る」
というスタンスで準備中だ。

転換期を迎えて
前述のボストン店のオープン含め、今、
米国「つるとんたん」は全米進出の計画を、
着々と進めている。

ラーメンに起点をなす麺ブームに沸いて

「目指すのは、例えるならば『チーズケー

いた、2016年のニューヨークで、
うどんが市

キ・ファクトリー』。各都市に必ずといって良

民に受け入れられることに「確信があった」

いほどあり、いろんなメニューがそろってい

という植松さん。初号店の場所にユニオンス

るから、
『この店に行けば間違いない』。わ

クエアを選んだのは、同エリアにいる、食に

れわれもそういう存在になれれば」

敏感な若者層を取り込む狙いがあった。

日本の元祖ファストフード、
うどんの真な

うどん目当ての客だけではなく、軽くつま

る挑戦は、
まだ始まったばかり。
カクテルとつ

みを食べ、気軽に一杯ひっかける客も想定

まみ、
そしてうどん。
ニューヨーカーの新たな

し、店内はダイニングスペースという形態を

定番ディナーとなるか。

TsuruTonTan
Udon Noodle Brasserie
tsurutontan.com
<Union Square>
21 E. 16th St.
(bet. Broadway & 5th Ave.)
TEL: 212-989-1000
<Midtown>
64 W. 48th St.
(bet. 5th & 6th Aves.)
TEL: 212-575-2282
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当地の日本人に寄り添って30余年

TICグループの終わらない取り組み
イーストビレッジを中心に、
ニューヨーク市内で飲食店17店舗を展開するTICグループ。
当地で暮らす日本人に長年貢献してきた同グループの取り組みについて、代表の八木秀峰さんに聞いた。

50年前に船でアメリカに渡った八木さん
は、1970年代にニューヨークに移住。
イースト
ビレッジで24時間営業のダイナーや青果店
をスタートした。
これが同グループの原点とな
り、
1984年に、
江戸前すし店「波崎」
を開店し
た。
「当時のイーストビレッジは廃墟だらけで、
日本人もほとんど住んでいなかったです」
と
八木さんは振り返る。
以来、
イーストビレッジを中心に、
しゃぶしゃ
ぶ専門店「しゃぶ辰」
をはじめ、
「酒場でしべ
る」
「酒蔵」
「蕎麦屋」
「咖哩屋」
（※「り」は
口へんに厘）
などを次々オープン。本格日本
食専門店だけでなく、
たこ焼き、
お好み焼きの
「お多福」などのストリートフード店、
レトロな
喫茶店・バー「ハイカラ」、
そして今年はテーク
アウトのスイーツ店「茶菴 BONBON」
もオー

を探してほしいという日本の親からの依頼を

プン。時代の変化に合わせて、多角的に店

受けたこともあるとか。

舗展開を続けている。

年1回開催している。
飲食ビジネスへの取り組みも続く。毎年当

当時は誰も扱ってなかった携帯電話のサ

地のシェフを金沢に送るなどの試みで日本食

「『そんなにいろいろやらないで、
ひとつだ

ービスも、
いち早く手掛けた。
ニューヨークテレ

の普及に務める。八木さんは、
「ジャパンタウ

けやればいいのに』
とよく言われるのですが、

フォンのエージェントとして、駐在員などから

ンと言われるイーストビレッジに、世界各国で

時代に合ったいろんな日本の食べ物を、
ニュ

の依頼を一手に引き受け、
日本の大手電話

料理を勉強してきた日本の若者が集まって、

ーヨークから世界に発信して紹介していきた

会社の販売店に紹介。
また、TOTOの正規

店を開けてもらえたら一番いいですね」
と期

いんです」

代理店として、35年に渡ってウォシュレット商

待の目を向ける。

品を扱っている。

当時は、
さながら
「グーグル」

「ここに住む日本人の生活が少しでも便利
になるようにと願って、
続けています」
と八木さ

飲食業界をけん引し続ける同グループ

ジャパンタウンから発信

の略。
「今でいうグーグルの代わりをやってい
ました」
と八木さんはニヤリ。

だまだ続く。

んはほほ笑む。

の活動は、
それだけにとどまらない。
そもそも
TICは「トータル・インフォメーション・センター」

いつの時代もニューヨークに住む日本人の
暮らしに寄り添う、TICグループの活動は、
ま

90年代には、
イーストビレッジで日本のお祭

情報が入手困難だった時代に、
予約が難

りを開催し、
みんなで神輿（みこし）
を担ぎ、屋

しいトップレストランの予約取りや車の手配に

台を出し、
柔道や踊りなどの伝統文化を披露

始まり、1954年製のハーレーダビッドソンを探

して日系コミュニティーを盛り上げた。現在は

して日本の依頼主に送ったり、
音信不通の娘

日系人会の高齢者をもてなす「敬老会」を、

TICの飲食店（一部抜粋）

tic-nyc.com

波崎
（210 E. 9th St.）
しゃぶ辰
（216 E. 10th St.）
蕎麦屋
（229 E. 9th St.）
酒蔵
（ 211 E. 43rd St.／231 E. 9th St.）
咖哩屋
（214 E. 10th St. 他）
酒場でしべる
（240 E. 9th St.）
ハイカラ
（214 E. 10th St.）
茶菴
（230 E. 9th St.）
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グロサリーストア・リスト
ローカルのスーパーマーケット
（A to Z）

New York, NY 10011

Midoriya Union Squair

Costco

300 7th St.

New York, NY 10003

日本にも展開する、有料の会員制ホールセー

ルストア。肉、野菜などの食品から衣類、家電
まで幅広く取り扱っている。
costco.com

Brooklyn, NY 11215
<Mi-Ne Deli>
496 6th Ave.

New York, NY 10011

Foodtown

Daido Market

クを中心に展開。

White Plains, NY 10605

1955年創業。ニュージャージー、ニューヨー
foodtown.com

Key Food

1937年にブルックリンで創業。
ニューヨーク

2915 Broadway

Food Bazaar Supermarket

どが追加された。

816 White Plains Rd.
H Mart

1982年にクイーンズ・ウッドサイドで創業。
ハ

ナルム・グループが運営するチェーン店。
アジ

ア食材が豊富。
全米で60店舗以上を展開。
hmart.com

wholefoodsmarket.com

Hong Kong Supermarket

NYおよび近郊にある、
日系店または日本の食品がそろう店

を含む全米６店舗を展開。日本、中国、韓国、

Dainobu（市内5店舗）
dainobu.us

1981年、ロサンゼルスで創業。
ニューヨーク
ベトナムなどのアジア系食品がそろう。

157 Hester St.

New York, NY 10013

＜East 47th Store＞

Katagiri（市内2店舗）

New York, NY 10017

< 59th Street Store>

129 E. 47th St.

<West 56th Store>
36 W. 56th St.

