
16

2010.08

Vol.

絵：青森県

お客様同士の交流を手助けするための手作り情報誌「コーレア(首都圏版)」お客様同士の交流を手助けするための手作り情報誌「コーレア(首都圏版)」



ビジネス銀座 ・・・ 09
株式会社ベルード
株式会社大家
RDクロイワ建材株式会社

WEBアドバイザーズ お客様活用事例 ・・・ 10
株式会社プラスワンオート

フォーバルが、お客様にお届けしているもの ・・・ 11
フォーバル 大久保会長セミナーのご案内 ・・・ 12

弁護士連載シリーズ ・・・ 13
弁護士の視点による債権回収

CIESF（シーセフ） REPORT ・・・ 14
What day is it today? 今日は何の日？ ・・・ 15

表紙のイラスト＆裏表紙の占いの提供

有限会社ゼナ

ワクワク感を伝える動画

イークリエイト・・・08

婚活するならおまかせ！

トレンドワークス・・・07

老舗のカレンダー専門店

河村青雲堂・・・06

出荷代行、物流費削減

東京ロジマッチ・・・03

レバーの焼き加減が絶妙

チキンプレイス蔵前店・・・04

ひとつ先のデザイン印刷

キャリブ／トモエ印刷・・・05
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お客様の中から、担当者一押しの素晴らしい商品・
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働いている企業を紹介させていただきます。
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興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-5733-2755まで、直接ご連絡お願いします。

ムダがあることがわかっていても、「どこにムダがあるの
か」「なぜムダなのか」が的確に判断できなければ、業務の
最適化は実現しません。そこで必要となるのが、煩雑になっ
てしまった物流フローの整理です。東京ロジマッチは最適な
物流フローをご提案することで、人員、工程、連携などのム
ダを省き、コストパフォーマンスの高い物流を実現します。

上原社長から一言

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７１ － 出荷代行、物流費削減は物流請負の東京ロジマッチ

東京ロジマッチ

物流業界では、人なくして事業は有り得ず、事業の進歩発展は人によってしか実現しません。
そのため東京ロジマッチは、これまで“人を中心とした物流業の創設”を目指してきました。

要となる人材育成のポイントは、「いかにお客様の視点に立ったサービスをご提供できるか」と
いう点です。代表を務める私の40年にわたる物流業界での経験をもとに、お客様にご満足い
ただくには何をすればいいのかを徹底して教育しております。

こうして成長したスタッフは今日に至るまで、業務の中から生まれたアイデアを次々と実行に移
し、お客様からご好評をいただいてきました。これからも東京ロジマッチは、部分的なアウト
ソーシングから総合的な物流のアドバイスまで、前例にとらわれないサービスをご提供してま
いります。

今後ともお客様の業務の効率化とコスト削減に貢献してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜
りますよう、よろしくお願いいたします。

オススメのサービス

代表取締役 上原 潔
〒105-0013 東京都港区浜松町1-29-10 東京ラインビル9F
TEL 03-5733-2755 http://www.logimatch.co.jp/

商品センターなどの運営にかかる経費
は、業務効率の違いで大きな差が生ま
れます。そこで物流部門を抱える会社
は、競うように業務の改善に努めてい
ます。しかし、最適な業務体制が実現
できている会社はそう多くありません。

東京ロジマッチ様は“ノンアセット型
3PL”の利点を活かし、物流フロー、システム、人員、倉庫
などを総合的に見直しすることで、顧客企業の経営をバッ
クアップいたします。

アウトソーシングは、経費の削減と売上
の向上の両方を実現させる有効な手段
です。しかし、すでに確立されたシステ
ムを再構築するのには勇気が必要で
しょう。

東京ロジマッチ様は、お客様が現在導
入している受注管理システムと連携し

ながら、商品管理業務を実施することが可能です。経営に
行き詰まりを感じているようでしたら、ぜひ導入をご検討くだ
さい。
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ＹＡＫＩＴＯＲＩ＆ＢＡＲ 『チキンプレイス★蔵前店』

なんと言ってもランチはチキンカレーのみ！！！

この一皿に命を掛けてます！！！
（テイクアウトOK）

チキンカレー 650円 大盛り 750円

ミウラオーナーから一言

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７２ － レバーの焼き加減が絶品 チキンプレイス蔵前店

オーナー ミウラ ジュンヤ様
〒111-0052 東京都台東区柳橋2-15-5
TEL 03-5833-7444

イケメンオーナーのミウラ様

お店情報

カウンター席がメインなので、一人でも気軽に立ち
寄れるお店です。

炭火でていねいに焼いた専門店ならではの
味わいを堪能できます。

ビールやウイスキー、カクテルなど、おいしいお酒と
ともにどうぞ。

「ごく当たり前のことですが、一つ一つ丁寧に手作業で
串さしから仕込みを行っております」とミウラ様。

特に衛生面には細心の注意を払い、清潔感のあるお店
作りを心掛けていらっしゃいます。

ブログ等を検索してみると、

「レバー嫌いがレバー大好きになるぐらい美味しいレバー
焼き。チキンプレイスさんは浅草橋を中心に４店舗ありま
すけれど、その４店舗のうちで、蔵前店サンの焼き加減
が一番美味しいと思います。」

「とにかくこちらのお店は、レバーがおいしい。半生のちょ
うどよい焼き具合です。何の串でも焼き加減がよいと思
います。」

と、浅草橋で評判のお店です。

心掛けていること

営業時間
11:30～14:00
17:00～23:00
（土曜日のみ）
17:00～24:00

定休日
日曜・祝祭日

MAP

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-5833-7444まで、直接ご連絡お願いします。

浅草橋・蔵前駅から共に徒歩5分の焼き鳥バーです。
鶏肉は国内産のみを使用した厳選素材をご提供。
特に、内臓系・レバ・ハツは自慢の一品！
是非、絶妙な焼き加減をご堪能ください。
また、タコスのようでタコスではない、チリコーンカーンも
ビールのお供にオススメです！
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キャリブ
運営会社：トモエ印刷株式会社

代表取締役 寺町 義治
〒135-0045 東京都江東区古石場2-14-10 2Ｆ
TEL 03-3820-8851 http://www.calib-design.com

