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40年前の未配達の手紙を受け取った
古参のロックミュージシャンが綴る感動ストーリー
　稀代のロックミュージシャンとして名を馳せたダニー・コリンス。40年
経った今でもその人気と名声は色あせることなく、ツアーを開けばア
リーナをファンが埋め尽くし、プライベートでも新しいフィアンセを迎え
るなど、誰もが羨望する生活を送っていた。しかし、その裏で希薄な友人
関係を送るなど、満たされない日々を送る彼は、少しずつロックミュージ
シャンとしての熱意を失いつつあった。全盛期の名曲を歌い続け、ハー
ドな日々を送る彼を見かねて、長年連れ添ったマネージャーは40年前に
書かれた1通の未配達の手紙を手渡す。差出人はジョン･レノン。手紙を
受け取ったダニーが取った行動とは―。
　主演は「ゴッドファーザー」や数々のシェイクスピア作品に出演し、
「セント･オブ･ウーマン／夢の香り」でアカデミー賞主演男優賞に輝い
た俳優アル･パチーノ。監督は「ラスベガス」「塔の上のラプンツェル」を
手がけたダン･フォーゲルマン。さらに「アメリカン･ビューティ」のアネッ

ト・ベニング、「ジュノ」のジェニファー･ガーナー、「人生はビギナーズ」の
クリストファー･プラマーが映画に華を添える。
　フォークソング歌手のスティーブ･ティルソンに実際に起きたエピ
ソードをもとに作られた本作品。全盛期のタイミングで受け取れなかっ
た手紙はダニーの心に何をもたらしたのか？ 感動の結末をぜひ映画
館で!

　ブドウが持つポリフェノールの優れた抗酸化作用に着眼し、アンチエ
イジング化粧品を世に送り続けているフランス化粧品ブランド「コーダ
リー」より、夏にぴったりの新作フレグランスが登場。穏やかで牧歌的な
雰囲気が感じられる「Rose de Vigne」は、花の咲き始めの甘く新鮮な香
りが特徴。ピンクローズ、ルバーブ、そしてグレープフルーツがホワイト
ムスクによって爽やかな香りへと仕立てられている。他にも、ホワイト
ローズとシトラスの香りがフレッシュな「Fleur de Vigne」、ヒマラヤ杉や
ベチベルソウなど木の香りがシトラスと見事に融合した「Figue de 
Vigne」、オレンジブロッサムとジャスミンの香りが健康的な女性を印象
付ける「The des Vignes」などが店頭に並ぶ。
　ナチュラルで地球に優しい素材を約束しているコーダリーは、オーガ
ニック製品を使用していることを証明する団体「Ecocert」から認可を得

ていることでも知られる。また、2012年より、販売金額の1%を地球保全
のためのチャリティ団体へ寄付しているので、商品を買うことで地球環
境への貢献にもつながるだろう。この夏をいつもと違った香りで楽しみ
たい方、ぜひ手にとってフレッシュさを演出しよう。

フランス、ボルドーのブドウ畑から誕生したスキンケア化粧品ブランド
夏の新作フレグランス登場

「Dearダニー  君へのうた」（Danny Collins、巨星的回信）
6月4日公開
監督：ダン･フォーゲルマン
出演：アル･パチーノ、アネット･ベニング、
       クリストファー･プラマー、ジェニファー･ガーナー　他

コーダリー
住所：Caudalie Boutique SPA
　　  3 Gough St., Central 
ウェブ：www.caudalie.com
料金：Rose de Vigne HKD280/ 50ml

香港トピックス

02 Pocket Page Weekly 15 May 2015 No. 487
B



香港＆広東香港

　香港のカルチャーシーンの中でも最も多くの注目を集め続けている
イベントのひとつ「ル・フレンチ・メイ」は、1993年のスタート以来、展覧
会、コンサート、パフォーマンスといった様々なアートを通じてフランス
文化を香港に紹介してきた。毎年5月に開かれるこのイベントに合わせ、
セントラル（中環）の有名写真ギャラリー「Yellow Korner」では、「パリ・
100年の建築史」と題した写真展を開催している。同展には、フランク・
ボーボやサージ・ラメッリ、リュック・マルシアーノといったおよそ100点
の世界的フォトグラファーの作品が展示され、アート作品としても貴重
な写真の他、1900年代建設途中のエッフェル塔を撮影したものも展示
されており、“記録”としての写真も楽しめる。
　世界各国にギャラリーを持つ「Yellow Korner」は、2013年に香港に上

陸。熱心なアートコレクターとしても有名なフランスの元首相ドミニク・
ドビルバン氏の尽力により、台湾・中国にも展開している。世界に認めら
れる本物のギャラリーで“本物の写真とは何か”をいま一度見つめ直して
みても面白いかもしれない。

