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ヴィクトリアハーバーで運行されているスターフェリーの中でも船体にペイントが施されたカラフルなフェリー
”Morning Star(曉星号)”が尖沙咀～中環間を定期運行している。
いつでも時間が空いたら昼夜のシーンを対岸へ渡るスターフェリーからすれ違うタイミングで撮影してみると結構ハマる。
撮影タイミングが合わなければ、もう一度、乗船して再トライ。自分のお気に入りの写真を収めることができたらしめたもの。
香港観光巡りの一つに入れておきたい穴場スポット? でもある。



今週の香港ピックアップ セレモニー
@cosme storeがNEW OPEN!

6月8日

Shop 105, Star House, 3 Salisbury Rd., TST
年中無休

Committee room North, Hong Kong City Hall, 
5 Edinburgh Place, Central
11:30～
HKD80

AsiaWorld-Arena, 
1 Airport Expo Boulevard, Chek Lap Kok
19:00～21:30
HKD1,680、HKD1,380、HKD980、HKD680

Happy Valley Racecourse, 
Wong Nai Chung Rd., Happy Valley
(852)1817
http://happywednesday.hkjc.com

Music Zone, KITEC, 1 Trademart Drive, Kowloon Bay
20:00～22:00
www.cityline.com
HKD680、HKD480、HKD380

Lan Kwai Fong, Central
13:00～23:55

試せる・出会える・運命コスメ!
　アイスタイルグループが6月8日、「試せる・出会える・運命コスメ」をテーマとしたコス

メセレクトショップ「@cosme store」の香港第1号店を尖沙咀（チムサーチョイ）Star House

にオープンした。開店セレモニーには、在日本国総領事館の松田邦紀大使兼総領事、

JETRO香港事務所の伊藤亮一所長らが駆け付け、門出を祝った。同店は、日本同様、流通

チャネルの垣根を超えた幅広い商品ラインナップ、カウンセリングコーナーや肌診断ス

ペースにおけるお客様に寄り添った商品提案、ほぼ全ての商品を自由に試せる環境な

どを売りに、共有したくなる「体験」を提供するスペースとして、食文化だけでない日本の

強みを香港で発信していく。

圧巻のダンスパフォーマンス
　東方神起は香港のAsiaWorld-expoを皮切りにコンサートツアーを開

始する。このコンサートでは3月にリリースされた8thアルバムやステー

ジ音楽、また新旧のヒットソングなど

ファン必見の内容。ミュージカルをテーマ

に舞台効果をアレンジし、華やかなパー

ティーのような華やかさを演出。香港でも

力強いパフォーマンスを堪能しよう！

コンサート
東方神起「-CIRCLE- #welcome」

7月7日

イベント蘭桂坊音樂啤酒節
Lan Kwai Fong beer and music fest 2018

7月21・22日

夏だ！ お祭り気分を満喫しよう！
　人気イベントLan Kwai Fong beer and music festが今年も帰ってき

た！　世界でも有名なバーエリア、ランカイフォン。多数のブースによる出

店もありインスタ映えする各ビールメーカーによるユニークな形のビア

グラスや、美食が気軽に味わえる。イベントやライブパフォーマンスもあ

り。グラスを傾けながら皆で踊ろう！

イベント
Carnivale of Action @ Happy Wednesday

6月27日、7月4日

水曜日はハッピーバレーに行こう！
　ブラジルのリオカーニバルにインス

パイアされたHappy Carnivale of Action

がHappy Valleyに到着。競馬の興奮と

フェスタのパフォーマンスを組み合わ

せた独特の雰囲気が楽しめる。ゴー

ジャスなサンバのダンサーたちが各ス

テージでパフォーマンス。そこにいるすべての観客をカーニバルの雰

囲気へといざなう魅力たっぷりのイベント！ 18歳以下は参加不可。

Exhibition

Shouson Theatre, Hong Kong Arts Ctr., 2 Harbour Rd., Wan Chai
20:00～22:00
HKD280、 HKD196

Concert Hall, Hong Kong Cultural Ctr., 
10 Salisbury Rd., TST
20:00～22:00
HKD480、HKD380、HKD280、HKD180

エキシビション
Cultural Masseur - Dragonix Multi-Arts Festival

7月6日～14日(金、土のみ)

劇場は疲れた心を洗うランドリー
　香港芸術中心が主催するDragonix Multi-Arts Festival はインタラクティブで多様な

感覚体験または芸術と人生との関係の理解を促しながら現代の様々な芸術体験を提供

している。劇場はアーティストのJaffa Laｍ氏、Ong Yong Lock氏とHakgwai氏等と共に

疲れた心をいやしてくれる場所に変わる。Laｍ氏自身の経験からインスピレーションを

得て、社会問題や人生にまつわることを中心のテーマとしている。Lam氏の心はアイデン

ティティの問題、現代香港の社会的混乱の激しさに常に占められている。その否定的な

感情に対処することは、くすんだ白いシャツを洗うようなもので、どんなに頑張っても そ

の白さを元に戻すことはできない。心を洗浄することは本当に不可能なのだろうか。五

感をフルに活用させて疲れた心を洗おう。

Cultural Masseur present Dragonix Multi-Arts Festival
Myousic A soundscape theatre experience

7月19～21日

自分の中にある感覚を研ぎ澄まそう！
　スイスのアーティスト、ミュージシャン、ディレクターDimitri de Perrot

氏が届けるMYOUSIC、観客に新しい視点をもたらす大胆かつ斬新な光

の世界。巧みに使われた音と光が聴

衆と演奏者の距離を縮めていく。

パーカッションの音楽を聴きながら

思いがけない感覚の経験に没頭し

よう。すべてをオープンにして楽し

い極上の時間を過ごしてみてはい

かが？

コンサート
Celebrate Bernstein On Broadway! Pop series

7月6～7日

偉大なる音楽家バーンスタインの音楽
　アメリカの最高の作曲者、指揮者そしてピアニストとしても知られて

いるレジェンド、バーンスタイン。このミュージカル界のカリスマの生誕

100周年を記念してコンサートが開催

される。誰もが口ずさめるNew　York, 

New　Yorkなどを始め、華やかなブ

ロードウェイのミュージカルヒットで

綴る。バーンスタインの魅力に身近

に触れるには絶好の機会。

コンサート
Little Glee Monster Asia Tour 2018 - juice!