高精細印刷に対応したCTP技術を活かし、ポスター・カ
タログ・DVDボックス・ジャケット等、ボリューム感の
ある、クオリティの高い印刷物を提供されています。
あなたの大切な想いを誰かに伝えたいとき、より感動
する表現方法でお手伝いしていただけます。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-3820-8851まで、直接ご連絡お願いします。

トモエ印刷

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７３ － ひとつ先のデザイン印刷 Ｃａｌｉｂ（キャリブ）

トモエ印刷では、商業印刷46年、
オフセット印刷を中心に事業展開
してまいりました。

今まで培った技術を活かし、近年 Ｃａｌｉｂ（キャリブ） 事業部
を発足させ、デザインプレート・キャンバス印刷などの商品
を販売しております。

オリジナルデザインにも対応できますので、
ぜひ一度ご相談ください。

特別な人のお名前を入れてプレゼントとして、
大切なお客様へのノベルティとして、
オリジナルのカレンダーを送りませんか？

誕生部や記念日などに印を入れることも可能です！

大切な記念日から始まるカレンダーをぜひご利用ください！

オリジナル デザインネームプレート

￥￥2,1002,100（税込）（税込）

ゴルフコンペの記念品やプレゼントとしても大人気の商品！
BAGのアクセントにオシャレなアイテムはいかがでしょうか？

通常はプレートに名前を彫るだけですが、アクリルプレートに
カラー印刷することでインパクトのあるデザインネームプレー
トができあがります。

デザインも現在33種類！種類も増量中！！
オリジナルデザインでの制作も承っております！！

企業様からの小ロットのご注文も承ります。

オリジナル カレンダー

寺町社長から一言

楽天 Calib

MAP
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興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-3843-3656まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社河村青雲堂

河村青雲堂様は、創業時から受け継がれている
「親切・丁寧」をモットーに、お客様のイメージに
合った商品を提供することを使命としています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７４ － 創業明治１５年 下町老舗のカレンダー専門店
河村青雲堂

代表取締役 河村 尚男
〒111-0043 東京都台東区駒形2-6-7 河村ビル
TEL 03-3843-3656

河村青雲堂様は、1882年（明治15年）創業のカレンダー
専門店です。

1000種類ものカレンダーの中から、どんな業種の会社
にもぴったりなカレンダーが必ず見つかります。

また、カレンダーだけでなくオリジナル手ぬぐいや、多種
多様な扇子・うちわなど幅広く取り扱っております。

コーレア掲載を記念して、2011年度分を御注文頂いた方
限定で、消費税分をサービスしていただけます。

御注文時に「コーレアを見ました」とお伝えください。

MAP

会社紹介 オススメ商品

コーレア読者向け特典
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７５ － 婚活するなら、トレンドワークスにおまかせ！！

TREND WORKSという社名の由来でもある、新しいもの、流行(TREND)を創
り出す先進的な発想と、それを大きなビジネスに育てる、確実な技術力
を持った生産工場(WORKS)であること。そして、自社との関わりの中で、
一人でも多くの方が、ゆとりを持った豊かな生活ができる。そんな世の
中を創り上げたい。それがトレンドワークス様のこだわりです。

トレンドワークス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-6 恵比寿ツインズビル5階
TEL 03-5456-5126 http://www.trendworks.co.jp/

トレンドワークスについて

今なら無料会員登録中
http://iiunmei.jp/

いい運命

通常のマッチングサイトでは、「出会いの場の提供」
のみで終わっていることが多く、本当に結婚したい方
が出会えていないのが現実です。

トレンドワークス様では、こうした人たちにこそ出会っ
て欲しいという思いから、婚活者向けのセミナーや勉
強会、自社主催のパーティーなど、積極的に行われ
ていくそうです。

東北のある特産物の専門店から、「全国的に営業を掛けたい」という相談を受けた際、得意とされているWEBを使った集客に力
を入れるのは当然ですが、それだけではなく、東京での「営業代行」という提案も同時に行われたそうです。

もともとトレンドワークス様は、営業支援コンサルティングをされていた経緯があり、こうしたソリューションを得意とされています。

デジタル的な支援もアナログ的な支援も、両方行えるトータル・ヒューマン・ソリューション・カンパニーです。

本気で婚活している人のための結婚マッチングサイト
「いい運命.jp」を6月にオープンされました。

このサイトを作られたきっかけも、こだわりで紹介した、
「一人でも多くの方が、ゆとりを持った豊かな生活がで
きる。そんな世の中を創り上げたい。」という強い想い
からです。

①四柱推命による占いマッチング

②豊富な項目からのマッチング検索

③メールを使ったコミュニケーション

④安心安全の、本人確認と年齢確認

四柱推命（しちゅうすいめい）
とは、古代中国の自然哲学
である陰陽五行哲学を根拠
として、人間の宿命と運勢を
推理する学問です。

生年月日に秘められた、あな
たの運命のエネルギー配分
を知ることで性格・体質・才能
といったあなた自身に関わる
一切と、めぐり来る時間によ
り形作られる運の流れを厳
密に計算することができます。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-5456-5126まで、直接ご連絡お願いします。

代表取締役社長
青木達雄様

新ビジネスについて

こんなビジネスも得意です

基本サービス

他社との違い
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株式会社イークリエイト
〒105-0014 東京都港区芝3-3-10 芝園オーシャンビル2F
TEL 03-5730-6755 http://www.ecreate.co.jp/

人を動かすのは『ワクワク感』と『安心感』です。
わずか1分の動画で、その2つが伝わるものをつくるこ
とがイークリエイト様のモット－。潜在能力はあるも
のの、それを上手く表現できない中小企業の本来の力、
強みをしっかり伝えることで、大きなビジネスへと進
化させることを使命とされています。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアを見ました」 と、
TEL 0120-719-101まで、直接ご連絡お願いします。

イークリエイト

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０７６ － ワクワク感・安心感を伝える動画制作 イークリエイト

本物の動画は安心感とワクワク感を生み出す！
中小企業の皆様は、自社のブランド力が低い中、ホームペー
ジの世界で戦っています。厳しい、苦しい戦いになります。
そこで我々は、動画を活用し、企業の強み・本質を伝えること
で、大手企業とも戦えるお手伝いをさせていただいています。
今の時代、価格やスペック情報しか見ないインターネットユー
ザーが増大しています。