New York, NY 10019

<Greenwich Village Store>
498 6th Ave.

sakura-yajapanesemart.com

Roslyn Heights, NY 11577

Scarsdale, NY 10583

れ、
アマゾン・プライム会員向けのサービスな

73-05 Austin St.

facebook.com/ctfujimart

品が充実している。

パーマーケット。17年にアマゾン社に買収さ

Harrison, NY 10528

Shin Nippon Do

Fuji Mart Scarsdale

全米400店以上を展開するナチュラル系スー

283 Halstead Ave.

1212 E. Putnam Ave., #1

オーガニック、ナチュラル系スーパーマーケッ

Whole Foods Market

Oishinbo

Forest Hills, NY 11375

Riverside, CT 06878

traderjoes.com

mitsuwa.com

foodbazaar.com

keyfood.com

ト。冷凍食品からお菓子まで、自社ブランド商

595 River Rd.

Sakura-Ya Japanese Mart

Fuji Mart CT

Treader Joe’s

Brooklyn, NY 11211

1988年創業のアジア食品を扱うチェーン店。

ニューヨーク近郊で20店舗以上。

を中心に近郊に200店舗以上。系列店にスー

パーフレッシュ、
フードエンポリウムがある。

167 N. 9th St.

Edgewater, NJ 07020

Astoria, NY 11106

jubileeonjohn.com

Midoriya Brooklyn

facebook.com/DaidoMarket

ー。
高級食材の品ぞろえに定評あり。
New York, NY 10038

midoriyany.com

Mitsuwa Marketplace

Family Market

99 John St.

11 E. 17th St.

522 Mamaroneck Ave.

Jubilee Market Place on John

ファイナンシャルディストリクトにあるスーパ
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<Brooklyn Prospect Park Store in J+B>

katagiri.com

224 E. 59th St.

63 Mineola Ave.

shinnippondony.biz

Sunrise Mart（市内４店舗）
sunrisemart-ny.com
<East Village>

4 Stuyvesant St., 2nd Fl.
New York, NY 10003
<SoHo>

494 Broome St., #2213
New York, NY 10013
<Midtown>

12 E. 41st St.

New York, NY 10017

<Brooklyn (Japan Village）>
934 3rd Ave.

Brooklyn, NY 11232
Taiyo Foods Japanese Grocery Store
45-08 Locust St.

Sunnyside, NY 11104
taiyonyc.com

New York, NY 10022

Tominaga Shouten

370 Lexington Ave., #107

Port Washington, NY 11050

<Grand Central Store>
New York, NY 10017

169 Main St., A

お店から住宅まで
リフォーム・リノベージョン
何でもお任せください!!
長 年に渡り日本で

建 築 関 連の経 験あり

！

いっしょに素 敵な住まいを

つくりましょう

！
！

ご予算、
ご希望に合わせ無料でお見積りいたします。
SNB建築会社

☎718-312-2039

詳しくはCho(チョー）までお電話ください。

NHKコスモメディア アメリカ
NHK Cosmomedia America

© NHK

© NHK

© NHK

NHK連続テレビ小説「スカーレット」
（写真左）
をはじめとした注目のテレビドラマや、子供番組、
バラエティー、
リアルタイムのニュースなどを放映

日本語チャンネル「テレビジャパン」
いつでも日本とつながれる安心感

N

TEL: 877-885-2726
tvjapan.net

（※受付はオンラインフォーム、
または電
話から）

HKコスモメディア アメリカは、毎日24時間放送の日

どを放映。テレビをつければ24時間いつでも日本とつながる

本語テレビチャンネル「テレビジャパン」
を運営する

安心感が得られるのだ。衛星放送、各地のケーブル会社、大

他、大リーグやPGAなどの日本向けスポーツ中継、
ドキュメン

手電話会社によるIPTVを通じて、全米・カナダ8万世帯に提

タリーや情報番組の制作を行う、総合メディア企業。有料プ

供する他、全米のホテルの客室でも視聴可能。
またアメリカ

レミアムチャンネルのテレビジャパンは、NHKを中心に民放

ン航空の太平洋航路の機内放送用に、
ニュースや番組の

各局から選りすぐった番組を、ハイビジョン
（HD）
の鮮明な映

提供も行っている。視聴するには、配信会社と契約し、基本

像で楽しめる。
リアルタイムのNHKニュースをはじめ、最新ド

サービス／チャンネルパッケージと一緒に申し込むことが必

ラマや話題の映画、
ドキュメンタリー、
バラエティー、音楽番組

要。
日本語で申し込みたい場合は、
正規代理店のスペクトラム

などの幅広いエンターテインメント、
また海外での子育てには

（tvjapancables.net）
で。現在、
テレビジャパンへの新規加

かかせない「生きた日本語」が学べるアニメや子ども番組な

入で25ドルがもらえるプロモーションも実施中。
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飽きのこない店づくりを目指して
開店2周年を迎えた、
グランドセントラル店。
片桐副社長の
和田圭さんに、
今後の展開について聞いた。

生鮮食品へのこだわり

「片桐」副社長インタビュー

の人徳あってのことだろう。

一つでも多く棚に陳列することを心掛けてい
るそうだ。

1906年にアメリカへ移住した片桐兄弟

何度も足を運んでもらえる店づくり
今後の展開について

が07年に創業以来、
ニューヨーク最古の日
本食スーパーマーケットとして君臨し続ける
「片桐」。
その歴史は、当時の電話帳にも記
録として残っているという。
長年、来米した日本人にとっての拠りどこ
ろとして、日本食品を届け、
お客さまに愛さ

2017年にオープンしたグランドセントラ
ル店は、開店からちょうど2年が過ぎたとこ
ろ。客層や売れ行きもオフィス街ならでは
で、
59丁目店とは異なるという。
「59丁目店はアジア層、白人層が多いの

店舗裏のキッチンで毎日作られる弁当や
総菜にも
「改革」
を検討しているらしい。
「スパイシーな物よりも日本らしい弁当の
バリエーションを、
今後はもっと増やしていき

れ続けるその秘訣（ひけつ）
とは、何だろう

に比べ、
グランドセントラル店はランチタイ

たいですね」
と和田さん。常に通い続けても

か。2000年以降、他の日系スーパーマーケ

ム以外だと、圧倒的に日本人が多いです

らえる店づくりを考えている。

ットの進出も増えてきている中で、他店との

ね。逆にランチタイムは圧倒的にアメリカ人

「できれば、酒（特にビール）の販売資格

違いと聞いてみると、
「やはり生鮮ですね」
と

で、
お弁当と一緒にデザートを購入してくれ

を取りたいです。
メトロノースは飲酒OKで

副社長の和田圭さんは即答。

るお客さまが多いんです。ゼリーやプリン、

すので、
ビール缶とおつまみの『ほろ酔いセ

ロールケーキなど、最近はデザートコーナー

ット』
を出していきたいですね。例えば、つく

「マーケットで仕入れることもありますが、
刺身、焼き魚などを中心に、日本の魚を取り

の商品がどんどん増えてきています。
カステ

ね、
ねぎまなどの焼き鳥と枝豆、たこ焼きな

扱っています。
グランドセントラル店は、
ブル

ラだけでも10種類ほどあり、豊富に品ぞろ

ど。乗車中はもちろん、発車時間までの待ち

ックリンの『おさかな』
と提携しています。肉

えをすることで、
お客さまに来店する楽しみ

時間を潰すのに、近くの居酒屋へ行くよりも

も各店舗で処理し、時には和牛も販売。野

を持っていただけるよう、
努力しています」

お得な値段でセット販売できればと考えて
います。
テナントにも、一緒に協力してもらう

菜も日本の野菜を中心に、小分けにした分

その他、15種類以上もある納豆の他、調

量で販売する日本らしいスタイルにしていま

味料の棚も充実具合が半端ではない。
「調

すね」

味料は棚を埋めるべく頑張っています。
アメ

もちろん、利用者が一番気になる価格の

鮮度が命の生鮮品は、仕入先選びも重

リカ人はアジア系の調味料を求めている人

ことも忘れてはいない。日本クラブの会員な

要。長年続く仕入れ先から新しい仕入先ま

も多いですから」
と和田さん。客側が自由に

ら、
レジで会員証を見せると全品どれでも5

で、良好な関係を続けられるのも、和田さん

選べるサービスを提供しつつ、常に商品を

％割引（ただし現金払いのみ）
となるという

つもりです」

サービスを継続中だ。
「今後は、
企業タイアッ
プや特産品フェアなども増やし、飽きのこな
い店づくりを展開していきたいですね」
と和
田さん。
新しい取り組みを続ける片桐の未来は、
明るい。

Katagiri
<59th Street Store>
224 E. 59th St. (bet. 2nd & 3rd Aves.)
TEL: 212-755-3566
<Grand Central Store>
370 Lexington Ave., #107 (at 41st St.)
TEL: 917-472-7025
katagiri.com
１９０７年、創業当時の片桐兄弟
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NY初の精米店に

行ってみよう!