7月15日

初のアジアツアー開催！
　Little Glee Monsterは、5人

組ボーカルグループ。「歌声だ

けで人々の心を歓喜する」と

いうコンセプトで5人の美しい

ハーモニーを響かせてきた。昨年、日本の人気ドラマの劇中歌がヒット

しブレークした彼女たち。これまでEarth, Wind & Fireやアリアナ・グラン

デの来日公演のサポートアクトを務めた経験もあり、実力も高い。この

機会を逃すな！

Citygate Outlets 2/F., 
20 Tat Tung Rd., Tung Chung
https://hk.pandora.net

ショッピング
PANDORA期間限定ショップ

～7月1日

チャームを着替えて、夏に似合う私だけのジュエリー
　アレンジ自由自在、世界に一つだけのジュエリーが作れるデンマーク

生まれの人気ジュエリーPANDORAが期間限定ショップをCity gateに

オープン。品ぞろえも豊富で定期的に

ラインナップもアップデートされるの

で要チェック!　ジュエリーは嬉しいこと

に、なんと最大40％オフ。自分へのご

褒美にお気に入りのチャームをぜひ見

つけに行こう！

言葉を使わずに伝わるストーリー
　大好評のMask Theatre Workshop' by Kulunka Theatre Company が

帰ってきた。ステージでは優れた3人の俳優が言葉を使用しないでマス

クとジェスチャーでなんと15

人ものキャラクターに扮して

ストーリーを観客に伝える。こ

のワークショップではマスクに

よる言語の本質と側面を紹

介。参加者も一緒にマスクを

つけて挑戦してみよう！

From Puppets to Humans' Series
Mask Theatre Workshop' by Kulunka Theatre Company 

6月22～24日

Shouson Theatre, Hong Kong Arts Ctr., 
2 Harbour Rd., Wan Chai
木、金 20:00～22:00  土 15:00～17:00
HKD280、HKD196

香港ピックアップ
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香港ローカルニュース
プレゼンツ

  行くなら今！老舗麵屋「永華麵家」が8月末閉店
　竹で打つコシの強い麺が有名な「永華麵家(Wing Wah Noodle Shop)」が今年8月31日に閉店とな
るようです。永華麵家は1950年初頭に湾仔（ワンチャイ）で開業した半世紀以上の歴史を持つ麵屋
で、地元香港人だけでなく多くの旅行客にも愛され続けてきた名店であり、2018年には「ミシュラン・
ビブグルマン」にも選ばれました。
　閉店理由について3代目店主の謝秀紅さんは「売り上げも落ちてきたし、いい歳でもある。5,000人
が働いている近くの税務局やイミグレーションの移転も決まっているので商売をするには厳しい。」と
香港メディアの取材に対して語っています。 また香港では近年、竹打ち麺の技術継承者が少なくなっ
ていることも話題となっています。伝統古来の食文化を継承していく人材不足が危惧されています。
　永華麵家では、名物メニューの竹打ちのワンタン麵とジャージャー麵のほか、豚足の煮込みなど麺
以外のメニューも人気があります。深夜2時まで営業しており夜食としても人気があったため、香港の
SNS上では「これから夜食はどこに行けばいいんだ？」などと惜しむ声が多く上がっています。
　永華麵家の閉店までに、伝統的な技術で作られた麺を味わいに訪れてみてはいかがでしょうか。

≪永華麵家≫
住所：G/F, 89 Hennessy Road, Wan Chai
時間：12:00pm ‒ 2:00am
ワンタン麺　44香港ドル
ジャージャー麺　48香港ドル

  香港人の70％がワールドカップ期間中に休暇を申請
　2018　FIFAサッカーワールドカップの開催期間（6月14日～7月15日）、70％の香港人が休暇や病欠
を申請し、サッカー観戦を楽しむというアンケート結果が発表されました。開幕日の6月14日（木）は、
中環（セントラル）の蘭桂芳（ランカイフォン）は歩行者天国となり、ワールドカップの関連イベントな
どがおこなわれます。
　今回のアンケート調査は不動産ディベロッパー「信和集団」が962人を対象に実施したもので、回答
者の70％が「50％以上の確率で休暇を取得する」、そして約50％が「自分はサッカーファンである」と

回答。ワールドカップの試合時間のほとんどが香港時間の20時、
22時、23時、深夜2時であるため休暇や病欠の申請を考えている
ようです。なお、観戦場所に関するアンケートでは、60％が「外出
をして観戦する」と回答、そのうち53％が「パブで観戦する」、25％
が「ショッピングモールで観戦する」、21％が「軽飲食店で観戦す
る」と回答をおこないました。
　蘭桂芳（ランカイフォン）では、6月14日（木）の17時から深夜1
時まで歩行者天国が実施され、ワールドカップ色あふれる装飾、
音楽、ダンス、屋台などが楽しめます。香港のワールドカップ熱を
体感したい方は、蘭桂芳へ訪れてみてはいかがでしょうか。

W杯開幕まであと1週間を切りました。日本代表の試合予定は以下のようになっています。
・6月19日（火）　香港時間20時～　日本対コロンビア
・6月24日（日）　香港時間23時～　日本対セネガル
・6月28日（木）　香港時間22時～　日本対ポーランド

　ワールドカップの全試合予定は以下サイトで確認できます。日本時間での記載となっているのでご
注意ください。
http://www.jfa.jp/samuraiblue/worldcup_2018/schedule_result/

香港進出サポートなら香港BS
ウェブ：https://hongkong-bs.com
電話：(852)2529-8288 
メール：contact@hongkong-bs.com
業務内容一覧：会社設立・口座開設・ビザ・不動産・会計サポート・人事労務・
　　　　　　 飲食店立ち上げサポート・HP制作・資産運用・etc

ローカルニュース
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New Trial
Person 特

集

松浦
 康
裕

ここ香港・華南において、その地の利を活かして、面白い事を創めた（始
めよう）としている人たちがいる。今回は、そんな人達5名を追って取材を
した。奇遇にもその各人の記事からは共通点が浮かび上がる。そう誰も
が苦難の壁にぶつかりながらも、それを克服しようと立ち向かった経験
を持っているのだ。そしてこれから彼らが目指すものとは何か、我々PPW
取材班が追った。

新
し
い
事
を
始
め
た
人
、

始
め
た
事 

特
集

原 
雄一
郎

吉田
 俊
広

和泉
 素
行

橋本
 一聿
彦



PPW：始めてみて、何か壁にぶつかった事はあ
りましたか? 大変なところと、やりがいを教えて
ください。
橋本：まず、海外進出する際に、JETROさんの支
援プログラムに応募して申請が通過して、援助
対象になることができました。専任の方をひと
り付けて頂き、どの国でスタートするのが望ま
しいかを色々と視察に行きました。中国内で
は、工場の中に洗濯場があり、洗濯専門のス
タッフが工員のユニフォームを洗うという仕組

みが主で、人件費的に見てそちらの方
がコスト的に安く収まる為、まだまだ
市場としては時期早々と判断しまし
た。シンガポールや台湾も見に行きま
したが、ユニフォームレンタルの市場
としては同様にまだ時間が掛かる気
がしました。そんな中、香港では日清
食品さんのご紹介で、現在協業をさせ
て頂いているクリーニング工場を知る
事になります。通訳さんを通して面会

を求めましたが、最初は断れられたものの、3
回目の電話で何とか面会にこぎ着けたました。
すると向こうも丁度クリーニング業だけではな
く、ユニフォームのレンタルにも興味を持ち始
めた時期だったのです。それから話がとんとん
拍子で進み、工場内に私のオフィスも設けて頂
く形で協業がスタートしました。それから新規
顧客開拓で動きだすのですが、やはり香港で
はテレアポが敬遠されるという事が大変でし
た。今でも飛び込み営業は続けておりますが、

「変な北京語話す日本人が来よった」と営業先
には映るらしく、逆にそれが警戒心を解く事に
繋がり、「次回、通訳も連れて来るから、アポ取
らせてや～」と口約束を結んでは、地道に本営
業に繋げています。あとは、ユニフォームに付
けるデータを読み込む機器を香港で探すのが
大変でした。電波法が日本と香港とで異なる
為、日本の機器を香港に持ってくる事ができ
ず、香港の電波を読み込む機器を探すのに時
間が掛かりましたね。