強み・他社との違い・付加価値を伝えることで、価格競争にな
らない商売の土俵に立つことができるのです。
ホームページに来た人＝見込みのお客様と考えます。その
お客様をホームページから逃がさない仕掛けをするノウハウ
をもっているのが、イークリエイトの強みです。

企業が持つ「クリエイティビティ」を、大きな利益をもたらす「ビ
ジネス」に進化させる。

人を動かす力「ワクワク感」と「安心感」が伝わるインターネット
活用の実現が、イークリエイト様のミッションです。

主要事業としては、「動画（映像）コンテンツ制作」「WEBデザ
イン、WEBシステム制作」「WEBサイト企画・運営」、その他に
「モバイルコンテンツ制作」「新規事業立ち上げコンサルティン
グ」も行っています。

今後の新しい事業展開としては、ipadをはじめとするタブレット
型コンピューターにより広まりを見せ始めた電子書籍と動画の
融合を考えているそうです。

また、WEBだけにとどまらず、パチンコ屋さんなどを代表とす
る液晶看板、山手線のトレインチャンネルなど、デジタルサイ
ネージと動画の融合も事業として行っています。

一緒に仕事をするパートナーも募集されていますので、
ご興味のある方は、是非、0120-719-101までご連絡ください。

代表取締役 西宮 成典

西宮社長から一言

事業内容
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売りたい 買いたい ＰＲ情報

では、

皆様のビジネス活性化をお手伝い
させていただくため、

情報をご紹介しております！

麻布十番駅前０分
港区の不動産は大家（ダイカ）
東京都知事（６）第５６１７７号

弊社は設立以来、
長年、地元密着で
営業しています。
豊富な物件情報が
あり、賃貸・売買物件
において、多くの
お客様にご満足いた
だける物件をご紹介
してまいりました。

また、麻布十番駅6番出口すぐの好立地に店舗を構
えておりますので、募集物件に対する広告宣伝効果
も高く、オーナー様からご好評を頂いております。

弊社であれば、不動産にまつわるあらゆるニーズに
対応できると自負しております。

皆様のご相談お待ちしております。

お気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。

株式会社大家 http://www.daika.biz/

〒106-0044  東京都港区東麻布3-8-10バーリータワーズ1F
TEL0120-850-910 info@daika.biz

不動産 ダイカ

ＰＲ情報

クリニック・美容室の
心地良い舞台空間を創造
株式会社ベルード

東京を中心としてクリニック・美容室の設計・デザイン
を行っています。パートナーシップを基本思想に「お客
様」と「そこに働くスタッフ」の「心地よさ」を実現できる
「舞台空間」を創造する企業です。

激烈な環境にある美容室・歯科医院・医療施設の専
門業者として、お客様と『共に考え』『共に創る』を基本
思想にパートナーシップを組んでいきたいと考え、進
んでまいります。

株式会社ベルード http://www.bellud.co.jp/

〒107-0062 東京都港区南青山4-11-3 DOLCE青山2階
TEL03-5772-0291

ベルード

ベルード様の実績紹介

ＰＲ情報

「桐で創る低炭素社会」ダイジェスト
著者：黒岩陽一郎
出版：海青社

2000～2005年の間、世界の天然林喪失は、アマゾン
流域をホットスポットとし、年間平均1300万haに上る。
その結果、大気中に増加するCO2は約58億ｔで、米国
全土から1年間に排出されるCO2とほぼ同じである。
この数字は、全世界排出量の20％と大きく、喪失を禁
止する事で国境の壁、産業界との摩擦をなくして、地
球は甦る可能性が高まる。

天然林喪失のメカニズムの主因は、住宅向け木材の
採取である。桐は早生樹のためCO2吸収力が杉の6
倍と多く、その上いかなる木材より断熱性が高い。そ
のため桐集成材で住宅を建設する事により、家庭か
らのCO2排出を限りなく0に近づけ
ることができる。

本書は、壮大な森林力による自浄
力を訴える注目の書である。

詳しくは、書店または、
http://www.kaiseisha-press.ne.jp
を検索してください。

ＲＤクロイワ建材株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-1 奈良部ビル5F
TEL 03-3816-4317 http://www.rd-kuroiwa.co.jp/

ＰＲ情報
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様リスティング広告de集客！！

＜フォーバル・Ｗｅｂアドバイザーより＞じつは、事故車や廃車を買い取っ
てもらうと、お金になることを知りませんでした。プラスワンオート様の担当
をさせていただいて、かなり高額で買い取っていただけることを知り、今後
何かあった際には、（実際にはないほうがモチロンよいのですが。。。）ご
相談させていただこうと思いました。

東京だけでなく、全国に無料で査定していただけるサービスを行っていま
す。携帯カメラからメールで状況を送れば、速やかに対応していただける
そうです。店舗も埼玉、横浜、名古屋、札幌にあり、出張査定も実施中。

株式会社 プラスワンオート

0120-56-89-01 （コール早くプラスワンオート）

非常に競合の多い業界のため、ただ単に広告費を消
費するのではなく、結果に基づいた修正、アクセス解
析に基づいた具体的な改善、ライバル社の分析、管
理・運営により、現在では電話によるお問い合わせ、
メールでの問合せの改善がなされてきています。

毎月、打ち合わせを行い、成果につなげる施策を考
えながら、検証、修正を実施。月間問合せは最大で、
電話77件、メール25件、合計102件を記録するように
なりました。

AFTER

●キーワード調整・・・・ ＞広告表示位置やクリック単価をリアルタイムに調整
●ABテスト ・・・・＞広告文の違いでもクリック率が変わるため、A,Bパターンで検証
●アクセス解析・・・・＞ホームページが、きちんと問合せに繋がっているかを分析、改善

成功のポイント
キーワードの細かな調整 ＡＢテストなど広告文の検証

アクセス解析に基づく
ホームページ改善

意外に知らない？！意外に知らない？！『『事故車事故車』『』『廃車廃車』』は、お金になる！！は、お金になる！！

フォーバルは、これまで4500社以上のホームページを制
作してきた業界NO.1の実績を持っています。本コーナー
では、私たちが制作・集客・運用に携わってきた、豊富