パリってどんな感じ？  中環の有名ギャラリーで写真展開催中！
「パリ・100年の建築史」

Yellow Korner
住所：IFC Mall, 1 Harbour View St., Central
　　  PMQ, 35 Aberdeen St., Central
日時：5月31日まで
時間: 10:00～21:00
ウェブ： www.pmq.org.hk
費用: 無料

　科学界の天才として名を馳せていたフランクは、長年の夢に破れ、意
気消沈した日々を送っていた。心を砕かれたフランクの前に現れたの
は、明るく前向きで探究心旺盛な女の子、ケイシー。ひょんなことから彼
女は、なんとテクノロジーの発達した未知なる世界に足を踏み入れたの
だが、もう一度あの世界に行くためにはフランクに会う必要があると、謎
の少女から諭されてきたのだという。性格がまるで正反対の2人が挑
む、トゥモローランドの真相とは？
　ディズニーランドのテーマエリア「トゥモローランド」から構想を得た
という今回の作品。主演はオスカー賞受賞経験もあるジョージ･クルー
ニー。ケーシー役には若手女優として注目を集めているブリット･ロバー
トソン、高名な科学者役に「スチュアート･リトル」のヒュー･ローリー。監
督は「Mr.インクレディブル」「レミーのおいしいレストラン」でアカデミー

長編アニメ賞に輝いたブラッド･バード。さらには「LOST」の脚本･製作
を手がけるデイモン･リンデロフが脚本を担当と、豪華俳優陣、スタッフ
が結集した。
　未知の世界を舞台に繰り広げられる壮大なアドベンチャー。ノンス
トップの展開から目が離せない。

未知の世界の謎に挑むSFアドベンチャー
ディズニー最新作ムービー

トゥモローランド （TOMORROWLAND、明日世界）
5月21日公開
監督：ブラッド･バード
出演：ジョージ･クルーニー、ヒュー･ローリー、
       ブリット･ロバートソン、ラッフィ･カシディ　他
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今週の香港ピックアップ

待望の第4作！ テーマパークになって新登場！
　スティーヴン・スピルバーグ監督が1993年に映画化し世界中で大ヒットした「ジュラ

シックパーク」。その後続編が次々と作られ、今回で第4作目となる「ジュラシック・ワール

ド」が6月ついに公開を迎える。

　舞台は第1作から22年後のイスラ・ヌブラル島。同島に「ジュラシックワールド」という恐

竜のテーマパークが誕生し、巨大海獣の餌やりショーやガラス張りの新しい乗り物に乗車

し恐竜を見学することができるようになった。さらに遺伝子操作により新種の恐竜を作る研

究も行っていたが、ある日とんでもない恐竜が生まれ園内で暴れまわってしまう。前作をは

るかに上回る凶暴で知能の高い新種恐竜。島にいる人間たちはどうなってしまうのか―。

　日本では8月に公開されるため、香港では一足早く観覧することができる。さらに、

公式ホームページは実際にテーマパークに訪れているような感覚が味わえるつくりに

なっているため、必見！

Jurassic World
アドベンチャー映画

6月11日公開

ベルサーチ
イエローダイアモンド　オーデトワレ

発売中

女性の魅力を最大限に引き出してくれる香水
　イエローダイアモンドから発せられる光のように、輝きがあって明る
く、ミステリアスで誘惑的。且つ、情熱的な香りの香水｢イエローダイア
モンドオーデトワレ｣がベルサーチから新登場。肌に感じる、魔法の様な
温かい日差しを連想させる商品だ。はじけるようなフルーティー、フロー
ラルな香りが強くいつまでも強く香る。