ザ・ライスファクトリー・
ニューヨーク 訪問レポ
8月下旬、ついにスカースデールでグランドオープンを迎えた精米店「ザ・
ライスファクトリー・ニューヨーク」。スカースデール駅から車で約5分のと
ころにある同店は、ガラス張りで明るく、開放的。従来の精米店のイメージ
を覆す、どこかモダンですっきりとした印象だ。
取り扱う米は、無農薬・低農薬農家指定の日本産のみ。同店の特約米
「カミアカリ」といった、日本の大型スーパーにすらほとんど流通していな
い、少数生産の銘柄もある。カウンターでは、硬さや甘みなど五つの要素で
それぞれの米を紹介しているので、料理や個人の好みで銘柄を選んでみる
といいだろう。精米度合は5段階に指定可能。炊飯時間や食感、玄米成分
などを考慮しながら、少しずつ自分好みのものを探っていこう。米は注文を
受けてから、カウンターの小窓奥にある精米機で精米される。
精米を待つ間は、食事がさらに楽しくなるサブアイテムをチェック。ふり

▲米びつに入った
玄 米は 、ふっくら
ツヤツヤ。フタを
開けると、食 欲を
そそる香りが漂う

かけや炊き込みごはんの素、明太子はもとより、しょうゆや有機みそ、みり
んなど、おかずのクオリティーを上げる自然・オーガニック志向の商品は、
日本出身でも「こんなものあるんだ」と感心するものが多い。近いうちに、
カレーやおにぎりなどの店頭販売も始めたいとのこと。

◀用途やおかずの
種類を店員と相談
しながら、銘柄を
選んでみよう

こだわりの米を買うなら、保存方法にもこだわって、できるだけ長く味わ
う工夫も忘れずに。同店では香り高い桐の米びつや、米の食感を損なわな
い特別な「しゃもじ」など、匠の味を再現できるグッズも併せて売中。
「アメリカでも、新鮮でこだわりの銘柄の米を食べて、
『ご飯ってこんな
においしいんだ』と実感してくれれば」と、店主の伊藤聡さんは語る。日本
食は米国でかなり浸透したが、クオリティーにこだわれば、もっとみんなが
米食を好きになるに違いない−−。スカースデールの街が、炊きたてご飯の
いい香りに包まれる日は、すぐそこまで来ている。

The Rice Factory New York
1019 Central Park Ave.
Scarsdale, NY 10583
TEL: 914-357-6765
trf-ny.com
メトロノース・スカースデール駅より
車で約5分

◀天 然 醸 造で深い
味わいが特徴の「鶴
醤（つるびしお）」な
ど、こだわりの調味
料が所狭しと並ぶ

▲精米の様子は
カウンター 近く
の小窓からも見
学可能
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ニューヨーク結婚相談所
New York Marriage Japan

Photo by Odua Images/ AdobeStock

Photo by A_Team / PIXTA

確実かつ安心安全の出会いを求める人に支持される同社のサービスは、選べる2タイプを用意。
シーズンごとのイベントもあり、楽しみながらパートナー選びができる

ニューヨークで本気の婚活
面接と身元確認で安心の出会い

事

92

※カウンセリングは対面、
もしくはオンライ
ンで対応

contact@nykekkon.com
nykekkon.com

前にしっかり身元を確認するお見合いシステムで、

い、国籍や国境にとらわれずに相手を探したい人に最適だ。

結婚につながる安全な出会いを提供するニューヨ

ハイエンドな大人の少人数制婚活パーティーをシーズンごと

ーク結婚相談所は、
ニューヨーク州内で唯一のアクティブな

にマンハッタンで開催しており、
「毎回カップルが誕生し、雰囲

日系結婚相談所。日本人女性と日本人男性（および外国

気も良いと大好評」
と担当者は語る。パーティーは会員でなく

人）
のお見合いを行っており、
「 駐在員や留学生はもちろん、

ても参加可能。料金プランは2種類で、人気は結果重視型の

永住権組に人気です」
と同社担当者は話す。国際結婚連盟

「プランB」。入会金・月会費・初回カウンセリングは無料（州

「ATOMOS」
（japaneseglobalmarriage.com）
に加盟し、

外在住者は50ドル）
で、
お見合いや婚活パーティーは、
そのつ

日本内外の国際派日本人との縁を繋いでいる。安心できる

ど払いの1回150ドル。
プランはいずれも3000ドルの成婚料

出会いを求めている、
オンラインデーティングなどで個人情報

が掛かる
（詳細は要問い合わせ）
。初回カウンセリングは基本

を開示したくない、楽しみながら将来のパートナーと出会いた

的にオンラインで、希望により対面でも対応している。

ピュアエステティーク・
ホリスティック&レーザー

347 5th Ave., Suite 1001
TEL: 212-302-0038
hello@thepuresthetique.com
thepuresthetique.com

Puresthetique Holistic & Laser

大都会の隠れ家風サロン
自然派製品で優しく肌ケア
隠れ家のようなプライベートサロン
「ピュアエステティーク」
で
使用する製品は、全て植物成分のオリジナルで、肌に優しいケ
ミカルフリー。人気のコースは、首・肩・頭部を癒やす
「ホリスティ
ック・ヘッド＆ネック・フェイシャル」
（お試し価格100ドル）
や、
「ア
ーユルヴェーダ・ボタニカル・オイル・フェイシャル」
（同150ドル）
など。そして脱毛に使用するレーザーは、太陽光から紫外線を
除去した自然光。
コラーゲンを活性化し、毛穴を引き締め、健康
な肌を実現するという。施術料金は60ドル〜
（部位によって異
なる）
で、
初回は全身脱毛以外、
全て半額。
シミ対策の「フォトフ
ェイシャル」
などもある。
同サロン担当者は、
「マンハッタンの忙しい日々の中で、小さ
なリトリート気分を味わいたい人はぜひお越しください」
と話して
いる。全て日本語で応対可。

男性の予約は紹介限定とのこと

New York お役立ち連絡先リスト
在ニューヨーク日本国総領事館
Consulate General of Japan in New York
299 Park Ave., 18th Fl., New York, NY 10171
TEL: 212-371-8222
（代表）
ny.us.emb-japan.go.jp
日米ソーシャルサービス
Japanese American Social Service Inc（JASSI）
100 Gold St., Lower Level, New York, NY 10038
TEL: 212-442-1541
info@jassi.org
jassi.org
日系・日本人に対する支援、
カウンセリング、
ホットラインを提供
緊急を要する連絡先
（警察、
消防、
救急はすべて同じ番号）
911
ニューヨーク市のサービスなど問い合わせ
311

Womankind
（女性への虐待、
暴行などのホットライン）
TEL: 1-888-888-7702
日米カウンセリングセンター
TEL: 212-720-4560
米国赤十字
TEL: 877-733-2767
redcross.org
ニューヨーク日系人会
TEL: 212-840-6942
jaany.org
Share 日本語プログラム
（乳がん/卵巣がん患者支援団体）
TEL: 347-220-1110
sharejp.org
APICHA（エイズ相談とHIV抗体検査）
TEL: 1-866-274-2429
apicha.org
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ステップ・ボーン・カット
Step Bone Cut Brooklyn