弟と自宅内かな。中学くらいだと思い
ますがこのころは卓球をやっていました。
このころには弟の学力が私をすでに
抜いていたと思います。

1973年3月8日生まれ。兵庫県西宮市出身。新界荃湾在
住。趣味はフィットネス通い、ゴルフ。週末は荃湾のB
級グルメを開拓中。

YAMATO UNIFORM RENTAL LIMITED
住所： Unit 301, Sun Fung Industrial Bldg.,

 8-12 Ma Kok St., Tsuen Wan
電話：(852)9126-2860

ウェブ： www.yamatohk.net

橋本一聿彦さんプロフィール

PPW：まずは、橋本さんの学生時代やこれまでの経歴、
日本本社の社歴などを教えてください。
橋本：法政大学では試験が主だったので、学校にはあ
まり行かなかったですね。ただ、「あかん、単位足りてな
いやん！」といった試験に追われる夢を今でも見ます。
学校には行かない反面、サークルのスキーにはかなり
打ち込みました。夏場はアルバイトでお金を貯めて、冬
はスキーに明け暮れてた大学生活で、香港へ来る直前
までスキーは続けていました。性格的なキャラクターと
しては、小学校から友人に言われ続けてきたのですが、
面白い変な人に映るようです。恐らく天然な部分があ
るので、それがその様に映るのでしょう。1996年に大学
を卒業した後は、東京のアパレル会社で勤務し、3年後
に出身地の兵庫にある父親が経営する業務用ユニ

フォーム会社へ入社しました。この会社は明治24年に
私の曾祖父が創業した会社で、社名をカクテン屋と言
います。当時は漢字を使用して角が立たないような丸
みを帯びた社名が多い中、カタカナで【カクテン屋】と
名付けたのは、革新的な物を常に目指すと言う曾祖父
の意思の表れだったのだと思います。当社は、明治創
業時には足袋を製造していましたが、その当時、外国
船が頻繁に入港する神戸港には多くの外国人シェフが
降り立っていました。そのシェフたちの着用していた
コックコートを真似て製造しはじめたことが足袋から
ユニフォームへ業態を転換するきっかけとなります。横
浜や長崎にもその様な会社があったとは思いますが、
神戸では恐らく弊社が初めてコックコートを作った会
社ではなかったのでしょうか。

PPW：新しく創められた事とは何で
しょうか？香港ではそのサービスは
どうして革新的なのでしょうか？その
サービスを香港で始められた理由
は何ですか？
橋本：日本でも以前は企業の従業員
が着用するユニフォームはその都度
購入され総務の人たちが入退社に
応じて管理していました。さらにク
リーニングが必要な企業では日々の
労働後に汚れたユニフォームをク
リーニング会社と契約して清潔にし
てもらっていました。
　それら購入の手間、入退社の在庫
管理、クリーニング会社との交渉と
いった企業側の購買プロセスを当
社はユニフォームレンタルという仕
組みでひとつにまとめることができ、
企業の総務は入退社の連絡を当社
へ連絡するだけとなりました。新人

のユニフォームは個人名がマイクロ
チップで埋め込まれたシールが識別
用として貼られて届けられ、退社のユ
ニフォームはクリーニング回収時に
クリーニング工場で回収され、個人
単位で1ヶ月のクリーニング状況が
把握できるデータがあるので衛生管
理に役立てることができます。弊社か
ら顧客へ「Aさんは今月1回もユニ
ホームをクリーニングに出していま
せんよ。」などの連絡を差し上げる事
ができるのです。
　このサービスを2016年から香港で
も開始することとなり年々新しい顧
客と契約ができるようになってきて
います。香港では家賃や人件費の高
騰のためこういった企業のユニ
フォーム管理は外注化にして企業は
本業に専念してもらうきっかけがで
きればと考えます。

PPW：ずばり、この事業にかける想いを教え
てください。
橋本：私達がまだ、パソコンやインターネット
を使う前の時代には、誰しもが「こんなパソ
コンなんて、使っても意味があるのかな？！」
と思っていたと思いますが、今は皆さんの生
活には無くてはならない物になっています
ね。それと同じように弊社のユニフォーム
レンタルのサービスも、ほんの少しだけコス

トを上げるだけで、総務部の方々が楽にな
り、企業も煩わしいユニフォーム管理から解
放される事を、ここ香港や海外で広めていき
たいと考えております。飲食店や工場関係の
皆様、ご興味をお持ちになられたら是非ご連
絡をください。

PPW：ありがとうございました。
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注釈：掲載写真の説明は橋本氏より

ユニフォームに
埋め込まれるチップ

チップのデータを読み込む機械を香港で探すのに苦労しました。

清潔が保たれる荃湾にあるクリーニング工場で始めたのが
ユニフォームレンタル業です。

姉との写真。神戸の三宮に住んでいた
幼稚園くらいのときは近くにある
六甲山までいってました。

幼稚園くらいまではかなり
太っていたようです。

小学生くらいになるとずい
ぶんスリムになってきました。
このころは三宮にある生田
警察の剣道学校へいって
いたかなあ・・・

神戸の人たちが夏場に良く行く
須磨海水浴場砂に埋まるサウナ
感が気持ちよかったです。

弟と生田神社で。生田神社は藤原紀香と
陣内が結婚式を挙げたところで有名に
なりました。
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1978年生まれ。20代中盤で上海に語学留学をし、現地採用としてフリーペーパー制作
会社へ入社。2005年に香港へ赴任。香港・広東初の週刊フリーペーパーを創刊。2018年
に家族史・自叙伝制作編集サービスのFTサービス（Family Tree Service）を創業。
ウェブ：www.ftservice.jp

原 雄一郎さんプロフィール

企業情報はWEBで！

PPW：まずは原さんの中国での経歴の始まりを教えてくだ
さい。
原：はい。20代前半まではバンド活動とアルバイトに明け暮
れたフリーターで、20代半ばになって、これはヤバいと気付
き上海に語学留学をしました。留学後は上海での就職を希
望し就職活動を行いましたが、職歴がないフリーターの私
は、人材仲介会社さんに登録をしても、日系企業からは面接
にさえも呼んでもらえないダメ人材でした。1度だけ日系物
流会社の面接に呼んで頂けた事があり、希望給与を聞かれ

「8,000元（当時本当は1万元欲しかったのですが妥協し
て）」と答えたのですが、不採用でした。「自分は8,000元の価
値もない人間なんだ。」と当時非常に落ち込んだものです。
自分の社会的価値が分かったのもその時でした。フリー
ターという場所に甘んじていたツケを自覚したものです。
そんな折、上海で日本の雑誌【東京カレンダー】をコンセプ