革新的でオシャレな家具でお部屋を飾ろう
　香港のラグジュアリー百貨店として人気の｢Lane Crawford｣に、デン

マークのアクセサリー＆アクセサリーブランドの｢HAY｣と｢WRONG 

FOR HAY｣のミニマリストコレクションが期間限定で登場。照明やイン

テリアグッズ、家具等を含む全100以上の商品が並び、部屋をスタイリッ

シュにデザインしてくれるアイテムが勢ぞろい。

レンクロフォード
Hay & Wrong For HAY

www.HAY.dk
www.wrongforhay.com

監督：コリン・トレボロウ
出演：クリス・プラット、イルファ・カーン、 オマール・シー、タイ・シンプキンス  他

最新のトレンドを知りたい方は、ここへ急げ
　最新の香港ファッショントレンドは？ このイベントではビデオカメラを

積んだ車が街を回り、ファッショニスタが身につけている物の色を記録・

分析したり、バッグの重さ、ヒールの高さを計測したりしながら、香港の

最新ファッションの傾向を明らかにしていく。最新のトレンドに興味があ

る方、Fashion Walkに足を運んでみよう！

Fashion Intelligence Index 
Fashion Walkにて初開催

5月31日まで

www.fashionwalk.com.hk
Facebook: HK.FashionWalk

自然派日焼け止めで夏の強い日差しを徹底的にブロック
　自然派スキンケア商品は、肌に負担をかけず、良質の自然由来の成分

のみで肌をいたわってくれる。夏の到来と共に日差しが強くなってきた

今日この頃。ローズアルバエッセンシャ

ル配合で保湿力抜群のSÈVEなら、香港

の日差しもブロックできる！

SÈVE
SPF 30自然派日焼け止め

発売中

Lane Crawford (Times Square)
SOGO (CWB, TST)
HKD460/30ml
HKD690/50ml
HKD880/90ml

(852)2699-7997
www.seve.com.hk
SÈVE SPF 30 Natural Sunblock PA+++
(30 ml/ HKD580)
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香港香港＆広東

香港＆広東

募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社
今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 香港/九龍 RGF 香港20K～

日系情報システム企業での営業。華南や香港
の日系企業を担当。一般会計・物流納品・人事
管理システムの導入。日常会話レベルの英語
or北京語要。IT業界、システムベンダーでの経験
尚可。営業経験２～３年尚可。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

香港/九龍 RGF 香港～10K

金融企業でのパートタイムアシスタント。日本語
ホットラインの対応、連絡業務、問い合せ対応、
翻訳業務（日本語⇔英語）、事務。日本語ネイ
ティブ。英語ビジネス要。電話マナー要。即勤務
可能な方。

RGF 香港営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 15K～20K

化粧品の営業。香港・華南地域の化粧品小売店/
ドラッグストアへの新規開発営業。出品販売
交渉、棚デザインの提案、取引先への納品管理、
各サプライヤーとの日程調整など。英語ビジネ
スレベル。中国語尚可。

RGF 香港営業・販売系/
コンサルタント 香港/香港島 20K～25K

日系大手会計事務所でのコーディネーター。
顧客と社内会計士の仲介役：顧客から会計財務
課題を聞き、社内会計士が専門的に解決。日本語
ネイティブレベル、英語ビジネス要。大卒以上。
就業経験3年以上要。

RGF 香港
営業・販売系/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 18K～23K

日系大手語学学校での営業担当。語学サービス
の販売。営業先は法人・個人とも。法人：DMや
アポを取ってサービス説明。個人：教室に来る
方への商品説明。経験者優遇、未経験も可。
英語が堪能な方。

RGF 香港
企画・広報・経営管理系/
その他・教育・
公的機関など

香港/香港島 15K～20K

有名スポーツ団体の事業開発アシスタント。
ブランド拡大のアシスト、販売戦略立案のため
の市場調査、市場・顧客に合わせたプレゼン等。
大卒または大学最終学年在籍者。日本語ネイ
ティブ、ビジネス英語要。

キングスウェイ

キングスウェイ

営業・販売系/
専門商社・総合商社 ～40K香港/九龍

アパレル系での営業、マネジメント業務経験者。
香港事務所の管理全般、EU、アジア圏の営業
管理など。海外出張あり。ビジネスレベルの英語。

香港WORKS営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 30K～40K香港/香港島

深圳にてローカル企業への新規開拓、顧客対応、
顧客サポート業務。中国ローカルスタッフと共に
同伴、ローカルスタッフへの業務指導及び管理。

生産管理・品質管理・購買/
専門商社・総合商社 RMB20K～東莞

工場管理全般、品質管理経験者。電機・電源、
トランスメーカーでの工場長・副総経理・総経理
経験者歓迎。コミュニケーションレベルの英語。

キングスウェイ営業・販売系/メーカー
（食品・日用品・アパレル） 香港/九龍 ～22K

ファッション、小物取り扱い経験者。バッグの
企画営業、日本での顧客開拓など。プレゼン、
市場調査。語学ほぼ不問。

RGF 香港営業・販売系/金融・保険 20K～30K香港/香港島

日系大手損害保険会社での法人営業。商品説明、
コンサルティング等。既存契約更新、新規営業。
中国出張ほぼ無。営業・サービス経験者。保険
資格不問。英語ビジネス要。就労可能なビザ
保持者。長期勤務可能な方。

RGF 香港営業・販売系/
マスコミ・広告・デザイン 18K香港/香港島

日系出版・オンラインニュース会社での営業。
日系企業向けに自社サービスを紹介し、有料
サービス契約を獲得。既存顧客をフォローして要
望等を聞き、サービス向上に貢献。営業経験者
優遇。ビザサポート有。

RGF 香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～19K香港/香港島

ＩＴ関連企業でのカスタマーサービス。日本人
顧客とメールやチャットを利用した問い合わせ
対応、給与計算等。英語で業務可能な方（会議
は英語）。土日祝を含むシフト勤務。就業可能
ビザ要。