髪に立体感と躍動感をもたらす、
日本発の技術「ステップ・ボーン・カット」の専門サロン

229 Cook St., 2nd Fl.
Brooklyn, NY 11206
TEL: 718-456-2500
stepbonecut.com

唯一無二のカットで新しい自分
こだわりの美容製品も独自開発

ア

ジア人の骨格を西洋人の見た目に寄せ、小顔を実現
するという独自の立体カット
「ステップ・ボーン・カット」

特長の一つ。
カットおよびカラーは80ドル〜。
施術で使う美容製品は、同サロンが独自開発した
「ステッ

の専門サロン。髪が「まるで意思を持っているかのように生き

プ・ボーン・カット・プロダクツ
（SBCP）」。高濃度栄養素材の

生きと揺れ動く」
と評される技法で、
まとまりがあり、
セット不要

生ミネラルに、高級天然エステ素材を配合した。日々のストレ

のヘアスタイルを作り上げる。同サロンの担当者は、
「プロポ

スや紫外線でダメージを受けた髪の自然治癒力を高め、理想

ーションバランスを整え、
どんなヘアスタイルにも似合わすこと

的な手触り、
ツヤの良さ、髪の軽さを同時に実現することを追

ができる、国が認めた唯一無二の特許技術です」
と話す。顔

求したという。
「髪だけでなく、肌に使用するとリフトアップやメ

や頭の形にコンプレックスがある人、
くせ毛やボリュームに悩

ーキャップの仕上げにも効果があります」
と担当者。同製品は

んでいる人、
自分に似合うヘアスタイルが分からない人などの

サロンで購入も可能。

来店を歓迎している。
また、施術時間が短いのも同サロンの

最寄り駅は、
ブッシュウィックのモーガンアベニュー駅。
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サロンウェーブ
Salon Wave

ヘッドマッサージが付いていたり、
自然派プロダクトを扱っていたりと、心身ともにリフレッシュする体験を提供するのが同店の特長

日本語対応で安心のサービス
豊富な経験と確かな技術を誇る

サ

ロンウェーブのスタイリストは全員、
日本での経験があ

ル$80〜。10月31日
（木）
まで期間限定プロモーション
（対象

り、
スタイリスト歴は平均10年。基本的に日本語を話

スタイリストのみ、予約時に要確認）
で、ヘアカットが$49、
フ

すスタッフが対応する。
さまざまな客層に幅広く対応できるよ
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1029 2nd Ave.
TEL: 212-355-7399（予約は電話で）
office@salonwaveny.com
salonwaveny.com

ルヘアカラーが$99、
ヘアカラータッチアップが$59。

う、
しっかりトレーニングを行い、施術に必要な技術を磨いて

全ての施術はミニヘッドマッサージ付き。
スカルプクレンジン

いるそうだ。スタッフ同士仲が良く、落ち着いた雰囲気の店内

グやヘアトリートメントと合わせ、
リラクゼーションを目的で来る

で、楽しく仕事をしているという。

人も。
また仕事用のヘッドショットなどのヘアメークも行ってい

日本人に人気のサービスは、
カットとカラー。最近はハイライ

る。施術で使用したり販売するプロダクトも厳選。販売用商

トの注文も増えている。料金はヘアカット$50〜85、
ヘアカラ

品の中では、
ミルボン社のトリートメントやオイルなどが人気な

ー$90〜
（$75〜）
、
ハイライト$110〜、
パーマ$100〜、
ヘア

他、
「 O-way」
ブランドの商品もオーガニック志向の人に選ば

トリートメント$40〜60、
ブロードライ$40〜50、
アップスタイ

れているという。営業時間は火〜日曜日。月曜日は休み。

モモタロー・スカースデール
Momotaro Scarsdale

駅前に位置する利便性のよいサロンは、明るく開放的な雰囲気。一人一人に似合うカットを追求し、髪型の理想や悩みに応える

2 Spencer Pl., 2nd Fl.
Scarsdale, NY 10583
TEL: 914-472-5897
momotaro-newyork.com/ja/
scarsdale-beauty-salon/

日本人ならではのおもてなし
「似合わせカット」を提供

日

本人駐在員が多く住む、閑静で洗練された街並のスカ

骨格や髪の生え方、髪の癖や顔の輪郭、普段のファッショ

ースデールにある、
モモタロー・スカースデール。1980

ン、全体の雰囲気を見極め、一番似合うヘアスタイルにカット

年のオープン以来、
日本人ならではの高い技術力とホスピタリ

する
「似合わせカット」
を提供。
「髪に悩みがある人、
自分に似

ティーで多くの人々に愛されてきた。
ミッドセンチュリーモダンを

合うヘアスタイルが分からない人に、
ぜひ来てほしい」
とのこ

テーマにデザインされた店内は広く開放的で、
自然光の入る

と。

心地よい空間になっている。
サービスは基本的に全て日本語で応対。おもてなしの心と
気遣いで
「ライフスタイルに合わせたヘアデザインを提案し、
毎日を笑顔で過ごすお手伝いをさせていただく」
ことを心掛け
ているそうだ。

主なサービス内容は、
カットおよびカラー$70〜、ハイライ
ト$120〜、パーマ$80〜、
トリートメント$40〜、
ストレートパ
ーマ$450〜、
ディープトリートメント&ヘッドスパ$40〜など。
営業時間は火〜日曜日は午前9時〜午後6時。月曜日は
定休日。最寄の交通機関はメ
トロノースのスカースデール駅。
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SpaかれんNY
Spa Karen NY

9月から新登場した
「ハイドロゲンフェーシャル」
は、今話題の水素を使った活性酸素除去トリートメント

「なりたい肌」を施術で実現
一人一人に向けたスキンケア

可
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36 W. 44th St., Suite 303

（安心メディカル内）
TEL: 212-729-3521（テキスト可）

spakarenny.com
LINE: spakarenny

憐
（かれん）
な一輪の花のように、
あなただけの美しさ

たリンパの流れを促し、老廃物を排出するマッサージを受けれ

を磨いてほしい。
そんな思いから誕生した、
「 Spaかれ

ば、
日頃たまったストレスや疲れも解消されることだろう。

んNY」。丁寧なサービスと的確なアドバイスで、心と身体を癒

初回はレギュラートリートメントが20％オフ
（月〜金曜日の午

やし、綺麗に歳を重ねていく手助けをする。肌の悩みは人それ

前10時〜午後2時）
。人気のサービスは、
ビタミンを配合し、
シ

ぞれで、季節や環境、
ストレス、
ホルモン、生活習慣、体調、加

ミやシワ、
たるみを防ぐ、
トータルアンチエイジング、
ダーマロジ

齢によっても変化する。同店では日本人エステティシャンが一

カ社の「Age-Smart Facial」
（185ドル／100分）
。
また9月

人一人と向き合ってカウンセリングを行い、個々の肌の状態を

より、老化の原因となる活性酸素対策に、抗酸化作用に優

見極める。男女を問わず、
アンチエイジング、
ニキビ、
シミ、
しわ、

れた水素を使った
「ハイドロゲンフェーシャル」のプロモーショ

たるみ、乾燥など、
どんな肌トラブルにも対応し、
「なりたい肌」

ンを行っている
（詳細は要問い合わせ）
。サービスは完全個室

の実現を目指す。
リラックスできる落ち着いた空間で、悪くなっ

で、完全予約制。最寄りの交通機関はグランドセントラル駅。

※S＝Shampoo B=Blow out

ご存知ですか？
MINGLEプロデュース！業界初の

ファストビューティサロン
SOHO NEW YORKを！

オシャレなのにロープライス
ロープライスなのに確かなクオリティ
日本全国40店舗！ハワイでも大人気の
ミッドタウンにあるヘアサロンです！

スタイリスト
アシスタント募集！
ジャピオン限定特典！

社員・パートタイム・週１〜２など
アレンジ可能！お気軽にご連絡を

トリートメント

mingleny141@gmail.com
担当：SHIGE

ご予約お問い合わせはお気軽に！

(Between Lexington Ave and 3rd Ave)
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ヘアケアの常識を覆す
ＡＭＩＭＯシャンプーの全て
AMIMOのルーツは、
アミノ酸サプリメントを