トに模したフリーペーパーに「一緒に弊誌を作りませんか？」
なる求人広告が編集部後記に掲載されていて、藁をもすが
る想いで応募したんです。応募メールには「自分は職歴も学
歴もない人間ですが、面接をしていただける可能性はあり
ますか？」と書いたところ、「問題ありません。」という返信が
来て、張り切って面接に行くと、社長には当日の面接を忘れ
られる始末でしたが、遅れて来た社長からは一発合格をもら
いました。そこから私の中国での経歴が始まりました。直属
の上司は元自衛隊の鬼軍曹。彼ら先輩について中国全土を
重たいフリーペーパーを担いで営業しました。北京の氷点
下では東四環路から中関村まで自転車で往復（およそ山手
線一周の距離）、蘇州からは、電燈も切れていて冷房もない
鈍行列車に乗って上海に帰宅すれば夜中の2時、脆弱な造り
のキャリアーが壊れてしまい雑誌300冊を抱えて東莞の長安
鎮を右往左往、そんな逃げ出したい日々の連続でした。

PPW：それから香港に来ることになったのですね？
原：2005年に同社の社運を賭けた新規事業立ち上げで香港に来ることになります。当時まだなかっ
た週刊でのフリーペーパーを立ち上げる為に来ました。2007年くらいだったでしょうか、同社香港支
店の総経理に就任し、その後事業を軌道に乗せて2016年後半から徐々に後輩の新総経理体制への
移行を進めてきました。そして現在も後方支援および相談役を務めながらも、2018年に正式に私の
方は新規事業部の立ち上げを担当する事になったのです。

PPW：なるほど。市場はありそうですか？
原：ご存知の通り、超高齢化社会を迎える日本において市場が開けていく実感はあります。ただ、この
事業を始めてから見えてきた事もあるので、日々調整を続けているのも事実です。みなさんが家族史
のサンプルをご覧になられると「すごく良いわね。」とお褒めいただけるのですが、それと同時に「ま
だ私には早い（まだ死を迎えるまで時間がある）。」とも思われてもいるので、営業の見地から言うとな
かなか話が進まないんですよね。

PPW：この新規事業にかける想いなどがありました
ら、お願いします。
原：既に80代の女性お二人から家族史・自叙伝の受
注を頂き、先日、仙台に伺い家族史制作の為の取材
を済ませて参りました。その時にあったエピソードを
2つご紹介したいと思います。一人目の方ですが、取
材開始時に「ご出身は仙台ですか？」という私の問い
に対して、返ってきた言葉は「いいえ、樺太です。引き
揚げの時は私が乗った船以外、私の目の前で全部魚
雷で沈んでいったものさぁ。」でした。すると、取材に
同席されていた親族の方が「え！？ そうだったの？！」と
驚いているではありませんか。これは弊社のキャッチ
フレーズでもある「父母・祖父母の事を、あなたの子
供に語れますか？」にぴったりと納まった瞬間でした。

私もそうですが、二代前などの身近な先祖の事でさ
え、分からない事が多いのではないでしょうか。自分
のルーツとは、父母・祖父母はどのような人間だった
のだろうか。そして、自分の事を孫や曾孫は知りえる
機会があるのだろうか。今、現在進行形で当たり前の
ように存在する自身の家族や親族は、いつまでもそ
のままではありません。そう感じた瞬間でした。もう一
つは、もうお一方を取材している時に、その方が幼少
の辛い事を回想されて、初対面の私の前で涙を流さ
れたのです。私はどうする事もできず、まるで懺悔室
にいる神父に自身を重ね合わせた心境でした。そし
て「これは聖職だ。この方の自叙伝制作に私が携われ
る事は何て素晴らしい事なんだ。最高の物を創り上
げよう。」と決意した瞬間でした。

PPW：最後に何か弊紙読者にメッセージがあれば、お願いします。
原：家族史・自叙伝は、父母・祖父母へのプレゼントにも最適です。
ご興味を持たれた方は是非、弊社ホームページをご覧ください。
また、どんな事でもお気軽にお問合せ下さい。

PPW：ありがとうございました。

PPW：それが今回の特集のテーマですね。新しい事とはどのような事を始めら
れるのでしょうか？
原：一言で言うと人生を終わらせる方の【終活】サービスですね。日本でも徐々
に話題になってきていると思いますが、生前整理や生前葬、そう言った類の
サービスだと思って頂ければ分かりやすいかと思います。
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PPW：具体的にはどのような事をするのでしょうか？
原：はい。生前整理や生前葬などは、弁護士さんやお葬式屋さんに任せるとして、弊社はフリーペー
パー事業で養った取材・編集・制作・印刷製本というノウハウを活かして、まずは家族史や自叙伝をお
創りするサービスを日本国内で展開する予定です。

父母・祖父母のことを、
あなたの子供に語れますか？

あなたの家族が生きた証を
10 0年後の子孫に伝えます

ただ単に写真を掲載するだけではなく、
徹底的な取材をし、第三者目線でその人の人生を書き上げる記事が好評のサービス

ロンドンツアーも行った
バンド活動時代の写真
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PPW：まずは素行さんの学生時代を教えてくだ
さい。
素行：はい。香料の会社に勤めていた父親の仕事の
影響で日本各地を転々としていましたが、岡山で過
ごした高校は先生も生徒も学校全体が一丸になっ
て、いい大学に行くぞ！といった進学校でした。先生
でさえも、あまり良くない先生は他校へ飛ばされる
ようなハイパー進学校だったんです。夏休みも2週
間もなく勉強に明け暮れるような学校だったので
すが、勉強の傍らサッカー部に所属していました。
また絵を描くことも好きで絵描きになりたいという
願望もあったので、美大への進学も考えたりもしま
した。そこで美術の先生に相談し、サッカーも勉強
も止めて美術の勉強に打ち込むようにアドバイス
をもらったのですが、みんなとワイワイやるサッ
カーが楽しかったので美大を諦めました。いろいろ
な事に興味を持つ歳ではあったのですが、学校の
先生には、大学に行ったら好きなことやればいいか
ら、とにかく今は勉強だけ頑張ってくれと言われ、は
み出すこともできず、立ち止まることさえできず、あ
まり他のことは考えずに勉強だけに打ち込みまし
た。その為、大学時代は、色々とやりたいことに打ち
込んだ日々を過ごす事になります。卒業さえできれ
ばいいやといった考えだったので、勉強はほどほど
にして、当時流行っていたミュージシャンのゆずに
憧れてギターを始め路上で歌ったり、コントや漫才、

安い8ミリのビデオカメラを買ってショートムー
ビーを撮ったり、新聞で募集している劇団に入ったり、
モデルをやってみたりしました。漫才に関しては、
神戸のライブ会場でお客さんが10名もいませんで
したが、定期的に出演したりもしていました。また、
その当時に第二言語で中国語を勉強することにな
ります。父親と相談した時にこれからは中国が伸び
るからというアドバイスをもらい、好きなことをやっ
ても潰しが利くようにと中国語だけはしっかり勉強
する事にしたんです。他の成績は可ばかりでした
が、中国語だけは優でしたね。今にして思えばそれ
が今の自分の仕事に繋がっているので父親には大
変感謝しております。
　卒業後には就職する気もなく、大学4年生の時に
漫才で食っていこうという気持ちが芽生え、ある日
の夜に漫才の相方を神社へ呼び出し、俺と一緒に
吉本へ行ってくれ！ と熱く語ったのですが、相方には