RGF 香港営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子） 香港/九龍 20K～35K

日系玩具メーカーでの営業。工場とのコスト・
納期交渉、商品の品質管理、日本本社への生産
状況の報告等。北京語、英語のどちらかがビジ
ネスレベル。広東語尚可。営業・生産管理業務
経験者優遇。出張有。

香港WORKS

その他（公務員・通訳翻訳・
教師・医師など）/
建設・建築・
内装・住宅関連

香港/香港島 30K～50K
建設工事入札業務担当。建設工事入札業務
(見積など)が中心。建設工事に係わる一般入
札及び指名競争入札を担当。※必要な経験
等：入札業務の経験者。

香港WORKS

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（食品・
日用品・アパレル）

20K～23K
社長室付きマネジャー。社長のスケジュール管理。
出張手配等。顧客（VIP）対応。総務業務全般。
社長のアテンド。日本からの来客時会食の付き
合いやボディーガード等。土日の電話対応も。

香港/香港島

キングスウェイ営業・販売系/サービス 香港/香港 ～18K
業界・職種経験不問。既存顧客のフォロー（新規
顧客開拓含む）。企画提案、スケジュール管理、
コスト管理、マーケティングサポートなど。コ
ミュニケーションレベルの英語（広東語尚可）。

キングスウェイ営業・販売系/サービス 香港/香港 ～23K
マーケティングリサーチ経験者尚可。市場調査、
分析、マーケティング。顧客対応、プロジェクト
マネジメントなど。ビジネスレベルの英語。

香港/香港 ～25K キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険

2年程度の金融業界の経験者、もしくは、秘書、
営業事務などの経験必須。Japan Equity部門
でのサポート業務。ビジネスレベルの英語。

キングスウェイ
事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
サービス

香港/九龍
日本人顧客へのカスタマーサポート。旅行チ
ケット発券業務、ならびに社内サポート業務。
コミュニケーションレベルの広東語。

～20K
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香港＆広東

今週のお仕事情報 （広東省情報充実）
募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社募集職種 / 業界 勤務地 職務及び資格 待遇 紹介会社

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

香港/九龍 20K～23K
秘書業務全般。役員のスケジュール管理や資料
作成など。数字に明るく、英語がビジネスレベル
の方。

インテリジェンス
香港

会計経理・経営管理/
IT・通信・
インターネット・ゲーム

香港/香港島 25K～30K
請求書管理。課金システムにおける料金・オー
ダーのチェック。会計、財務などの関連業界に
おける３～4年の経験を持つ方。英語ビジネス
レベル。要MS Excel・MS Accessスキル。

香港/香港島 18K～22K インテリジェンス
香港

サービスツールの作成・管理・更新などの
コーディネーション業務。事務経験2～3年
持つ方。コミュニケーションレベルの英語。

インテリジェンス
香港20K～25K香港/香港島

日系ITソリューション企業にて、営業。主に
メーカー顧客に対するフォローアップと新規
開拓。要法人営業経験および英語コミュニ
ケーションレベル。

インテリジェンス
香港15K～20K香港/香港島

語学学校にて生徒の対応。受講コースの案内
や問い合わせ対応、イベント企画など。ビジネ
スレベルの英語。

香港WORKS技術系（メディカル・
化学・食品）/外食・フード 30K～40K香港の炉端焼きレストランで働ける方。今回、

欠員による補充のため、シェフを募集。

香港/香港島

香港/香港島

過去の
経験により
優遇

営業兼プロジェクトマネジャー。顧客のニーズを
把握し、社内の専門スタッフと協力し合い顧客
にソリューションを提案・実行。既存の顧客と
社内ローカルスタッフとの間のコーディネート
業務。

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
コンサルタント 15K～23K香港/新界

A:マーケティング部門マネジャー。B:リサーチ
部門マネジャー。日本企業のアジア進出支援、
マーケティング、セールス。日本語、英語ができて、
中国語ができれば尚可。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
金融・保険・投資顧問

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム

18K～23K香港/香港島
コンサルティング企業にて、主に市場調査の
コーディネーション担当。顧客対応と、外注先
企業との折衝、及び日英翻訳業務。要ビジネス
レベルの英語。