な事例の中から、コーレア読者の皆様にも参考になりそ
うな、ホームページ活用事例を紹介させていただきます。
是非、売上拡大・新規開拓にご活用ください。

既存ホームページをリニューアルする依頼を受け、仕
事に繋がるホームページにするためにSITE WINシ
リーズを導入いただきました。新着情報に更新プログ
ラムを導入し、いつでもお客様自身で更新が可能に。
ホームページリニューアル当初は、お客様ご自身でリ
スティング広告を行っていました。

問合せ数や状況に応じた、より細かい管理にメリット
を感じていただき、リスティング広告も弊社へ管理・運
営をまかせていただいております。

BEFORE

【クライアント企業のイメージ】 BtoB、BtoC （大小問わず） 【広告費予算】 月54万円（管理費含め）
【取り扱い品目】 事故車買取、廃車買取 【ホームページ目標】 新規顧客獲得ツールとして

http://www.plusone-auto.com/

制作実績4,500社以上・ご利用社数No.1
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通信インフラ通信インフラ

-- ＩＰ電話ＩＰ電話

-- 光ファイバー光ファイバー

-- 各種回線各種回線

通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス通信インフラ・サービス

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案

ビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスをビジネスに不可欠な通信インフラ・サービスを
御社の状況を踏まえご提案御社の状況を踏まえご提案

機器・ネットワーク機器・ネットワーク機器・ネットワーク

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案

用途、ランニングコスト、スピード、安定性を用途、ランニングコスト、スピード、安定性を
プロの立場からご提案プロの立場からご提案

機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用機器・サービスの利活用

が、お客様にお届けしているのは、

“オフィス環境の安心と安全”です。

ビジネスの活性化ビジネスの活性化ビジネスの活性化

経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談経営にまつわるご相談

通信コスト通信コスト

-- 一括請求サービス一括請求サービス

-- Ｗｅｂ利用明細Ｗｅｂ利用明細

-- 各種電話サービス各種電話サービス

モバイルモバイル

-- 携帯電話携帯電話

-- データ通信カードデータ通信カード

-- 各種アプリ各種アプリ

ＯＡ機器ＯＡ機器

-- ビジネスフォンビジネスフォン

-- コピー機／複合機コピー機／複合機

-- パソコン／サーバーパソコン／サーバー

ネットワークネットワーク

-- ＬＡＮＬＡＮ

-- ＶＰＮＶＰＮ

-- テレビ会議テレビ会議

オフィス用品オフィス用品

-- 文具／事務用品文具／事務用品

-- コピー用紙／トナーコピー用紙／トナー

-- オフィス家具オフィス家具

毎日“安心”して使える
あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援

毎日“安心”して使える毎日“安心”して使える
あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援あたりまえのＩＴ環境構築を力強く支援

ブロードバンド活用ブロードバンド活用

-- 訪問サポート訪問サポート

-- 電話サポート電話サポート

-- お客様専用サイトお客様専用サイト

セキュリティ対策セキュリティ対策

-- ウィルス対策ウィルス対策

-- 不正アクセス防止不正アクセス防止

-- ログ監視ログ監視

保守・サポート保守・サポート

-- メンテナンスメンテナンス

-- 障害時の対応障害時の対応

-- お客様センターお客様センター

Ｗｅｂビジネス活用Ｗｅｂビジネス活用

-- ホームページホームページ

-- ネットショッピングネットショッピング

-- ＳＥＯ／ＳＥＭ対策ＳＥＯ／ＳＥＭ対策

事業所引っ越し事業所引っ越し

-- オフィス移転先オフィス移転先

-- 引っ越し業者引っ越し業者

-- レイアウト／内装レイアウト／内装

リスクマネジメントリスクマネジメント

-- 生保／損保生保／損保

-- 退職慰労金制度退職慰労金制度

-- 各種助成金制度各種助成金制度

お客様のビジネスをビジネス活性化支援で
ワンランクステップアップ

お客様のビジネスをビジネス活性化支援でお客様のビジネスをビジネス活性化支援で
ワンランクステップアップワンランクステップアップ

今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーション

今後の経営に直結する今後の経営に直結する
さまざまなお悩みをコンサルテーションさまざまなお悩みをコンサルテーション

各種認証取得支援各種認証取得支援

-- ＰマークＰマーク

-- ＩＳＭＳＩＳＭＳ

-- オフィスセキュリティオフィスセキュリティ

アウトソーシングアウトソーシング

-- 販路拡大販路拡大

-- 業務業務

-- 各種印刷各種印刷

情報提供情報提供

-- 研修会／勉強会研修会／勉強会

-- 講演会講演会

-- 各種セミナー各種セミナー

各種コンサル各種コンサル

-- 経営相談経営相談

-- 経営診断サービス経営診断サービス

-- 交流会交流会

〒１５０－０００２ 東京都渋谷区渋谷２－１７－５ シオノギ渋谷ビル１１階
フリーダイヤル ０１２０－８１－４０８６首都圏支社
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会場・お申込方法のご案内

開催日時・場所

受講料 無 料 （定員：200名）

2010年9月14日(火) 13:30～16:00
（13:00～受付）

お問合せ先 ：（株）フォーバル グッとくるカンパニー倶楽部セミナー事務局 TEL 0120-4086-53

セルリアンタワー東急ホテル
（B2F：セルリアンタワーボールルーム／虹 ）

お申込方法

本紙に記入のうえ直接FAX、もしくは以下ＨＰよりお申込み下さい。

お申込期限：2010年8月25日（水）まで

http://www.forval-consul.com/ketsudan/

FAX：
03-5464-9140

送付先ＦＡＸ番号

セミナー参加お申込書セミナー参加お申込書

日頃の皆様のご愛顧のおかげをもちまして、弊社は創立30周年を迎えることとなりました。

創業以来、常にお客様の立場から「電話機は好きなメーカー機種が選べる」「無料のアダプターを
つけるだけで電話料金が安くなる」等の「新しいあたりまえ」創りに取り組んでまいりました。しかし、
何と申しましても、私たちの提案をお客様である皆様にご支持いただいたことが、弊社が30年間に
わたり会社経営を続けてこられた真の理由であると、本当に感謝しております。また、この間、様々
な場面における「決断」を通して、「成功する決断と失敗する決断の違い」や「ぶれない決断」をする
方法がようやくわかってまいりました。