「何言ってんねん！ 俺は就職するよ！」とドン引きされ
てしまいます。そして、それは漫才の道が絶たれた
時でもありましたが、それとほぼ同時にまるで天命
のように大学で交換留学の制度が突然できたので
す。先生に「お前の中国語はなかなかのものだか
ら、お前が交換留学生として、広州へ行かないか？」
と打診され、広州へ留学することになります。この時
に、中国での芸能活動って面白いかもしれない
なぁ。と思って留学を決意したのです。

PPW：先見の目がありますね。広州での生活はどうでしたか？
素行：色々と為になりましたね。まずは海外に住んだことが
なかったので、すべての経験が勉強になりました。現地の
人は声が大きいし、店員もお客様は神様という気持ちが
ぜんぜんなく、お釣りを投げてよこしたり、悪い物を食べて
お腹を壊したり、とにかく全てが新鮮でした。そして、その経
験でたくましくもなりました。留学1年目で、広州でモデルの
登録をしたのですが、そこのエージェンシーは詐欺まがい
の会社でした。登録料600元を支払い、一度講習を受ける
と、その後は何も音沙汰がなくなってしまったのです。それ
を見かねた現地の知り合いが別のエージェントを紹介して
くれて、広州での芸能活動がスタートします。モデル事務所
とレコード会社の合弁で、広州人のかっこいい男の子2人と

私の3人で【スマート】とい
うアイドルユニットを立上
げ、活動がスタートしたの
です。結成後は、土佐周り
的にショッピングモール
や学園祭などに行って活動をしていたのですが、結構ウケが
良くて、これは行けるという実感がありました。日本人と中国
人のユニットで、北京語で歌を歌うグループなんて当時は皆
無でしたからね。ところが、出すレコードは日本の歌の北京
語バージョン。版権に関しても疑問を持つような体制だっ
たんです。その後はモデル事務所とレコード会社との間で利
益の取り分に関しての紛争が起こり、ユニットの活動もでき
ない状態になってしまいました。
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PPW：その後は、どうされたんですか？
素行：広州では結局通算3年間の留学生活を送りました。
最後の年は大学を休学できるリミットの年でもあったの
で、大学を卒業するかどうか迷いましたが、親にも大学だ
けは卒業してくれと言われたのでとりあえず日本に戻り卒
業だけはしたのです。その後に台湾に2ヶ月ほど行き、それ
から香港に来ました。台湾に行ったのは、当時僕は北京語
で売っていたので台湾マーケットにも興味があったから
です。台湾で登録していた事務所では、ご存知の方も多い
かと思いますがブルネイのお金持ちのお坊ちゃんで、台湾
で有名になった呉尊というアイドルと同期でした。事務所

は呉尊を積極的に売り出していく方針で、私はマネージ
メント層に呼び出されて「素行、悪いけど台湾では呉尊み
たいな甘いマスクの方が売れるんだよね。お前みたいな
タイプは、シンガポールとかの方が合ってるんじゃないの
かな？うちにいても良いけど、どこか紹介してやるから、他
の国に行ってみたらどうだ？」と言われてしまったんです。
そこで広州留学時代に知り合った香港のエージェントを
頼って香港に来ることになったんです。その時に、「最低10
年は香港で勝負しよう。結果がでるまでやり続けるんだ。
もう国をあちこち変えることはせずに、香港に決めた！」
そんな決意が生まれました。

香港をベースに芸能活動をする日本人タレント兼モデル。香
港地上波TV局の日本紹介旅番組など多数出演経験あり。広
東語を活かした日本地方自治体のTV・SNSでの情報配信や地
域プロモーションイベントの司会も手掛ける。その他にも「今
夜も生でさだまさし香港編」や「NHKのど自慢香港大会」MC、
Youは何しに日本へ？などにも出演実績あり。TOYOTA、吉野
家、Ricoh、100毛のYoutubeCMにも出演したり、TVBや蘋果日
報からも取材を受け、香港ローカルをよく理解する日本人とし
て熱い支持を得ている。現在毎週日曜に二話ずつ放映中の香
港地上波TVBのドラマ《冒險王衛斯理》The Great Adventurer 
Wesleyの第三部《冒險王衛斯理之無名髪》篇に出演中。

Facebook：arigatou.hk で検索
Facebook2：hongkongsoko で検索

和泉素行さんプロフィール

日本の文化を伝える
為の仕事も順調に増加傾向
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PPW：私も知人の香港人から、「この人知っている？」と何回か聞
かれた経験があるのですが、素行さんが【我は何しに香港へ？】
の中で、お湯の中に卵1つだけが浮いている料理を報道する
シーンで、一躍有名になられたと聞いております。
素行：そうですね。おかげ様で「あの卵の日本人」というのが香
港人の中でも浸透し出しましたね。まあ、元々はローカルフード
が好きな事もありますが、HKD2,500の部屋に住んでいるような
生活だったので、食事と言えば茶餐庁しか行けなくて、朝飯は抜
いて一番価格が安いアフタヌーンティーセットを狙って14:00～
17:00の間に通っていました。当時はHKD25でスープとドリンクと
ご飯物がセットで出てくる店もありました。ひとつのお店を極める
と他の茶餐庁にも足を運びたくなり、見た事もないメニューを
試すようになると、色々な事がツボにハマるようになってきます。

「何で、金払って自分で作るよりも不味いインスタントラーメンを

PPW：あらら。随分痛いですね・・・。
素行：そうなんです。そこから、もう一度一人で何かトライしてみよ
うと試行錯誤の末に始めたのが、フェイスブックとYoutubeで配
信している【我は何しに香港へ？】というネットを使った自身の番
組です。

食わなきゃあかんねん！」とか「インスタントラーメンの原型の正
方形がほぐれてないやん！ 具もゼロやん！」などですね。そんな
時にあの【お湯タマゴ】に出会ったんです。「卵は何処産か分か
らないし、恐らくお湯は水道水を沸騰させただけだろうし、自宅
で日本産の卵を使って作った方が絶対美味いだろうし・・・、とい
うかそんなドリンク作るかい！」と一人でボケ突っ込みをしてし
まいました。そして、驚く事にあのドリンクはチョコレートドリンク
卵味とか、ミルクセーキ卵味とか色々な味を選べたんです。中でも、
お湯卵レモン味はこの上なく不味い。PPW読者の方にも是非一
度お試し頂きたいくらい笑える不味さです。元々は粉ミルクが買
えない時代に赤ちゃんや幼児に飲ませたり、老人の滋養強壮、
力仕事の人たちの景気づけとして飲まれていたものらしいので
すが、それが今の時代にも残っているのが面白いですね。

PPW：それから香港での芸能活動が始まったんですね。
素行：はい。そうですね。ただ、びっくりするくらい仕事がなくて、
エージェントが探してくれた当時4800HK$の狭い部屋の家賃も
払う事が厳しくなって、2500HK$の部屋を自分で探して引越した
りもしました。バンドを始めたり、事務所には昔出していたレ
コードを見せて、自分をもっと売り込むようにお願いしたりもし
たんです。ただ、バンドも事務所もあまり良い方向には動かず、
数年間はアルバイトをしながら生活を続けていました。芸能活
動で入ってくる収入より、アルバイトで入ってくる収入の方が多く、
とても惨 めでした ね 。「何 やコレ、俺タレントちゃう
やん・・・。」って。もともと学生の時から、漫才をやるにしても何を