製造する日本の会社の美容部門が開発した、

アミノ酸の有効成分を使ったシャンプーだ。現

在、販売はオンラインを中心に展開していて、
日
本のみならずアジア諸国に顧客がいるという。

日本発のシャンプーブランドは、なぜ米国で展開

を開始したのか？ 自身のバックグラウンドや開発

の経緯、そして顧客への思いに至るまでを、開発
者にしてブランド代表の荒川智大さんに聞いた。

く、あるいはそれ以上に、次に生えてくる髪が健
康的になる土台を作ることが重要なのだ。

こだわりのアミノ酸17種

世間には「タンパク質配合」
とうたっているシ

も必要不可欠なのだ。そして言い方を変えれ

ば、髪質の悩みを「生まれつき」だと諦めてる人

も、状況を改善するチャンスがある。

「AMIMOシャンプーを使い始めてから、効果

を実感するまでには個人差があります」
と荒川

表参道の人気ヘアサロン「ZACC」を経て、ニ

ャンプーがある。髪の元となるケラチンはタン

さん。
「即日で変化を感じる人もいますが、長く

職した荒川さんが、AMIMOシャンプーを米国

いれば、髪の補修スピードが早まる、
ように聞こ

でしょう」
。

ューヨークのヘアサロン「Frederic Fekkai」に転

パク質の一種なので、シャンプーに配合されて

展開することになったきっかけは、1人の女性客

える。だが荒川さんいわく、
「タンパク質はキュ

に、髪が細くて、伸ばすと切れてしまうという悩

内部に浸透していかない」
という。

との会話だった。彼女はロングヘアにしたいの
みがあった。

「米国では、髪の毛に悩んでいる人が多い」

ーティクルの隙間よりも大きいので、実は髪の

そこでタンパク質の構成成分である、さらに

物由来のエキスを配合。店舗を持たず、オンラ

激が魅力。荒川さんの子供は、生まれた時から

いるケースも、
よく見られます」

インで直接販売するからこそ、実現する価格設

選びが重要ですよ」
とアドバイスすると、
「あな

救いたいという思いが、僕にとっては何よりも

たが使っているAMIMOシャンプーを試してみ

たい」
と女性に言われた。そこで実際に彼女に

分かる」
と、荒川さんは信じている。

「みんなに使ってほしい」

ャンプーは17種類のアミノ酸を主成分とし、植

その女性客に、
「髪質改善にはシャンプー

髪の変化を実感する前に終わってしまう試供

品サイズは販売しない。
「1本使えば真の価値が

小さなアミノ酸が補修のカギを握る。AMIMOシ

と荒川さんは振り返る。
「現地人の約9割が癖毛

で、毛が細い印象。脱色のダメージが蓄積して

て２週間、使い続ければきっと効果を発揮する

定と言える。
「このシャンプーでより多くの髪を
重要なんです」
。

AMIMOシャンプーは老若男女に使える低刺

「全身」をAMIMOシャンプーで洗っているのだ
とか。

「赤ちゃん肌は、意外と乾燥気味なことが多

いですが、
うちの子は生まれてこの方、乾燥知

らず。髪も、僕がうらやむほどツヤツヤなんです

AMIMOシャンプーを使ってもらうと、あれだけ

オール・イン・ワン

よ」

で伸びた。以前より強い脱色をしても、むしろ

髪が健康なら手に入るはずのものです。健康な

髪のプロフェッショナルである美容師としての

んは、
このシャンプーの米国での需要を確信し

力が、本質的にありますから」

の1本のシャンプーに込められている。

切れてしまっていた髪は切れず、理想の長さま

より艶があり、健康的に見えたという。荒川さ
た。

そして、縮れ毛や猫っ毛をはじめとした、
より

多様な髪質にも幅広く対応できるように改良さ

「みんなが理想に掲げている髪質は、本来、

状態の髪には、美しいヘアスタイルを作り出す
健康な髪の毛を取り戻す、
というコンセプト

は、最も基礎的、かつどの髪質・ヘアスタイルに

商品クオリティーへの並々ならぬこだわりと、

使命感を強く抱く荒川さん。彼の信念は、全てこ

● ● ● ● ●

れた、米国版AMIMOシャンプーが発売されるこ

ととなったのだ。

重要なのは低刺激

カラーやパーマの薬剤だけが、髪の傷みの

原因ではない。日光を浴びたり、
ドライヤーの

風を当てたりといった、日々の生活ルーティン
の中で、髪はダメージを受けている。

また、刺激が強いシャンプーは余分な皮脂ま

で洗い流し、髪を逆に傷めてしまうのだが、普

お買い求めは

amimo-usa.com
ジャピオン読者限定

20% OFF

チェックアウトの際にプロモーションコードで
"JAPION"と入力

及しているシャンプーの多くがこのタイプであ

ることを知る人は、意外と少ない。

「人々がシャンプーに求めるのは、
『しっかり

洗い流してくれるように見える』見た目と洗い心

地。モクモク泡立っている方が、
しっかり洗えて

いるように感じて、気分がいいでしょう? でも、

その泡立ち成分が、過剰な刺激を髪に与えてい

る恐れがあります」

今ある髪のダメージの原因をいかに取り除

き、
ダメージの進行を抑えるかということと同じ

荒川智大
秋田県出身。美容専門学校を卒
業後、
表参道の美容室「ZACC」
に入 社 。2 0 1 1 年に来 米 。現
在 、ニューヨークのヘアサロン
「Frederic Fekkai」
に勤務する他、
ファッション
ショーやメディアでのスタイリングも手掛ける。今
年、
「AMIMOシャンプー」
を当地でオンライン販
売開始。
AMIMO HAIR CARE（amimo-usa.com）

サナティオスパ
Sanatio Spa

マッサージ、
ヨガ、
ネイルなどの幅広いサービスを提供する。美容製品も高級品にこだわる

Benjamin Hotel
125 E. 50th St., 3rd Fl.
(bet. 3rd & Lexington Aves.)
TEL: 646-568-5380
sanatiospa-ny.com

日本式「おもてなし」を重視
四つ星ホテルのスパサロン

日

本で人気ホテルを中心に、全国で展開しているサナテ

メニューはフェーシャル
（174ドル／60分）
、
日本式のノンオ

ィオスパ。ニューヨーク支店は、
グランドセントラル駅か

イル・マッサージ
（100ドル〜／30分〜）
など多岐にわたるマッ

らもほど近い老舗の四つ星ホテル、ベンジャミンの中にある。

サージの他、
ヨガや加圧トレーニングのクラス、
ネイル、
ヘアメ

利用者の多くはホテルのリピート宿泊客だそうで、長旅で疲れ

ークサービスなど、充実のラインアップとなっている。一つのサ

た人がリラクゼーションを求めて立ち寄ることも多いのだとか。

ロンで、
インナーとアウター双方の美しさを手に入れることがで

大都会の中とは思えない、静かで落ち着いた空間だ。

きるのが魅力。

日本で経験を積んだ日本人セラピストを中心に、訪れた客

またサナティオスパの利用者は、
ホテルのサウナやジムも

を日本式の「おもてなし」の心で癒やす。パリ発のブランド
「コ

無料で利用できる特典も付いている。
スパでサービスを受けて

ス
（KOS）」
と
「テマエ」
など、
ニューヨークでは取り扱いの少な

からサウナでひと汗かく人も多いとか。サロンは毎日営業して

い希少品を含めた、
こだわりのエステ製品を用いる。

いるが、来店前には必ず予約を。予約も日本語で対応する。
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クニスタイル
Kunistyle