この度、日頃の感謝の意を込めまして、弊社のお客様限定の特別セミナーを開催させていただき
ます。ご多忙とは存じますが、ぜひとも会場まで足をお運びいただけましたら幸甚です。

株式会社フォーバル 代表取締役会長 大久保 秀夫
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Coreea 掲載広告 _第 11 回弁護士シリーズ /仕上りサイズ：A4(210×297)

※イラレ PDF にて入稿

　このように債権回収の案件といえども、その内容に応じて督促方法は異なっ
てきます。そこで、まずはいずれの債権に分類できるのかを早めに検討し、迅速
な督促方針を決定することが効率的に債権回収を行う上で、とても重要になる
と思います。

興味を持たれた方は、「フォーバルのコーレアをみました」
と　TEL．03－5367-1911に直接ご連絡をお願いします。

弁護士法人アヴァンセ

弁護士　片山　雅也

【得意分野】
ベンチャー企業及び中小企業法務全般

かたやま　まさや

　弁護士業を行っていますと、債権回収に関するご相談を日々受けることになり
ますが、債権回収案件も大きく分けて二つに分けることができると思います。
　具体的には、債権成立に支障がない債権（債権回収し易い債権）と、債権成立に
支障がある債権（債権回収しにくい債権）とに分けることができると思います。
　 民法の原則からすると、契約は原則口頭、すなわち口約束で成立することにな
ります。例えば、A さんがB さんに対して、「この商品を明日 1000 円で売ります。」
と言い、それに対して、B さんがA さんに対して、「明日 1000 円で買います。」と口
約束しただけで、売買契約は成立することになり、A さんはB さんに対し 1000 円
の債権を持つことになります。
　 とはいえ、債権回収の実務では、契約書の存在又は少なくとも請求書の存在が
必要となります。これは、最終的には裁判を見据えた場合、その口約束を立証しな
ければならないという立証の問題が生じるためです。
　 そこで、債権成立に支障がない債権という視点からは、裁判を見据えた場合で
も立証しやすい債権として、契約書が存在することがとても重要となります。そ
の上で、債権者、債務者、支払期日及び支払金額が一義的に明確であって争いがな
い債権を、この債権成立に支障がない債権に分類できると思います。
　 一方で、債権成立に支障がある債権は、この逆の性質を持つことになります。契
約書がなかったり、請求書すら存在していなかったりするような債権です。
　 そのため、債権成立に支障がある債権というのは、債権者、債務者、支払期日及
び支払金額が一義的に明確ではない債権ということになり、債権成立自体や債権
額を相手方が争う等して、支払期日が過ぎてしまっている債権ということになり
ます。
　 このように、債権回収案件を二つに分類しましたが、このように二つに分ける
と、その性質に応じて相手方への督促方法も変わってきます。

　弁護士業を行っていますと、債権回収に関するご相談を日々受けることになり
ますが、債権回収案件も大きく分けて二つに分けることができると思います。
　具体的には、債権成立に支障がない債権（債権回収し易い債権）と、債権成立に
支障がある債権（債権回収しにくい債権）とに分けることができると思います。
　 民法の原則からすると、契約は原則口頭、すなわち口約束で成立することにな
ります。例えば、A さんがB さんに対して、「この商品を明日 1000 円で売ります。」
と言い、それに対して、B さんがA さんに対して、「明日 1000 円で買います。」と口
約束しただけで、売買契約は成立することになり、A さんはB さんに対し 1000 円
の債権を持つことになります。
　 とはいえ、債権回収の実務では、契約書の存在又は少なくとも請求書の存在が
必要となります。これは、最終的には裁判を見据えた場合、その口約束を立証しな
ければならないという立証の問題が生じるためです。
　 そこで、債権成立に支障がない債権という視点からは、裁判を見据えた場合で
も立証しやすい債権として、契約書が存在することがとても重要となります。そ
の上で、債権者、債務者、支払期日及び支払金額が一義的に明確であって争いがな
い債権を、この債権成立に支障がない債権に分類できると思います。
　 一方で、債権成立に支障がある債権は、この逆の性質を持つことになります。契
約書がなかったり、請求書すら存在していなかったりするような債権です。
　 そのため、債権成立に支障がある債権というのは、債権者、債務者、支払期日及
び支払金額が一義的に明確ではない債権ということになり、債権成立自体や債権
額を相手方が争う等して、支払期日が過ぎてしまっている債権ということになり
ます。
　 このように、債権回収案件を二つに分類しましたが、このように二つに分ける
と、その性質に応じて相手方への督促方法も変わってきます。

　債権成立に支障がある債権については、通知書等で督促を行ったとして
も、支払いがなされないことが多いです。やはり、債権成立自体や債権額に争
いがある場合、相手方にもそれなりの言い分がある場合が多く、単に督促を
しただけでは支払いがなされない場合が多いです。
　そこで、このような債権については、請求を行っても争いになるといった
覚悟が必要で、将来の裁判まで見据えて、事実関係をしっかり書き出し、証拠
となるようなものがないか否かを調査しておく必要があると思います。最低
限、味方につく弁護士を説得できるだけの事実関係や証拠関係の洗い出し及
び収集が必要になると思います。
　とはいえ、どのような事実関係や証拠関係を収集して良いかすらわからな
い場合といったケースもあると思います、そこで、そのような場合には、どの
ような方針で対応すれば良いかを相談しても、ざっくりと、どのような事実
関係及び証拠関係を収集すべきかをアドバイスしてくれる弁護士に相談し
た方がよいと思います。
　その上で、どのように債権を回収するのかについて、弁護士と共同して戦
略をしっかりと立てることが重要となります。