やるにしても30歳までに売れなければ、何らか人生の方向転換
をするつもりだったので、その30歳を迎えた時に「俺は社会から
タレントとして必要とされていないんだ。」と諦める事にしたん
です。それから人材仲介業者に登録をして、面接などを受けに
行っていたのですが、「君の価値はこれくらいだね。」とかなり低
額の採用条件を提示されて唖然としたものです。ここでも現実
に押し潰ぶされそうになりました。ただ、そんな時でした。香港
のケーブルTVの映画番組が、日本人で広東語と北京語と英語を
話せるリポーターを探している情報が入って来たんです。「これ
はもしかしたら、行けるかもしれない！」とすぐさま応募し、それ
から面接に行ったら、採用してもらえることになったんです。

PPW：転機が来たわけですね。
素行：諦めかけていた世界でまたやれるかも知れないと思った
のでとても興奮しました。神様か仏様が最後にくれたチャンス
なのかも知れないと勝手に自分でドラマチックに解釈したりも
しました。とは言うもののケーブルTVのマイナーな番組だけに、
あまり香港ではみなさんが観るようなチャンネルではありま
せんでした。ここから次のステップに行きたいと模索する日々が
始まり、ようやく星光大道というオーディション番組に自分達の
バンドが出演する事になったんです。22組のバンドが毎週1組
ずつ削られていくという番組で、運が良かったのでしょう、自分
たちは日本人という事で他のバンドと差別化が出来ていた為

か、若干審査員も私たちに甘かったような気がします。「こいつ
ら、そんなに早い段階で落としたら、あかん。視聴率稼げそうや
し。」みたいな雰囲気は感じましたね。そして、なんと決勝のファ
イナルまで行けたんです。その時にはなんと、ファンが付いてい
てファンクラブもできていました。それから、バンドが他の番組
に呼ばれるようにもなって出演依頼も増えて来たんです。またも
や、これは行けるかもしれないと思えてきた時だったのですが、
人生山あれば谷あり、意見の相違からバンドが解散して、追い打
ちをかけるように韓流ブームが来たためか、韓流ブームの影響
で香港映画を見る日本人が減ったらしくリポーター業も解雇さ
れてしまいました。

PPW：【我は何しに香港へ？】の主旨を教えてください。
素行：【我は何しに香港へ？】の主旨は、カッコよく言うと【香港へ
の恩返し】のつもりでやらせて頂いております。若い頃から自分は
どうやって有名になって目立つかという事ばかりを考えていた人
間でした。それが、年齢を重ねてくると「俺は自分の事ばかり考え
ていて、よくよく考えると香港にはお世話になりっぱなしだ。」と思
えるようになったんです。そんな折に知人のユーチューバーから

【我は何しに香港へ？】のアイデアをもらい、「なるほどなぁ。」と
思ったんです。これだったら、自分も番組を取れるし、香港の事も
紹介できるし、日本にいる日本人にも香港の事を知ってもらえると
思いました。

PPW：現在は色々なお仕事の依頼が来ているご様子ですね。
素行：はい。おかげ様でここ数年でだいぶ仕事が増えてきました。割と
最近ですと、鈴木亮平さんとの変態仮面のプロモーションは楽しかった
ですね。かなり暴れさせていただきました(笑)。変態仮面のプロモー
ションを見た日本にいる母親から、「香港で何をやっているんだ、父も
甥っ子もあきれている、日本へ帰ってこい」というメッセージがあり孤立
したようで寂しくなったのを覚えています。両親も甥っ子も変態仮面を
知らず、僕が香港で狂ったと思ったらしんいです(笑)。事情を説明する
と、翌日母から「Keep going」というメッセージが届き、無事に芸能活動
を続ける事が出来ております。あとは、香港のドラマでは【福岡雅治】役
というありそうでない役名でお仕事を頂いたりもしました。これからも
香港で芸能活動を頑張っていきたいですね。

映画【変態仮面】でのプロモーション風景
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PPW：中国に来た理由は？
松浦：会社の規模をどんどん大きくしてきたので
すが、それと同時に、何と言うか【好きだからこの
仕事をしている】という根本的なものを忘れだし
た自分に気が付いたんです。それが分かってから
は「方向転換が必要だ。」と想 う様になり、会社規

模を大きくしたり、売上を重視するのでなくて、
【もっとワクワクすることを追求する事】に徹しよう
と考えるようになりました。そんな時です。2011年
に東日本大震災が起こります。その時に「俺は今ま
で逃げていた。誰しも、人はいつか死ぬ。今、目の
前にある日常が永遠に続くわけではなく、いつの
日か突然終わってしまうかもしれない。」と感じま
した。ならば、自分は一体何をしたいのかと自問自
答して出てきた答えが【21世紀の超大国となる中
国で挑戦してみたい】という事でした。そこからす
ぐさま、WEB制作会社を後輩や仲間に託し、社長
の私ひとりが単身で中国へ来ることを決意したの
です。まずは、ビジネスのインフラ、法律が整って
いる香港にすぐに拠点を移しました。そこから中
国本土に入って五感を使い観て、聞いて、感じて、
自分の可能性を確かめる作業を始めました。その
時に少しずつ言語を学び、文化に触れ、地元の人
と交流するようになると、何となくぼんやりとです
が、新たな事業の幻影が見えてきたのです。

ECBB株式会社代表取締役社長。1973年生まれ、東
京都出身。大学を卒業後に米国へ留学。1999年に
帰国後、ネットソリューションおよびマーケティング
の会社を起業。ビジネスと投資のフィールドをカン
ボジア、バングラディッシュ、アメリカなどに拡大し、
現在は香港をベースに中国製造からのITを駆使し
たマーケティングで、世界各国に展開中。2011年に
香港にて法人設立後にiPhoneケースPalmo（パル
モ）を商品開発し、同年に「2015年度グッドデザ
イン賞」を受賞する。

松浦康裕さんプロフィール
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PPW：松浦さんの中国に来る前の経歴を教え
てください。
松浦：まず、大学を卒業してから直ぐに英語と
デザインを学びにニューヨークへ留学をしまし
た。そこでインターネットに出会ったのですが、
当時まだ日本ではネット環境が全くと言ってい
いほど普及しておらず、「インターネット？！」と
首を傾げる人の方が多い状態でした。それに
比べて、同時期のニューヨークでは既にどん
どんネットが普及してきていたのです。そこで、

「これは、大変だ！　いつか日本もネット時代に突
入するぞ！　学校なんて通っている場合ではな
い！」と学校を退学して、日本へ帰国し1999年に
友人達3人とWEB制作会社を起業しました。幸
運にもその頃はネットバブルが日本で丁度始
まった時期だったのです。それから会社を大き
くする為に突っ走った約20年の間に、バングラ
デシュでオフショア開発の事業を立ち上げた
り、他国に投資をしたりと色々とビジネスを仕
掛けてきました。