企画・宣伝・広報/
コンサルタント

サービス系/
その他・教育・
公的機関など

香港WORKS企画・広報・経営管理系/
金融・保険

インテリジェンス
香港

営業・販売系/IT・通信・
インターネット・ゲーム 20K～25K香港/香港島

IT関連企業にて、システム営業及びプロジェ
クトマネジメント業務。要コミュニケーション
レベルの英語。

インテリジェンス
香港

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 応相談

購買管理職。製造業・工場での購買業務・営業
事務の管理経験者。原価計算（財務含む）知識、
生産計画策定経験者尚可。英語ビジネスレベル。

インテリジェンス
広州

営業・販売系/
その他サービス RMB10K～広州

主に日系企業を対象としたセキュリティ・サー
ビス・防犯機器の提案営業やアフター・フォ
ロー業務。経験不問、北京語コミュニケー
ションレベル必須。

インテリジェンス
香港

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
物流・倉庫

15K～20K香港/九龍
物流のカスタマーサービス業務全般。物流ま
たは貿易実務の経験を持つ方。英語コミュニ
ケーションレベル以上。

インテリジェンス
深圳

生産管理・品質管理・購買/
メーカー（機械・電気・電子） 東莞 RMB～20K工場管理。成形技術経験者（未経験者でも問題

なし）。やる気と北京語日常会話能力を重視。

インテリジェンス
広州

サービス系/旅行/
レジャー・観光 RMB～12K広州

日系大手ホテルでのフロントデスク業務。主に
に日本人顧客の対応。接客業務経験がある方。
北京語または英語ビジネスレベル必須。

香港WORKS
生産管理・品質管理/
メーカー（素材・
化学・エネルギー）

年収500～
800万円香港/香港島

主にバイオマス、太陽光エネルギーなどの再生
エネルギーを日本向けに販売し。再生エネル
ギーの品質管理。日本卸先との技術的フォ
ローアップ。工場、サプライヤーとの連携業務
など。

応相談

HKD
～40K

インテリジェンス
香港

営業・販売系/メーカー
（素材・化学・エネルギー） 20K～35K香港/九龍

ニット製品のエージェント業務。提案営業、受注
対応、生産管理、出荷対応の全工程フォロー。
ビジネスレベルの英語または北京語。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/物流・倉庫

香港/九龍

大手物流企業でのマネジャー業務。営業と倉庫
管理を担当。要5年以上の倉庫マネジメント経験
及び営業経験。語学は英語コミュニケーション
レベルが必須。広東語スピーカーは歓迎。

事務・秘書・総務・
カスタマーサポート/
メーカー（機械・電気・電子）

20K

日系メーカーでのマルチタスクなアシスタント
業務。出張・会議の手配、受発注処理、基礎的
な経理業務などを幅広く担当する。要コミュニ
ケーションレベルの英語と、香港で就労可能な
ビザ。

インテリジェンス
香港

営業・販売系/
メーカー（機械・電気・電子）

香港/新界

営業。半導体、もしくはエレクトロニクス関連
業界での営業経験必須、中国物流知識がある
こと。英語日常会話レベル以上。

インテリジェンス
深圳深圳

ビジネス（香港・広東共通）
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香港＆広東

多彩な研修メニューと、心に響く講義が好評
　パソナエデュケーションは、企業の要望に基づき、ビジネス内容、ポジション、目的などに応じてカス
タマイズした企業内社員研修プログラムを提供している。また、社員を1名から参加させることの出来
る公開セミナーは、仕事に対する意識改革を目的とした若手社員教育、サービス向上のための店長教
育、リーダーシップや部下指導などの管理者育成研修、マーケティング力、交渉力、ファシリテーション
力などのスキル向上研修など、多彩なメニューを取り揃えている。
　研修プログラムを担当するのは、アジアでのビジネス経験豊富な講師陣。現場の声や起こりがちな
問題を把握している講師が経験を踏まえて行う講義は受講者の心に響くと好評だ。
　香港にて本年6月に予定されている公開セミナーは、ジュニアスタッフ向け「ビジネスマインドアッ
プ」、及び、主任～管理者向け「次世代リーダー研修」の二本立て。どちらの研修もケーススタディーや
ロールプレイが豊富で、実践力を身に付けることが出来る。

31年の実績。
パソナの社員研修

in
Asia

Pasona Education Co. Limited   ~ A leading Professional Training Institute Since 1984 ~

●ビジネスマインドアップ
日本の商習慣・ビジネスマナーを、その背景や理由を知ることで腑に落とす
研修。日本人上司と現地スタッフの意識の溝を埋める最良のプログラム。研
修内容は「ビジネスマナーの基本」「日本の企業文化と商習慣」「報連相」
「電話応対」など。
　　　　　　　　 　　　　　　開催日時：6月16日(火) 9:30-17:30
　　　　　　　　　　　　　　言語：英語および広東語（一部広東語のみ）

●次世代リーダー研修
インド・中国で大好評の幹部候補生向け研修がついに香港で初開催。強い
組織づくりのキーとなるリーダの育成を目指す。研修内容は「リーダーの資質
と役割」「中間管理職としての報連相」「タイムマネジメント」「チームビル
ディング」など。
　　　　　　　　　　　　　　開催日時：6月18日(木) 9:30-17:30
　　　　　　　　　　　　　　言語：英語および広東語（一部広東語のみ）

Pasona Education Co. Limited
住所：2/F., One Hysan Avenue, CWB
電話：(852)2577-8002（代表番号）     (852)2577-8384（日本語ライン）
メール：conslt@pasona.edu.hk          ウェブ：www.pasona.edu.hk