　債権成立に支障がある債権については、通知書等で督促を行ったとして
も、支払いがなされないことが多いです。やはり、債権成立自体や債権額に争
いがある場合、相手方にもそれなりの言い分がある場合が多く、単に督促を
しただけでは支払いがなされない場合が多いです。
　そこで、このような債権については、請求を行っても争いになるといった
覚悟が必要で、将来の裁判まで見据えて、事実関係をしっかり書き出し、証拠
となるようなものがないか否かを調査しておく必要があると思います。最低
限、味方につく弁護士を説得できるだけの事実関係や証拠関係の洗い出し及
び収集が必要になると思います。
　とはいえ、どのような事実関係や証拠関係を収集して良いかすらわからな
い場合といったケースもあると思います、そこで、そのような場合には、どの
ような方針で対応すれば良いかを相談しても、ざっくりと、どのような事実
関係及び証拠関係を収集すべきかをアドバイスしてくれる弁護士に相談し
た方がよいと思います。
　その上で、どのように債権を回収するのかについて、弁護士と共同して戦
略をしっかりと立てることが重要となります。

　そもそも、債務者は債権者の中でもうるさく督促してくる相手方から、支払い

を済ませてしまう傾向にあると実感しています。そこで、債権成立に支障がない

債権については、少しでも支払期日が過ぎた時点で、督促をかけることが効果的

だと考えます。とにかく、早め、早めに効果的に督促を行うことが重要となります。

　 督促方法は、電話等の口頭で済ませるだけではなくメールや書面も用いた方が

よいです。更にメールや書面については、担当者レベルを名宛人とするのではな

く、しっかりと相手方の法人名だけではなく、代表取締役名も出した上で、督促を

行うことが重要となります。

　 更に、このような督促を行っても一向に支払いがなされないような場合、裁判

所の手続を利用することが考えられます。

　 その代表的かつ簡便な手続は支払督促です。NHK の受信料未払いに対する督促

について、この手続が利用されたため、新聞やテレビ等のメディアを通じて有名

になった手続です。まさしくNHK の受信料未払いのような場合、債権成立に支障

がない債権に分類できると思いますので、NHK もこの簡易な支払督促手続を利用

したのだと思います。

　この支払督促手続の具体的な内容ですが、支払督促段階では、簡易裁判所の受

付に行く必要はありますが、法廷といった傍聴席があり裁判官が登場する場所に

行く必要もなく証拠の提出も求められません。簡易裁判所の受付は区役所等の役

所の雰囲気と変わらないので、精神的にも気軽に利用できる手続だと思います。

　手続は、まず簡易裁判所に行って、書記官に支払督促をしたい旨を伝え、支払督

促に関する所定の用紙をもらいます。その上で、請求したい債権額や、その債権が

発生した理由等を記載すれば、裁判所が相手方に支払督促を送付してくれます。

　相手方が、その支払督促に対して異議を申し立てなければ、裁判をして判決を

得た場合と同様の効果を得ることができ、そのまま相手方が支払いをしなけれ

ば、相手方の財産へ強制執行することも可能となります。

ただし、相手方が支払督促に対して異議を申し立てると、通常訴訟に移行するこ

とになる点には注意が必要です。すなわち、異議が出されると、法廷へ出廷して、債

権を証明できるだけのしっかりとした証拠の提出が求められることになります。

　とはいえ、異議はとりあえず相手方から出されるが、裁判が開始される前に、結

局相手方が全額支払いを行い終了するようなケースや、当日相手方も裁判に出廷

するも、一時金の支払いと残額を分割で支払う旨の和解を獲得できるようなケー

スもあり、たとえ異議が出されたとしても長期化はせず短期に債権を回収できる

ケースも多くあるといった印象を受けています。

　特に、この頃は相手方も現実感がないのか、裁判手続まで利用しないと、支払い

を遅滞し続けると言ったケースが増えていると思います。

　そもそも、債務者は債権者の中でもうるさく督促してくる相手方から、支払い

を済ませてしまう傾向にあると実感しています。そこで、債権成立に支障がない

債権については、少しでも支払期日が過ぎた時点で、督促をかけることが効果的

だと考えます。とにかく、早め、早めに効果的に督促を行うことが重要となります。

　 督促方法は、電話等の口頭で済ませるだけではなくメールや書面も用いた方が

よいです。更にメールや書面については、担当者レベルを名宛人とするのではな

く、しっかりと相手方の法人名だけではなく、代表取締役名も出した上で、督促を

行うことが重要となります。

　 更に、このような督促を行っても一向に支払いがなされないような場合、裁判

所の手続を利用することが考えられます。

　 その代表的かつ簡便な手続は支払督促です。NHK の受信料未払いに対する督促

について、この手続が利用されたため、新聞やテレビ等のメディアを通じて有名

になった手続です。まさしくNHK の受信料未払いのような場合、債権成立に支障

がない債権に分類できると思いますので、NHK もこの簡易な支払督促手続を利用

したのだと思います。

　この支払督促手続の具体的な内容ですが、支払督促段階では、簡易裁判所の受

付に行く必要はありますが、法廷といった傍聴席があり裁判官が登場する場所に

行く必要もなく証拠の提出も求められません。簡易裁判所の受付は区役所等の役

所の雰囲気と変わらないので、精神的にも気軽に利用できる手続だと思います。

　手続は、まず簡易裁判所に行って、書記官に支払督促をしたい旨を伝え、支払督

促に関する所定の用紙をもらいます。その上で、請求したい債権額や、その債権が

発生した理由等を記載すれば、裁判所が相手方に支払督促を送付してくれます。

　相手方が、その支払督促に対して異議を申し立てなければ、裁判をして判決を

得た場合と同様の効果を得ることができ、そのまま相手方が支払いをしなけれ

ば、相手方の財産へ強制執行することも可能となります。

ただし、相手方が支払督促に対して異議を申し立てると、通常訴訟に移行するこ

とになる点には注意が必要です。すなわち、異議が出されると、法廷へ出廷して、債

権を証明できるだけのしっかりとした証拠の提出が求められることになります。

　とはいえ、異議はとりあえず相手方から出されるが、裁判が開始される前に、結

局相手方が全額支払いを行い終了するようなケースや、当日相手方も裁判に出廷

するも、一時金の支払いと残額を分割で支払う旨の和解を獲得できるようなケー

スもあり、たとえ異議が出されたとしても長期化はせず短期に債権を回収できる

ケースも多くあるといった印象を受けています。

　特に、この頃は相手方も現実感がないのか、裁判手続まで利用しないと、支払い

を遅滞し続けると言ったケースが増えていると思います。

最後に
予防法務については、企業経営におけるリスクを
可能な限り回避できる方法などを積極的にご提案
していき、紛争案件については、最大限、クライア
ントの方々の利益を追求した解決方法をご提案し
ていきたいと考えております。