新しい事を始めた人

特
集

N.Y.留学時代の寮での写真と表紙を飾った
大学のパンフレット
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PPW：発売開始後、約半年で経済産業省の
グッドデザイン賞を受賞されましたね。
松浦：ビジネスで出した結果として、心から
の喜びと幸せの涙を流したのは、23歳から
ビジネスをしてきて初めての事でした。
2015年1月に販売をスタートして、同年9月
に経済産業省が主宰するグッドデザイン賞
を受賞し、2016年には米軍のミリタリー規
格に合格、2017年には世界のデザイン賞の
最高峰であるドイツのレッドドット賞のア
ワードを受賞、現在まで累計で40万個以上
を売り上げました。また、パルモが身体や健
康に良い製品だという事を証明する為に、

専修大学スポーツ研究所所長の佐藤雅幸
教授のご協力により、様々な実験をしまし
た。他のケースと比較すると、パルモを使用
した場合は、指の温度が上がりにくいという
事が分かり、それが身体へのストレス軽減
に役立ち、その効能として、【スマホ症候群】
と言われるテキスト・ネック、親指の腱鞘炎、
小指の変形などの予防に有効であるという
い実験結果を得る事ができたのです。パル
モが出来るまで、色々とご協力を頂いた方、
パルモが完成してから販売しヒット商品と
なるまでにご協力を頂いた方々全てに感謝
の念が尽きません。

PPW：今後の展開を教えてください。
松浦：まず、パルモに関しては、日本国内
の売上を伸ばす事はもちろん、アメリカ
やヨーロッパ5ヵ国での販売にも力を入
れると同時に、その他の国でも現地の代
理店となってくださる企業があれば、積
極的に多国展開を行いたいと考えてお
ります。また、プロダクトの第二弾として
発売をした世界最軽量の折り畳み式モ

バイルスタンド【フォルタブル】も第2モ
デル目を発表し、従来のノートパソコン
への対応に加え、スマートホン、タブレッ
トにも対応する仕上がりとなり、こちらの
普及にも尽力していきたいです。

PPW：ありがとうございました。今後のご
活躍をお祈り申し上げます。

PPW：それが松浦さんの開発したスマホカバー
【Palmo（パルモ）】だったんですね？
松浦：記述の通り、深圳を自分自身の五感で感じ
ている時に、色々な経験や見聞を自身に与えまし
た。日本料理屋を4店舗経営してタイミングを見計

らってバイアウトしたり、製造業の土地である広東
省で活躍する日本人、中国人の話しを聞いたり。
そこで、香港を拠点にして、日本と中国本土を繫い
でモノ創りをしようという考えに至りました。もち
ろん、日本だけでなく世界へも販売していく。その
際に必ず今まで培ってきたITの力を使う。これは
新しいモノ創りの形だと考えます。これだけネット
が普及し、グローバルな世の中になったので、個
人や中小企業が少ない資本でモノを作って世界
へ売り出せる時代になったのだと思います。そし
て私が使いたいモノを作って売る。それが【Palmo

（パルモ）】だったんです。私自身iPhoneのヘビー
ユーザーなのですが、当時から使いやすい納得
のいくiPhoneケースがありませんでした。

PPW：パルモはカバーがX状になってい
て、その隙間に指を入れて使うので片手
で楽々操作でき、使いやすいですよね。
手との密着間もまたすごい。手から落ち
る気がしません。

松浦：カバーはシリコン製で出来てお
り、締め付け感もない為、長時間持って
も付かれません。また、通常は携帯電話
を落とすと四隅に傷が付きやすくなりま
すが、シリコン製なので落としてもしっ
かりカバーしてくれます。

PPW：開発までに苦労された事を教えてください。
松浦：中国語が全く話せず、中国流のビジネスや文
化も知らず、頼れる人脈もなかっただけでなく、何よ
りもモノ創りの経験がなかった為、全てに時間を要
し、開発には3年掛かりました。また、一番初めに委
託した日本人、その次に委託した中国人ともに、中

を相当抜かれたりと、いろんな理由で上手く行きま
せんでした。これだけで、2年の歳月が過ぎてしまい
ます。それから今の信頼できるラインに出会う事が
でき、そこから1年で販売することができました。中
国では特に鍵となるパートナーとの信頼がいかに
大事なことかが身を持って大変良く分かりました。

アンケートに答えて、抽選で合計12名様に「片手でラクラク、いつも安定、安全、安心」の
Palmo  iPhoneケース（対応機種は8/7）が当たります！（応募締切2018年7月末日）

 (他媒体も含めて)頻繁に利用している紙媒体を最大2つ教えてください。
 (Q1で答えた媒体)のメリットを教えてください。
 香港情報を収集するツールとして頻繁に利用しているウェブメディアを最大2つ教え 
 てください。
 (Q3で答えたウェブメディアの)メリットを教えてください。
 数年後も紙媒体で情報収集を行っていると思いますか？
 (Q5での回答に対して)どうしてそう思いますか？

アンケートにもれなくお答えいただき、基本情報（氏名、性別、年齢、住所、電話番号、メー
ルアドレス）を添えてeditor@pocketpage.com.hkまでメールをお送りください。

・ 応募は一世帯につき、1回限りとさせていただきます
・ 当選者にはメールにてご連絡いたします
・ 香港在住の方を対象とさせていただきます
・ 応募受付および当選確認に関するお問い合わせは受け付けておりません
・ 当選者は責任を持ってプレゼントを受け取る義務を有します
・ 個人情報は同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません
・ アンケートにお答えいただきました読者の方に今後、当社または業務提携先が運営す

るサービスをメルマガ配信やダイレクトメールでご案内する場合がございます
・ 当選者の方はお手数ですが弊社事務所へお越しいただき、景品をお受け取りください

ぽけっとページウイークリー（以下、PPW）読者の皆さまよりご提供頂きました個人情報は
当選者様へのプレゼント発送、今後のPPW誌面の改善及び強化の目的に利用させてい
ただきます。

Q1.

Q2.

Q3.

Q4.

Q5.

Q6.

募集要項

応募方法

応募要項

個人情報の取扱いについて
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PPW：学生時代の事をもう少し教えてください。
吉田：修士課程時には、1年間名古屋港水族館に
泊まり込みの研究をして、現在の仕事の素地とな
る経験をさせていただきました。修士課程の修了
後は、就職をしようと考えていましたが、戸田教授
の勧めもあり、オーストラリアのタスマニア大学
の博士課程に進学することにしました。ありがた
いことに学費免除と、生活費支給という２つの奨
学金をいただくことができ、博士課程の5年間は
ほぼ自分のお金を使うことはなく、2009年に無事
にタスマニア大学から海洋生物学の博士号を取
得することができました。タスマニアは南極に近
いのでオーストラリアの南極研究の拠点になって
います。私も当時の研究で3か月の南極調査航海
に参加しました。初めて行った南極の印象は、言

うまでもなく大変寒いのですが、思っていたより
もアザラシやペンギン、アホウドリなど動物が多
い事に驚きました。また、船員さんたちがとても
親切で、調査に支障がない範囲で、動物たちに船
を近づけてくれたり、時間のある時にはデッキで
バーベキューをしたり。日本の調査船だと考え方
が固いので、こういった経験はできなかったかも
しれませんね（笑）。卒業後の就職は自分の好き
な生き物の飼育と、研究の両方ができるところ
がいいと思い探していたところ、マカオ
のホテルで水族館の起ち上げ
の仕事を見つけ応募、無事
に合格し、翌年2月にマカ
オに来て、仕事を始めま
した。