パソナエデュケーションはパソナグループの香港教育機関として1984年に設立。
以来、香港をはじめ、日本、中国、インド、シンガポール、インドネシアなど、
アジア各地で社員研修プログラムを提供してきた。
近年は、現地化及び次世代リーダーの育成に取り組む日本企業を幅広い研修メニューでサポートし、
海外拠点の組織強化、引いては日本の活性化に貢献している。

インド公開セミナー  研修模様

〈6月開催 香港公開セミナー〉
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香港＆広東 ベトナム

香港＆広東 香港

　生活者の意識・実態に関する調査を行っているトレンド総研が発表した「書籍・電子書籍」に
ついてのレポートを紹介しよう。
　日本国内の電子書籍市場は年々拡大。様々なサービスが続々と登場しており、2014年に
1,000億規模を超え、さらなる成長が見込まれている。一方で、低迷している出版業界や書店の
実店舗においても「電子書籍」をきっかけとして、「紙の書籍」「電子書籍」に関わらず、「本」の市
場全体を後押しするサービスや取り組みが増えているという。

■「紙の本」優勢、でも「電子書籍」とのダブル使い派も
　「本」に関する意識・実態調査は、1年間に1冊以上本を読む20～40代の男女500名を対象に
行った。まずジャンルは問わず普段の「読書形態」について聞いたところ、圧倒的に多かったの
は「紙の書籍だけを読む」人で77％。「電子書籍だけを読む」人はわずか7％にとどまったもの
の、「紙・電子書籍のどちらでも読む」人は16％いることがわかった。「電子書籍」は、スマート
フォンやタブレット端末などで容易に閲覧できるようになり、身近な存在になってきているの
かもしれない。
　「電子書籍」が閲覧可能なデジタルデバイスでの「電子書籍」の利用経験（過去1年以内を目
安に）を聞いたところ、もっとも多かったのは「スマートフォン」（27％）だった。一方、全体で
94％の人が「電子書籍」が閲覧できるデバイスを持っているものの、実際に閲覧したことがあ
る人は45％と半数程度となった。

■「電子書籍」のメリット、20代は「すぐに読める」、40代は「スペース」
　「電子書籍」を読んでいる理由は、「無料で閲覧・入手可能な本がある
から」（53％）、「読みたいと思ったときにすぐに読めるから」（51％）が上
位に。また、「本を保管するスペースがとられないから」（50％）、「持ち
歩きに便利だから」（49％）など、「紙の書籍」にはないポイントにメ
リットを感じる人が多かった。年代別にみると、20代では「読みたい
と思ったときにすぐに読めるから」（65％）がトップに、40代では
「本を保管するスペースがとられないから」（61％）がトップ。年代
によって感じるメリットが異なることが明らかになった。

■「本」と関係ない情報を接点に、本が読みたくなることも
　続いて、「本」全般との情報接点について調査を行った。読む
「本」を選ぶ際に参考にしている、または、「本」の情報収集源にし

ているものとしては、「書店でのPOPなど書店員による情報」（33％）、「オンライン書店などでの
ユーザーのレビュー」（29％）が僅差でトップ2に。そのほかには、「雑誌・新聞など紙の媒体の
書評」（24％）、「オンライン書店のWEBサイト・アプリ」（22％）なども参考にされていた。
　また、「本と直接的に関連がない話題・情報に触れたことや、店舗に行ったことなどがきっか
けで、本を読みたくなった・読んだ経験はありますか？」という質問に対しては、約7割が「ある」
と答えており、「本」と消費者との情報接点のポイントが、「本」以外の面に広がっている様子が
伺えた。

■「キュレーションサービス」で本の情報に触れた人が約3人に1人
　本レポートでは、本につながる情報を発信するものとしてインターネットの「キュレーション
サービス」に着目する。商品ジャーナリスト・北村 森氏は「キュレーションサービスは言うなれ
ば、情報のセレクトショップ」「いずれもインターネット上の情報を、独自の価値観や思考で収
集・整理して発信しており、キュレーター（情報を収集・選別をする人）の視点に、読者は価値を
見出す」と語る。
　「キュレーションサービス」の活用も、「本」と消費者との情報接点の拡大のカギになると捉え
ている。本調査では、「本」に特化していないキュレーションサービスを通じて「本」の情報に触
れたことがあるかを聞いたところ、約3人に1人が「ある」（33％）と回答している。
　今回の調査は、「本」を取り巻く環境が変化している中での消費者の読書形態の実態が改め
て明らかになったと同時に、「本」との情報接点の変化が垣間見える結果となった。