弁護士シリーズ　第 11回

弁護士の視点による債権回収
弁護士法人アヴァンセリーガルグループ　　　執行役員・弁護士　片山　雅也

債権回収案件の分類 債権成立に支障がない債権

債権成立に支障がある債権

03-5367-0970



起業家育成コンテストについて

公益財団法人CIESF (シーセフ)
〒107-0062 東京都港区南青山3-17-1 フロムファイブ302
TEL 03-6439-5991 info@ciesf.org

http://www.ciesf.org/

CIESF

REPORTREPORT Vol.10Vol.10

現在のカンボジアの産業は、農業中心でまだ十分に基幹産業が育っていません。
国を発展させるためには、経済の発展が不可欠です。また経済の発展により、貧困や貧困が引き
起こす問題、就学率の改善など少しずつでも解決していくことができると考えています。

そのための支援活動の１つとして、ＣＩＥＳＦでは起業家育成も行っています。読者の皆様が行われ
てきたように、会社を興すことが、経済発展、そして若者の働く場の提供へとつながるからです。

７月１日には、プノンペンで、起業家育成コンテスト（Ｎａｔｉｏｎａｌ ＳＭＥ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｐｌａｎ Ｃｏｍｐｅｔ
ｉｔｉｏｎ ２０１０）のオープニングイベントが行われました。カンボジアのプッティサストラ大学との共催で、

カンボジアの大学生らに参加を呼びかけます。なお、日本からは早稲田大学にも協力いただきます。

当日は、Ｓｏｋ Ａｎ副首相、Ｖａｒ Ｋｉｍ Ｈｏｎｇ上級大臣や
Ｉｍ Ｓｉｔｈｙ教育大臣などカンボジア政府関係者、大学関

係者、現地企業、学生など２００名を超える参加者で、
多くの現地メディアにも取り上げていただいています。
フォーバル・会長の大久保も参加し、開会の挨拶を行い
ました。

８月末までコンテスト参加チーム（主に大学生や卒業生、
２～４人のメンバーで構成）を募集し、９月に第１次審査
を行った後、１次審査通過者には早稲田大学や現地の企業の協力によって実践的な経営研修を
行います。

最終審査は２０１１年の１月に行い、上位３チームには、賞金の他、起業に必要な様々な支援や、
就職支援なども行う予定です。

フォーバル社員の名刺には、「私たちはＣＩＥＳＦ（シーセフ）の活動を応援しています」という文言が表
記されていることにお気付きでしょうか？ＣＩＥＳＦとは、フォーバル・会長の大久保が理事長を務める
公益財団法人です。カンボジアは、今でも内戦の後遺症を引きずり、東南アジアでも最も発展が遅
れている国の一つですが、ＣＩＥＳＦは、 「真の愛情と情熱をもった世界レベルの教育者の育成」、「利

他の心と国際的視野をもった高度人材の育成」という２つの理念を掲げ、カンボジアの教育支援を
行っています。

コーレア読者の皆様にも、カンボジアの現状、ＣＩＥＳＦの活動についてご理解いただきたく、ご紹介さ
せていただきます。皆様のお気持ちやご都合に合ったかたちでご支援いただけましたら幸いです。
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焼肉の日

焼き肉でスタミナを付け、残暑を乗り切ろうと
焼肉店等が提唱、「やき(8)にく(29)」の語呂合せ

29 日

(日)

パキスタン独立記念日

1947年、パキスタンがイギリスから独立
14 日

(土)

富士山測候所記念日

1895年、富士山頂に野中測候所が開設した
現在の気象庁富士山測候所の前身となった

30 日

(月)

インド独立記念日

1947年、前日のパキスタンに続いて
インドがイギリスから独立

15 日

(日)

野菜の日，ベジタブルデー

1983年、全国青果物商業協同組合連合会などが制定
「や(8)さ(3)い(1)」の語呂合せ

31 日

(火)

28 日

(土)

27 日

(金)

26 日

(木)

25 日

(水)

24 日

(火)

23 日

(月)

22 日

(日)

21 日

(土)

20 日

(金)

19 日

(木)

18 日

(水)

17 日

(火)

16 日

(月)

甲子園から高校野を初めてラジオ中継

1927年、甲子園から全国中等野球優勝大会（現在の
全国高校野球選手権大会）を初めてラジオで中継

航空安全の日、茜雲忌

1985年、日航ジャンボ機が群馬県御巣鷹山山中に墜落
死者520人、生存者4人

ガンバレの日

1936年のこの日、オリンピックベルリン大会、
女子200メートル平泳ぎ決勝で前畑秀子が優勝
ラジオ中継でアナウンサーが「前畑頑張れ」を連呼

道の日

1986年、建設省(現在の国土交通省)道路局が制定

1920年のこの日、日本初の近代的な道路整備計画が決定

はり・きゅう・マッサージの日

2003年、全日本鍼灸マッサージ師会が制定

「はり(8)きゅう(9)」の語呂合せ

笑いの日

1994年、「笑いの日を作る会」が制定

笑い声「ハ(8)ハ(8)ハ」の語呂合せ

バナナの日

日本バナナ輸入組合が制定

「バ(8)ナナ(7)」の語呂合せ

World Wide Webの日

1991年、World Wide Web(WWW)に関する情報を
インターネット上に公開し、世界初のWebサイト
http://info.cern.chを開設した

ハンコの日

山梨県の印判総合商社・モテギ株式会社が制定
「は(8)んこ(5)」の語呂合せ

ビアホールの日

1899年、東京・銀座の新橋際に、現存する
日本で最も古いビアホール「ヱビスビヤホール」
(サッポロライオンの前身) がこの日に開店

ハサミの日

1978年、美容家で山野学苑創設者の山野愛子さんが、「
針供養」に倣って「ハサミ供養」を提唱

ハーブの日

ハーブを使った化粧品販売会社が制定

「ハ(8)ーブ(2)」の語呂合せ

水の日

1977年、8月は、1年を通して水を使う量が一番多い月で
あることから、月の最初に節水を呼びかけるため制定

民放テレビスタートの日

1953年8月28日午前11時20分
日本テレビが民放テレビ第1号として放送開始

13 日

(金)