2010年オーストラリア、タスマニア大学にて海洋生物学の博士号
取得し、マカオのホテルでクラゲ水槽の管理責任者となり、クラゲの
魅力に出会う。その後、香港に渡りクラゲ養殖や専用の水槽を製造販
売する会社を起業。家庭用水槽の製造・販売を行なうブランド

「Cubic Aquarium Systems」、クラゲの繁殖と販売を行なうブランド
「Exotic Aquaculture」、特注水槽の設計、製造を行う「Redfin Aquarium 
Design」を運営し、多くの水族館や海水魚卸業者にクラゲや水槽を
提供している。
ウェブ：www.sanderia.com
販売元はエムエムシー企画レッドシー事業部
ウェブ：www.mmcplanning.com

吉田俊広さんプロフィール
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PPW：まず、吉田さんの自己紹介をお願いい
たします。
吉田：はい。私が香港に来たのは4年ほど前
で、現在、イギリス人、アイルランド人のパート
ナーと、熱帯魚や海水魚用の水槽の設計、製
造、設置、メンテナンス等を行う会社を経営し
ています。顧客は、レストランやホテル、ショッ
ピングモール、水族館などで、モントレーベイ
水族館や、リゾートワールド・セントーサ、香港
オーシャンパーク、新・江の島水族館などとも
取引をさせて頂いております。地元は北海道
の十勝で、高校までを地元で過ごし、大学から

上京、創価大学工学部生物工学科に進学しま
した。4年生と修士課程の時には、大学で唯一
海洋生物の研究をしていた戸田研究室に所属
し、3年間みっちり鍛えられました。教授が怒る
と本当に恐ろしく、まさに落雷のようで、私は、
その落雷を最も落とされた学生の一人であっ
たことを自負しております。今でも戸田教授と
は交流があり、共同研究の打ち合わせで、私の
会社に来てくれたりもします。当時はどうしよ
うもない学生の私でしたが、今は、一緒にプロ
ジェクトを進めていけることをありがたく思っ
ております。

新しい事を始めた人
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PPW：マカオのホテル内の水族館なんて、すごい資金が掛かって
いそうですね。
吉田：：はい。就職をして1年目は施設の起ち上げだったこともあり
楽しかったのですが、2年ほどしたころから、仕事はほぼ毎日ルー
ティーンになり、上司との関係もあまりうまくいかず、仕事に行くの

が苦しくなりました。飼育の経験や知識が乏しいマネージメント層
と、何年間も生態調査や飼育の経験がある現場の私とで摩擦が絶
えなかったのです。その為、転職活動もしましたが、条件が合うとこ
ろが見つからず、結局、当時の同僚の誘いに乗り、2014年、香港で
水槽設計販売の会社を起ち上げました。

PPW：そして、今回の特集テーマである新しい事を香港で始めら
れたのですね。
吉田：そうなんですが、現実は思った以上に厳しかったです。まず、
初めの3か月間は事務所に寝泊まり。オフィスの床に布団を敷いて
寝ていました。次に引っ越した先は月4000ドルの4畳ほどの部屋。
アパートの隣はバーでしたが、入ってお酒を飲む余裕は全くありま
せん。マカオ時代に毎日飲んでいたのが夢のようです（笑）。コンビ
ニに入るのにも、財布の中身を確認してから入るというような生活
をしていました。

PPW：今は事業も軌道に乗り出して、世界中から取引の依
頼が来ていると伺いました。
吉田：冒頭でも紹介しましたが、現在では世界中の多くの
水族館と取引があります。水族館は全体の顧客の半分くら
いで、残りはプライベートの会社です。初めはパートナーと
2人で会社に寝泊まりして始めた会社でしたが、今では私
たちを含めて7人のフルタイムのスタッフがおり、パートタ
イムを含めると10人のスタッフがいる会社に成長しまし
た。去年の春には香港島にオフィスを移転、広さも倍以上
になりました。大学や研究機関への飼育施設や技術の提
供、共同研究も増えてきました。去年、母校である創価大学
との共同研究が決まり、今後月1で東京に戻り、学生ととも
に動物プランクトン専用の飼育システムの開発を行います。

また、現在、オーストラリア政府が新しい南極観測船を建
造中なのですが、その中に入る研究用の飼育施設のマ
ネージャーが私のオーストラリア時代の同僚で、まだ決定
ではありませんが、施設の設計と製造を依頼されていま
す。もしこの仕事がうまくいけば、新しい南極観測船の処女
航海には、是非飼育の専門家、水槽施設のテクニシャンと
して、調査に参加させていただきたいですね。このようにお
世話になった創価大学とオーストラリアに恩返しができる
立場になれたことは本当にうれしいことです。また、さらに
今年は、中国のあるショッピングモール内で、小規模の水
族館の設計、設置、運営まですべてを任されることになりま
した。私たちの会社にとっては新しい挑戦です。現在、様々
な専門家の方に話を聞き、準備を進めているところです。

PPW：今後の展望とクラゲの魅力を教えてください。
吉田：クラゲの魅力とは、ひと言でいうと「癒し」だと思いま
す。LED照明によって半透明な体が様々な色に照らされた
り、7色に光を反射するクシクラゲの櫛板など、その美しさ
に癒されます。また、クラゲは人間が生まれるずっと以前か
ら、海に誕生してあの拍動を繰り返してきました。一定のリ
ズムで拍動を繰り返しながら漂うクラゲを見ていると、私
たちの心臓が拍動しているように生命のリズムのようなも
のを感じ、癒されるのではないかと私は考えています。ま
た、クラゲは脳がないので、当然何も考えていません。面白
いことに、何も考えていない生き物を見ていると、こちらも
何も考えずにいられるものです。忙しい現代に生きる私た
ちに、クラゲは何も考えない時間を与えてくれます。クラゲの

癒しに関して医学的研究があるくらいです。最後に弊社の
これからの展望ですが、まずは今後より多くの水族館やホ
テル等に水槽や飼育技術を提供できるようになりたいで
す。弊社が提供した水槽やクラゲを見て楽しんでいる人た
ちを見ると、とても幸せな気持ちになります。クラゲの養殖
分野では、さらに多くの種類のクラゲを繁殖できるように
なって、世界中の研究者と共同研究をしたいですね。クラ
ゲはまだわからないことが多く、研究をしていけば人類に
役立つ大きな発見があるかもしれません。弊社の飼育技
術をさらに磨いて、研究分野でも貢献していけたらうれし
いですね。

PPW：ありがとうございました。

PPW：この事業で大変な事は何ですか？
吉田：世界でクラゲを養殖している企業は、恐らく3、
4つくらいしかありません。クラゲをペットとして飼うと
いう市場もまだまだ発展段階です。クラゲの生態があ
まりよく解明されていない事が原因のひとつですが、
私でさえもちょっとした原因で出荷直前に出荷依頼の

半分を死なせてしまうこともあるくらい、クラゲの扱い
は難しいです。苦労して育てたクラゲたちがある日突
然死んでしまった時は、本当に泣きたくなりますね。ま
た、生き物ですので、毎日誰かが会社に行って餌やり
等を行わなければならず、スタッフが増えたとはいえ、
私が土日も仕事をしていることが多いです。
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