拡大する電子書籍市場とともに「本」を取り巻く環境も変化
今後のカギは「本」につながる情報発信の多様化・拡大

「書籍・電子書籍」に関するレポート

[調査概要]　
・調査期間：2015年4月6日～4月7日
・調査対象：20～40代 男女 500名
　                  ※性別・年代別に均等割付
　                  ※1年間に平均して1冊以上本を読む方
　                  内訳：1週間に数冊以上 13％、1週間に1冊程度 23％、 
　                  2～3週間に1冊程度 17％、1ヶ月に1冊程度 22％、
　                  2～3ヶ月に1冊程度 13％、半年に1冊程度 6％、1年に1冊程度 6％
・調査実施機関：楽天リサーチ株式会社
・調査方法：インターネット調査
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【楊さちこ先生のプロフィール】
1961年大阪生まれ。南京中医薬大学。

中医美容教授・中医学博士。

日本と香港・中国のアジアンコスメブームに火

をつけた第一人者。アジア各地において商品開

発から美に関するトータルプロデュースを手が

けるほか、各地において美容セミナーを開き、「楊

さちこ式美容メソッド」「脱ファンデーション」を伝

え、幅広い年齢層の男女から絶大な信頼と支持

を得ている。

楊さちこのアジアンビューティースタイル公式サイト

Repeque®-レピーク

www.yo-sachiko.com

香港ときどき海外発！

中医学博士・楊さちこの『アジアンビューティ

まっしぐら』@アメブロ

www.asian-cosme.asia

◆おしらせ
【温めることに積極的に
なって欲しい】
『東洋医学の教えをベースに
季節と心身を調和させなが
ら、冷えを防ぎ、温かな心身と
もに温かな“わたし”を育んで
いく「温育」の方法を記した
監修書『温育じかん手帖』
(Life Design Books)発売中

第167回Pocket rφpeque®

ぽけっと レピーク

薄毛の原因
　側頭部や後頭部は常に筋肉の運動で血液の流れはいいのですが、前
頭部や頭頂部は筋肉がないため、血行が滞りがちになり髪が抜け易く、さ
らに、薄毛になる男性の多くは男性ホルモンの働きで皮脂分泌が盛ん
で、過剰分泌による脂性が脱毛を招く大きな原因になっています。理由は
脂で毛穴がつまり、毛根が呼吸できなくなり髪が弱ってしまうためです。 
　 
■髪を復活させるポイント 
　毛　髪 ：髪に栄養を与え、毛髪を強くする
　毛　根 ：毛根の脂肪のつまりを防ぐ
　頭　皮 ：頭皮の血行を良くする
正しい洗髪 ：正しい洗髪で頭皮や髪を傷めない
　 
【毛髪を強くする】 
　髪を作っているのは根本の細胞、毛母細胞です。しかし、毛母細胞に行
き渡る栄養が少なくなると、髪は抜け落ちてしまいます。髪を強く、太くす
るには、毛母細胞に髪を作るのに必要な栄養素が行き渡るようにしなけ
ればなりません。髪の主な成分はタンパク質です。つまり髪に栄養を与え
るためには、タンパク質を作るためのアミノ酸をとることが必要です。ま
た、その他、3つのミネラル、鉄・銅・亜鉛をとることも大切です。中高年が
積極的に摂る必要があるのは亜鉛です。

■髪を強くするのに最適な食材
　蜂のコ：蜂のコとは黒スズメ蜂の幼虫のことです。アミノ酸を多く含み
(42%)、鉄・銅・亜鉛の3つのミネラルも豊富に含んでいます。つまり、蜂の
コで髪の毛に必要な全ての栄養素が補給できます。 

■髪の毛を強くするお奨めメニュー 
　ご飯（亜鉛）、みそ汁（アミノ酸）、切干大根とアサリの煮物（亜鉛、鉄、
銅）、納豆（アミノ酸、亜鉛、鉄） 
　 
 【毛根を強くする】 
　髪の毛は4～7年周期で生え変わります。しかし、毛根が弱いと、新しい
毛が作られにくくなり、薄毛になってしまいます。そこで、毛根を強くする

マル秘育毛法が！次に紹介する「みかん皮酒」や「アロエ酒」を1日2回、
頭皮につけると、個人差はありますが毛根が活性化され、髪の成長を促
す効果が期待できます。効果が一番期待できる時間は毛母細胞の活動
が活発になる夜9時30分頃です。
※皮膚が赤くなるようならすぐに使用を中止して下さい。 
　 
■夏みかんの皮酒
　夏みかんの皮に含まれているリモネンが髪の成長を邪魔する酵素を
阻害してくれます。髪の中には、悪玉酵素（5アルファリダクターゼ）がい
て、毛根を攻撃し、抜け毛を促進しています。夏みかんの皮や精油に含ま
れるリモネンは、この悪玉酵素を攻撃して毛根を強くしてくれるのです。
夏みかんの皮に含まれているリモネンはお酒に漬けると抽出されやすく
なるため、皮酒を作ります。皮酒にはリモネンがたくさん含まれているの
です。 