加圧トレーニングでは、500mlのペットボトルの持ち上げでも、十分な負担の掛かるエクササイズになるという

加圧xヨガでトータルビューティー
選べる3カ所のロケーション

加

kunistyle.com

圧ヨガとは、腕と脚の付け根に専用のベルトを巻いた

めた。18年に当地での教室がスタート。現在、
日本とニューヨ

状態で、
ヨガを行う新感覚のエクササイズ。筋力や柔

ークを行き来して、加圧ヨガの世界的な普及に努めている。

軟性の向上、脂肪の燃焼、
アンチエンジング、肌の弾力性ア
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※スタジオにより問い合わせ先が異なる
ため、詳細はウェブサイ
ト参照。

同スタジオは、女性専用で予約制。
カウンセリングを経て、

ップ、
インナーマッスルの強化などが期待されている他、産後

個人に合わせたトレーニングを行う。加圧トレーニング資格保

ダイエットにも効果的だという。加圧ヨガのスタジオ
「クニスタ

持者の指導のもと、適切で効果的な圧力を体に掛けること

イル」
は、飯田くにこさんが2007年に日本で設立した。飯田さ

ができるのだ。ニューヨークのサロンは、
ベンジャミンホテル内

んは大学で栄養学全般を学び、栄養士資格も取得。サプリ

のサナティオスパ
（125 E. 50th St., 3rd Fl.）
、
ミッドタウン

やヨガを始めとした美容と健康の維持法を模索していた際、
ト

の「Be Fluent NYC」
（130 W. 37th St., 4th Fl.）
、
クイー

ータルビューティーの観点から
「加圧xヨガ」
を考案したという。

ンズ区サニーサイドの「Suryaside Yoga studio」
（49-06

15年にはミス・ユニバースのビューティーキャンプの講師を務

Skillman Ave., Woodside, NY 11377）
にある。

帰国後の教育
Photo by John Gillespie (CC BY-SA 2.0)

義務教育への編入学
国公立校の場合

義務教育の学齢期の児童・生徒が日本に永久帰国する場合、

新たに居住する区域に住民票を届けると同時に、公立、国立ま

募集の要項

日本の高等学校への入学試験は、一般的に私立校は毎年1

〜2月に、公立校は2〜3月に行われ、学力選抜、推薦入試など

たは私立の学校に編入する手続きを踏む必要がある。

いくつか種類がある公立校の学力選抜試験は5科目（英数国理

申請書を提出することで、同委員会が入学／編入先を指定す

都道府県ごとに共通だが、独自の問題を採用する高校もある。

公立校の場合、居住区域の教育委員会に編入または進学の

る。学校は原則、学区内のものが指定されるが、特別な理由が

社）、私立校では3科目であることが多い。問題は基本的には各
帰国生は、在住していた国で9年の教育課程を終了した（また

ある児童・生徒はこの限りではなく、
その区域に相談する必要が

はその年の3月までに修了見込みである）
ことが条件に挙げら

手続きには、在学していた国外学校の発行した、在学証明書

受験では、一般生徒と同じ科目の受験を求められるか、3科目か

ある。

れる。
ただし一部の私立校では例外措置もある。帰国生向けの

や成績証明書が必要。

らなる試験が別途設けられている場合がある。

として入学することができる。
編入学は随時可能。

ており、私立校は各校が、
それぞれ規定を定めている。

一般的には、4月第1週までに役所に届け出ていれば、新入生
国立大学付属の小学校などは、日本国外での生活が長く、日

本語能力に特別な配慮が必要な児童に対しての「帰国子女特

別学級」を設置していることがある。
こちらも学区内に居住して

いる必要があり、欠員が出るごとに募集されるケースが多い。
特
別学級で帰国子女を迎え入れる学校と、他の生徒と同学級で迎

え入れる学校の2種類がある。

各校の願書の他、海外在住証明書を求められるケースが多

い。出願は3月ごろまでに行うと大抵は4月編入に間に合うが、
中学は1月ごろに、出願と入学試験がある場合がある。

なお、付属小学校に編入した場合、付属中学および高校への

進級資格が他の生徒と異なるケースもあるので、注意が必要。

私立校の場合
一方、私立校は一般・帰国生問わず、入学試験を受ける必要

がある。
それぞれが異なる入学・編入資格や必要書類・手続き

を定めているので、各学校のウェブサイトで要綱を確認しよう。
最近は国外から受験できるケースもある。

新入学には1〜3月に願書提出、入学試験が設けられるケー

スが多い。
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高校への編入学

公立校は各都道府県の教育委員会が募集規定を詳しく定め

大学への編入学
試験制度の変更

2020年度（2021年1月）から、センター試験の代わりに実施さ

れる統一テスト
「大学入学共通テスト」が催行され、各科目での

記述式回答と、英語4技能の評価が始まる。

その一方で「帰国子女枠」と呼ばれる、日本国外で教育を受

けた受験生のための入学試験も存在する。
各大学により規定は

異なるが、ACTやSATといった、
アメリカでの大学のアドミッショ

ンテストや、TOEFLなどのスコアを受験の提出物として求めら
れる。高校（編入の場合は大学も）のGPA（成績評価）が入った

成績証明書も忘れず準備しよう。
日本語での面接や小論文がプ

ラスされるケースが多い。

AO（アドミッションズ・オフィス）入試と呼ばれる、面接・面談を

メインとした受験制度もあり、帰国生の中にはこの枠で入学を
狙う人も。自己推薦制度であるため、高校からの公式推薦が必

要な「推薦受験」
とは異なり、基本的には誰でも受験可能。
各学

校が定めた生徒の適性をクリアすれば、出願許可が出る。流れ

の一例としては、書類審査や筆記試験（小論文）を経て、面接を
行う。

英語教育の継続

インターナショナルスクール

英語圏の国が日本国内に設立した学校は、当然、
その国の公

立校のカリキュラムに準じたカリキュラムを組んでいる。入学優
先権はその国の国民にあるため、日本国籍の児童・生徒の入学
枠には一定の規制がある。

また一方、私設の教育機関としてのインターナショナルスク

ールもある。以下の国際組織はインターナショナルスクールを
評価、認定資格を与えており、
これら認定校で12年課程を修了

した18歳以上の生徒には、大学の入学資格が与えられる。

▷WASC（Western Association of Schools and Colleges）＝
米国西部地域私立学校大学協会。本部はアメリカ。acswasc.
org

▷ACSI（Association of Christian Schools International）＝

キリスト教学校国際協会。
本部はイギリス。
acsi.org

▷CIS（Council of International Schools）＝インターナショナ

ルスクール会議。
本部はイギリス。
cois.org

認定校でも、12年課程を卒業した18歳以上に大学の入学資格

が与えられる。

ボーディングスクール
ボーディングスクールは日本では寄宿学校とも訳され、全寮

制の学校を指す。
校風や規則はさまざまだが、中には「プレップ・

スクール（プレパラトリー・スクール）」と呼ばれる、難関大学へ
の進学を主軸に据えた、全寮制の中学・高校も含まれる。

日本からアメリカに駐在している家族が永久帰国する際、
ア

メリカの名門校への入学を見越して、子供をそのままボーディ
ングスクールに入学・入寮させるケースもあるようだ。

ボーディングスクールは総じて学費が高い傾向にあるが、特

にプレップスクールは、進学率が非常に高いところが魅力的。

また、
スイスのジュネーブに本部を持つ「国際バカロレア」の

105

アミティエ行政書士事務所
Amitie Administrative Procedures Office

特定行政書士の河野澄男さん率いる、各専門の行政書士らが、
日本への永久帰国をサポート。老後の相続や各種手続きも相談できる

永久帰国への各種申請を担当
専門家が分かりやすくサポート

海

外で活動する日本人、
そして日本への永久帰国を考
える日本人のサポートなどを行う、
アミティエ行政書士

事務所。事務所名はフランス語で
「友情」
を意味するそうで、

106

東京都杉並区松庵3-35-23
TEL: 03-6794-9462
（日本）

info@amitie-gyosei.com
amitie-gyosei.com

同事務所では書類作成だけでなく、相談、行政不服申し立
てを含むアフターフォローまで、
「 正確・スピード・わかりやすさ」
をモットーに対応。個別の相談に応じて、
それぞれの専門の