男はつらいよの日、寅さんの日

1969年、山田洋次監督・渥美清主演の
映画『男はつらいよ』シリーズの第1作が公開された

12 日

(木)

レインボーブリッジの日

1993、レインボーブリッジが開通した
全長798m、主塔の高さ126m、
水面からの高さが50mの東日本最大の吊り橋

11 日

(水)

即席ラーメン記念日

1958年、世界初の即席ラーメン「チキンラーメン」を発売

日清食品が制定

10 日

(火)

愛酒の日

1885年、酒をこよなく愛した歌人・若山牧水の誕生日
9 日

(月)

白虎隊の日

1868年、戊辰戦争で会津藩の白虎隊が
城下の飯盛山で自刃した

8 日

(日)

チンチン電車の日

1903年、東京電車鉄道の路面電車が
新橋～品川で営業を開始した

7 日

(土)

献血記念日

1964年、それまでの売血制度と決別して
献血の推進が閣議決定されたことを記念して制定

6 日

(金)

交通信号の日、三色信号設置の日

1931年、銀座の尾張町交叉点・京橋交叉点などに
日本初の3色灯の自動信号機が設置された

5 日

(木)

バイクの日

1989年、総務庁交通対策本部が制定
「バ(8)イ(1)ク(9)」の語呂合せから
バイクによる交通事故の増加を防止するための日

4 日

(水)

猛暑の特異日

猛暑になる確率が高い日
3 日

(火)

インドネシア独立記念日

1945年、インドネシアのスカルノが
オランダからの独立を宣言

2 日

(月)

俳優・菅原文太の誕生日(1933年)

歌手・マドンナの誕生日(1959年)

タレント・西田ひかるの誕生日(1972年)

1 日
(日)

このコーナーでは、「今日は何の日？」を紹介します。
ビジネスの話題作りに、朝礼のネタに、暇つぶしに、

どうぞお好きに活用して下さい。

♦ 2010年8月 ♦
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発展の月です。アイデアやひらめきが冴えて
いますが、軽率な態度を慎み、準備万端で
スタートを。

周囲のサポートには、心からの感謝をして、
言葉で十分表現してください。

不安定で浮き沈みのある月です。自分の
限界をわきまえ、目的を定めて取り組む
時です。控え目な態度がプラスに働きま
す。

ストレスの発散を心掛けましょう。
趣味や旅行で心を癒してください。
映画鑑賞なども良いでしょう。

福岡玄海の母

池田 東瞬

日本推命学館師範講師（四柱推命）
として活躍。暖かい雰囲気から醸し
出される説得力あるトークでキャナ
ルシティには、いつも行列ができる
賑わい。Yahoo！JAPANの占いサイ
トにも登場。
鑑定場所：キャナルシティー博多地
下1階ウルトラマンワールド横
営業日:日,月,水,第1.2.5金曜日
時間:11:00～20:00
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：
（有）ゼナ092-481-3556

S１・１０・１９・２８
３７・４６・５５・
H１・１１・１９年生まれ

低調な運気です。上下関係を重視し、焦らず
謙虚に行く時です。くよくよしないのが大事で
す。

夏祭りには、浴衣で出かけると運気アップ。

S９・１８・２７・３６
４５・５４・６３
H９・１８年生まれ

S８・１７・２６・３５
４４・５３・６２・H８
１７年生まれ

活動的な良い月です。社交も活発、順調に
進展し、全てまとまった形になるでしょう。独
身の人には出会いのチャンスです。

コサージュをバックやヘアに取り入れて。

運気は、停滞気味。目標と実際のズレがあ
るかも。土台作りの時です。やるべきことに
専念することで、良い方向に進むでしょう。

思い出の場所、パワースポット、温泉なで考
えてみると良いでしょう。襟元の切り替えの
ある、スクエアネックのトップスがおススメ。

S７・１６・２５・３４
４３・５２・６１
H７・１６年生まれ

S６・１５・２４・３３
４２・５１・６０
H６・１５年生まれ

吉凶相半の月です。強気に出ることは一時
的に良いようですが、自分だけの責任だけ
では済まなくなる可能性もあります。思慮深
く行動するときです。

ターコイズブルーのアクセサリーを身につけ
て運気の安定をしてください。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

嬉しい展開の予感がある月です。趣味の充
実とか得意分野に力を入れると成果が上が
ります。夏ばてに気をつけて！

特別な日は、エレガントなフレアスカートを着
用してください。

様々な変化のある月です。強気で押すより、
欠けている事を補う様な、受け身で行く方が、
有利なときです。

日常は、ピンクやホワイトで、特別な日には
金色の刺繍入りハンカチを持って。

S４・１３・２２・３１
４０・４９・５８
H４・１３年生まれ

S３・１２・２１・３０
３９・４８・５７
H３・１２年生まれ

諸事前向きに取り組める、こころ弾む月です。
判断力と裏表のない言動が、喜びをもたらし
ます。

ラッキーフードのかぼちゃの煮物で、食事の
バランスをとってください。

2 0 １ ０ 年 8 月 九 星 占 術☆ ☆

S２・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

久保 幸一

キャナルシティー博多で活躍中の人気
似顔絵師。元銀行マンという異色の経
歴の持ち主。しかしかなりの実力の持ち
主で、あのテレビチャンピオンで準優勝
の経験もあり。フェルトペンを使用しウ
イットに富んだ画風で皆様に幸せをお届
けしています。

発行：株式会社フォーバル 首都圏支社
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-17-5 シオノギ渋谷ビル11F

http://www.forval.co.jp
お問合せ Tel:0120-81-4086 Fax:0120-81-4087

フォーバル
担 当

コーレアの花には「お互いをよく知る」
という花言葉があります。

本誌：Coreea(コーレア)首都圏版は、
フォーバルを通じてお客様同士がお互い
を知るためのきっかけとなることを目的と
しています。そのため、掲載や配布は、
全て無料で行っております。

首都圏の各企業様に弊社担当者が直接
配布させていただいており、毎月2,500部
を発行しております。

なお、今年からコーレアをインターネット
からもご覧いただけるようになりました。
バックナンバーも掲載しておりますので、
是非、こちらからご覧ください。

http://www.forval.co.jp/coreea/
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