□夏みかん皮酒の作り方□
①夏みかんの皮20個分のヘタを取る。
②この皮と焼酎(日本酒でもよい)１升を瓶に入れる。
③この状態で日の当たらない所に１週間置いた後、皮を取り除き完成！
④頭皮をきれいにして皮酒をつける。 

■アロエ酒
アロエの成分・アロインが抜け毛を促進する悪玉酵素（5アルファリダク
ターゼ）の働きを抑制します。 それにより、抜け毛の改善につながります。
　 
□アロエ酒の作り方□
①よく水洗いしたキダチアロエ（目安として6本から7本）を2～3㎝ほどの
長さに切り、2～3日間日陰で乾燥させる。
②乾燥させたアロエ80gと焼酎1升を瓶に入れる。
③常温（直射日光は避ける）で2週間置いた後、アロエを取り除き完成！
④清潔な頭皮に1日2回つける
※消費期限は3ヶ月。色や香りが変わったら、新しいものと取り替える。

楊さちこの中医美容学的　～薄毛対策・その１～
髪はある一定の周期で生まれ変わるので日常生活の上で１日50～100本は抜けても安心ですが､
起きたときに抜け落ちた髪の毛が気になったら要注意です！
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　“TCM PLUS”は京都で生まれた
スキンケアブランド。日本の精巧な
ものづくり精神のもと、実験に実験
を重ね、安全かつ優れた効能を併
せ持つ、上質な漢方スキンケア製
品だ。パッケージデザインは、世界
で活躍するデザインオフィス
「nendo」により手がけられ、都会
の女性を意識した、端正かつシン

プルなデザインに仕上げられている。TCM+ブランドが公開され
るや、デザイナーやクリエイターなどの愛読者をもつ「Casa」の
紙面でも取り上げられるなど、高く評価されている。

TCM PLUS 漢方スキンケアの法則
　漢方は中国（漢）で発達した伝統医学の考えで、人が本来持ち
合わせている自然治癒力を高めることで体を整える。一人一人
の個人差に応じて、体内で不調和が起きている原因を特定、養
生によって自然治癒を目指す。人体には驚くべき免疫機能が備
わっており、漢方による養生で自分自身が持つ治癒能力を高め
ることができるのだ。治療に使用される漢方薬は、そのほとんど
が天然植物からとされるが、一部には動物・鉱物なども使われる
こともある。そうした生薬は個々
の症状に応じて組み合わせ、調合
して処方される。

　TCM PLUS製品の有効成分は、
最先端の技術を使用して天然生
薬から抽出される貴重なエキス
だ。アルコールや石油性成分、香
料、色素などは含まない、正真正

銘の無添加製品で、体にやさしいにもかかわらず効果が期待で
きる。さらに日本の最新ナノ特許技術で、自分の肌の状況、季節、
環境、コンディションなどに合わせて自由にカスタマイズできる
ため、正にその人個人に特化したスキンケア商品となっている。
年齢、環境、習慣などが引き起こすお肌の問題にもすぐに応えて
くれる画期的なアイテムだ。

TCM PLUS × Nendo
佐藤　オオキ / OKI SATO（デザイナー / デザインオフィス
「nendo」代表）
 1977年カナダ生まれ。早稲田大学大学院理
工学科卒業後、「nendo東京オフィス」を
設立。建築、プロダクト、グラフィック
と多岐にわたるデザインを手がけ
る。ニューヨーク近代美術館、パリ
のポンピドゥー・センターをはじめ
世界の美術館でも作品が収蔵されて
いる。現在、世界中で250以上のプロ
ジェクトが進行中。

　TCM+ブランドのデザイン
およびコンセプトはデザインオフィス
「nendo」によって手がけられた。nendoの創設者でありデザイ
ナーの佐藤オオキ氏によると、「中国伝統の知恵を凝縮し、漢方
医学の考え方に基づく厳選された純天然成分を組み合わせるこ
とで生まれたことから、ブランド名は“TCM+”としました。（TCM
はTraditional Chinese Medicine【漢方薬】の略）ロゴは“T”“C”
“M”をそれぞれ連続的に配置することで“+”に見えるようなもの
にしました」とのこと。ロゴもパッケージデザインも、「+」が強調
されており、白地にライトグレーの「+」はとても鮮やかだ。「店頭
や自宅において効能の違う製品が複数並んだときに“+”が浮か
び上がるようなパッケージデザインを考えました」と語る。

自由な組み合わせで無限の可能性を創る
　TCM+ブランドでは現在、洗顔、保湿、
美白、アンチエイジングの各シリー
ズがラインナップされてい
る。色々なシリーズを組み
合わせて、自分に合うスキン
ケアアイテムをカスタマイズ
しよう。無限の可能性がそこ
にある！

日本漢方スキンケアブランド TCM PLUS ここに登場！
「自由に組み合わせる」という新概念・スキンケア効果無限大
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