「日本で一番、親切で頼りになる行政書士事務所」
を目指し

行政書士が業務を行う。
その他の専門は、
日本での生活を考

ている。代表を務める、特定行政書士の河野澄男さんは、大

える外国人のための入国管理ビザや帰化申請のサポート、

手電機および電気部品メーカーに30年以上勤務後、2015

会社設立および創業支援、宅建業免許申請や飲食店営業

年に行政書士事務所として独立・開業。河野さんは行政書

許可申請などを含む各種の許認可申請、相続・遺言・任意後

士について、
「皆さまが役所で手続きをする場合にその代行を

見契約など。海外在住の日本人に対しては、
日本での生活に

したり、皆さまがどうしたら良いかわからない問題に遭遇した場

必要な手続きをフルサポートする。
メールでの相談、
そして手

合に相談を受け、法律的に解決をしたりする」存在だと説明。

続き完了後のアフターケアは無料。
まずは問い合わせを。

立命館アジア太平洋大学
Ritsumeikan Asia Pacific University

学生の約半数が、約90の国・地域からの留学生のため、多文化環境で4年間を過ごすことができる

圧倒的な多文化環境で
真の国際人になる

標

大分県別府市十文字原1-1

TEL: 0977-78-1120
apumate.net

高330メートルの山の上にある立命館アジア太平洋

「TedQual」
を、国際経営学部ではマネジメント教育機関向

大学は、別府湾を一望する雄大なキャンパスを持ち、

けの国際認証制度「AACSB」
を取得しているため、世界水

敷地内に寮もある。学校法人立命館が2000年に開学した

準の教育を受けることができる。

同校は、90以上の国・地域からの留学生が全学生の半数を

また授業の9割は英語でも開講しており、英語のみの受講

占め、
教員も半数が外国籍という多文化・多言語環境が特徴

も可能。
さらに学生生活だけでなく、
カウンセリングやキャリア

だ。
「自由・平和・ヒューマニティ」
「 国際相互理解」
「アジア太

支援に至るまでの全てを、
日英の二言語で提供している。こ

平洋の未来創造」
という理念を体現し、国際社会に貢献でき

のような多文化環境で学んだ学生たちは就職内定率も高く、

る人材の育成を目指す。

2018年度の就職決定率は97.3%。卒業生は日本国内だけ

学部はアジア太平洋学部と国際経営学部の二つ。ア

ではなく世界で活躍している。

ジア太平洋学部では観光教育機関向けの国際認証制度
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アオバジャパン・インターナショナルスクール
Aoba-Japan International School

さまざまなバックグラウンドを持つ生徒たちが、広大な敷地でのびのびと過ごす

国際バカロレア認定校
次世代のリーダーを育成

ス

japaninternationalschool.com

イス・ジュネーブに本部を置く非営利団体「国際バカロ

な意思決定力、応用力、問題解決力の育成を目指すと共に、

レア機構（IB）」
より正式認可を受けた、
アオバジャパ

互いの人間性や異文化への理解力を重視。授業は単なる暗

ン・インターナショナルスクールは、3〜18歳までのIB一貫校。

記学習ではなくリサーチやコミュニケーション能力を重視し、
チ

継続した国際的なカリキュラムで、
グローバルリーダーやアント

ーム単位での課題もカリキュラムに多く含まれている。卒業後

レプレナーといった
「社会に革新をもたらす人材」
を育成する

は海外の大学はもちろん、
日本の一般大学へも進学可能。

ことがモットーだ。合計46カ国以上から生徒が集まる多国籍

緑の多い広大な敷地内には、IB教育に特化した本格的な

な学校で、
「 大規模なアメリカの現地校やインターナショナル

理科実験室なども。光が丘キャンパスと、
目黒キャンパス
（東

スクールに通った子供にとって、当校のフレンドリーでアットホ

京都目黒区青葉台2-11-5）
がある。入学は全ての国籍が対

ームな校風は魅力を感じるようです」
と同校担当者は話す。

象で、年齢相応の基礎学力と英語力が必要
（英語のサポート

IB教育では、常に意欲的にチャレンジする姿勢や、理論的
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東京都練馬区光が丘7-5-1
TEL: 03-4578-8832（日本）

クラスもある）
。
日本語の授業は全学年必須。

アオバジャパン・バイリンガルプリスクール
Aoba-Japan Bilingual Preschool

カラフルで遊び心あふれたキャンパスで、未来の可能性を引き出すプログラムを実施

東京都中央区晴海1-8-2
晴海トリ
トンスクエア2F
TEL: 03-6228-1811（日本）

自分の「ベスト」を見つけよう
探究型の国際教育を実践

受

aoba-bilingual.jp

け身ではなく自発的に考え、行動できる人間に育てる

の探究型学習をベースとしたカリキュラムです」
と同校担当者

ことを目標に掲げる、1〜6歳を対象としたバイリンガ

は話す。海外生活でつちかった英語力を維持したい子供と、

ルスクールが、
アオバジャパン・バイリンガルプリスクール。生

日本語の習得度合いに不安がある子供、
どちらにもニーズが

活および学習面でチャレンジを重ね、
自分自身でできることを

あるという。

増やしながら、一方で社会的規範や集団行動におけるマナー
を理解、遵守することを学ぶ。

平日日中にイマージョンにて、
基本の国際バカロレア／バイ
リンガル教育を実施。言語習得と好奇心を刺激する探究型

日本の学習指導要領は2020年度から大きく変わり、従来

アクティビティーに加え、外部スペシャリストの指導による体

の知識量、記憶量を重視する内容から探究型学習へとシフト

操・水泳・ピアノなども実施
（一部オプション）
。キャンパスは晴

している。
「当校で取り入れている国際バカロレアは、世界中

海の他、早稲田、芝浦、中野、三鷹にあり、
それぞれの立地条

の140カ国以上、5000校以上が導入している、高いレベル

件を生かしたユニークな授業を独自展開している。
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お役立ちリスト
弁護士

リロ・リダック
redacinc.com
646-860-5543

ジェンセン法律事務所
jensenlaw.com

212-737-5800

D5法律事務所
d5law.com

米国日本生命
nipponlifebenefits.com

800-971-0638

248-497-8887

アクサアドバイザー
us.axa.com

212-408-9575

Pierro, Connor & Strauss, LLC
pierrolaw.com
646-248-6139（日本語）
Ingram Yuzek Gainen Carroll & Bertolotti,
LLP
ingramllp.com
212-907-9622
Kawasaki Law Office PLLC
kawasakilaw.com

917-546-9255

Steven W. Epstein & Associates 法律事務所
Stevenepsteinlaw.com
212-729-9164

会計士

保険会社

TOKIO MARINE AMERICA
tmamerica.com
201-521-6100
損保アメリカ
sompo-intl.com/insurance/

212- 416-1200

海外ビジネス協力会
kaigaibusiness.org

日本人学校
慶應義塾ニューヨーク学院
keio.edu

914-694-4825
212-681-7929

212-594-0074

リセケネディ
lyceumkennedy.org

QBJ Accountants, pllc
qbjaccountants.com

                                                  
212-470-6645

こぐま幼稚園
newjerseykogumayouchien.com 201-944-6968

尾崎真由美会計事務所
1040me.com

877-827-1040

ニューヨーク育英学園
japaneseschool.org

201-947-4707

鄭吉秀公認会計事務所
kyoungcpa@gmail.com

212-714-1772

フレンズアカデミー
japaneseschool.org

212-935-8535

りんごラーニングセンター
japaneseschool.org

201-947-4707

Brooklyn Aozora Gakuen
aozoragakuen.com

347-721-3521

Starchild Daycare
starchildny.com

646-509-0140

ニュージャージー日本人学校
newjerseyjapaneseschool.org

201-405-0888

929-408-9769

POSI
（Professional Outsourcing Solutions, Inc.）
       
posiusa.com
310-436-2786
高鳥会計士事務所
（在日本）
takatoritax.com

03-6369-8180

アミティエ行政書士事務所
（在日本）      
amitie-gyosei.com
03-6794-9462
税理士法人ネイチャー国際資産税
（在日本）
nature-inter.com
03-5219-6551

不動産
タイチ不動産
taichirealty.com
コーコラングループ
nycfudosan.com

212-983-7000
914-374-7195

塾
みらい塾
miray109.com
駿台
sundai-osn.jp

718-896-4729
914-967-3331 (NY)
201-461-2759 (NJ)

SAPIX USA
sapix.nyc

914-358-5337

J-One不動産
newyork-apartment-realestate.com
212-661-1111

Kumon Math & Reading Center Midtown
East II
kumon.com/midtown-east-ii
347-882-3914

荘園不動産
shoenrealty.com

212-226-4545

Z会・栄光エデュケーションセンター
ze-edu.com

滝田不動産
yoshitakitarealty.com

646-529-2168

住友不動産販売
sumitomo-ny.com

212-596-0800

現地校
New York Business Institute
nybi.org/jp
212-922-1000

スターツ・ニューヨーク・リアルティ
startsnewyork.com
212-599-7697

P.I. Art Center
piartcenterjp.com

212-695-5470

古本不動産
furumoto.com

American Beauty Institute
beautyinstitute.us

212-564-2555

212-758-8118

語学学校
Kaplan International
kaplaninternational.com

888-744-3046

ibec
ibec-usa.com

212-867-2000

Zoni Language Centers
zoni.edu

212-736-9000

Berlitz
berlitz.com

866-749-4493

Bluedata International Institute
bluedataesl.com
212-683-6250
Popenoe Method
popenoemethod.com
Hills Learning
hillslearning.com

AA & TC, Inc.
allstateustax.com

UNIVIS AMERICA LLC
univis-america.com
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212-355-0011

グレイ法律事務所
graylawnyc.com

212-784-0694

ダンススクール
Dance Manhattan
dancemanhattan.com

212-807-0802

Arthur Murray Dance Studio
arthurmurray.com
917- 542-1209
Peridance Capezio Center
peridance.com

212-505-0886

ジャパン・パフォーミング・アーツ・インク
japanperformingarts.org
212-262-0234
伊藤さちよ舞踏団（Sachiyo Ito & Company）
dancejapan.com
212-627-0265

人材派遣会社
Actus Consulting Group, Inc.
actus-usa.com
212-575-7840
Quick USA, Inc.
919usa.com

212-692-0850

MAX Consulting Group, Inc.
maxjob.com
212-949-6660

旅行代理店
Amnet New York, Inc.
amnet.jp

900-929-2663

A-Kind
a-kind.com

855-550-5463

＠tabit
tabit-usa.com

800-838-9086

IACE TRAVEL
iace-usa.com

877-489-4223

H.I.S.  
his-usa.com

877-447-8721

JTB USA, Inc.
looktour.net

212-424-0800

ANA Sales Americas
anasalesamericas.com

800-826-0995

結婚関連サービス
ニューヨーク結婚相談所
nykekkon.com
contact@nykekkon.com

かえで・ニューヨーク
kaedenyc.com

347-450-5692

Mika Inatome Custom Bridal Studio
mikainatome.com
212-966-7777

ダイキン・ノース・アメリカ
northamerica-daikin.com

832-840-7461

STEP BORN CUT BROOKLYN
stepbonecut.com
  718-456-2500

L&J工務店
ljrenovation.net

718-216-3959

Salon Wave
salonwaveny.com

212-355-7399

212-391-1130

Momotaro Scarsdale
momotaro-newyork.com

914-472-5897

MINGLE
minglesoho-ny.com

212-759-2397

YTデザイン
yt-design.com

自動車関連
セイロモータース
saeiloautorepair.com

201-840-0010

日系書店

ガリバー
gulliverusa.net

914-368-7701

BOOK OFF
bookoffusa.com

212-685-1410

GARDEN New York                         
www.garden-nyc.com
212-647-9303

フジドライビングスクール
fujidrivingschool.com

212-661-0434

Kinokuniya
usa.kinokuniya.com

212-869-1700

QB HOUSE
qbhouseusa.com

エム＆ケイ・リムジン・サービス
mklimousine.com

212-333-5299

フジサンケイ・コミュニケーションズ・
インターナショナル
fujisankei.com
212-753-8100

自転車
Toga Bike Shop
togabikes.com

テレビジャパン
tvjapancables.net

宅配便

877-987-3324

718-723-1988

引っ越し

日本貿易振興機構（JETRO）
jetro.go.jp

212-997-0400

日本政府観光局ニューヨーク事務所
us.jnto.go.jp
212-757-5640

日本通運
nittsu.com

800-447-0808

Tarzian Moving & Deliveries Corp
tarzianmoving.com
347-234-8125
A-co moving
a-comoving.com

212-595-2874

アート引越しセンター
0123usa.com

800-872-0123

飲食関連

印刷会社
ヒカリ印刷
hikaritype.com

800-594-0210

米国アクセア
accea.net

212-888-0959

高齢者サービス

TIC
tic-nyc.com
Dons Bogam Green

212-630-9973

牛角
gyu-kaku.com
Village Yokocho
villageyokocho.com

212-598-3041

KORIN
korin.com

800-626-2172

MUTUAL TRADING
nymtc.com

201-933-9555

Rice Factory
trf-ny.com

914-357-6765

住宅関連
SNB建設会社
Koshin Rentals, Inc.
nykoshin.com

718-312-2039
718-520-0002

T.I.C ウォッシュレット
（TOTO正規代理店）
ticwashlet.com/home-jp
212-228-3030

SPANAIL by Nail Quick
spanail.net

646-476-3271

立命館アジア太平洋大学
apumate.net
0977-78-1120（アドミッションズ・オフィス）
アオババイリンガルプリスクール
aoba-bilingual.jp
03-6228-1811（晴海キャンパス）
03-6809-5664（芝浦キャンパス）
03-6385-2818（早稲田キャンパス）
0422-29-8977（三鷹キャンパス）
アオバインターナショナルスクール
japaninternationalschool.com
03-4578-8832（光が丘キャンパス）
03-5428-4488（目黒キャンパス）

Miki Overseas Counseling（在日本）
mikioverseas.com

イザベラ・ハウス
mjhs.org/our-services/isabella-center/
212-342-9343

出産・子育て

マッサージチェア販売
HiTRONS
hitrons.com

201-941-0024

WiFiレンタル

NYママの会
nymoms.exblog.jp

VISION GLOBAL WiFi
visionglobalwifi.com

NYすくすく会
nysukusukukai.org

424-219-9224

証明写真

日系ホテル
キタノホテル
kitano.com

201-947-0010

駐在妻向けカウンセリング

平安
heiannyc.org
212-989-1000 (Union Sq.)
212-575-2282 (Mid Town)

Cosme Proud USA Inc
cosmeproud.com

日本の学校

政府機関

クロネコヤマト
yamatoamerica.com

つるとんたん
tsurutontan.com

AMIMO Shampoo
amimo-usa.com

テレビ

212-885-7000

ドイカメラ
doicamera.com

212-661-0876

イベント

ビューティー

アニメNYC
animenyc.com

Kuni Style
kunistyle.com
Sanatio Spa
thebenjamin.com/sanatio-spa/
Puresthetique
thepuresthetique.com

212-302-0038

Spa Karen NY
spakarenny.com

212-729-3521
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