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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 046-279-6052まで、直接ご連絡お願いします。

業務用空調設備の販売、施工を行われています。
購入前の問い合わせはもちろん、万一のトラブルにも
即日対応される、フットワークの良さが強みです。
また、お客様の問い合わせにただ応えるのではなく、
コスト削減や利用シーンまで視野に入れ、
プロの立場から空調環境の最適化を提案されています。

小林社長から一言

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８２ － エアコンレンタルでコスト削減を提案 ＡＩＲ（エアー）

AIR レンタル空調

フォーバル担当より

代表者 小林 勝敏
〒242-0024 神奈川県大和市福田1-4-5-A
TEL 046-279-6052 http://www.air-co.jp/

昨年末から、新しくレンタルサー
ビスを立ち上げ、現在はそちら
の事業に注力しています。

エアコンは決して安いものでは
ありません。このような景気です
から、「壊れた」という場合でも、
「じゃあすぐに換えよう」と簡単に
はいかないこともあります。しか
し、エアコンは今や店舗でも事務
所でも必需品。「高いから入れら

レンタル空調

AIR様のレンタルサービスを利用された場合、空調機器
を定価の79％オフでご利用いただくことも可能です。

例えば100万円の業務用エアコンの場合、お客様に負担
していただくのはわずか21万円のみ（工事費は除く）。

リースするよりも確実にお得です。

もちろん、空調機器導入後のアフターフォローが万全。5
年後、10年後の修理、メンテナンスにも対応しています。

新規開店や事務所開設をお考えの方だけでなく、現在の
空調機器に不満がある方、リース契約更新時に空調機
器を検討し直したい方はぜひ一度ご相談ください。

（担当Webアテンダント 竹之内 賢輔）

私の方で、AIR様のホームページ運営をお手伝いさせて

いただいています。小林社長は、ホームページからの問
い合わせに対して、「訪問成約率8割以上」というイチ

ローを凌ぐ驚異的な数字をあげられています。

これは、小林社長のフットワークやお客様目線の対応が、
お客様から支持されているのだと思います。

実際、フォーバルからご紹介させていただいた案件でも、
即日対応いただきました。他社の
場合、1～2パターンの提案しかな

かったようですが、小林社長からは
30通りの提案があったということで、
AIR様の高い提案力を垣間見ること

ができた気がします。

同じように、お客様にソリューション
を提案させていただいている立場
として、小林社長の姿勢を尊敬して
おります。

（左から小林様、小林社長、フォーバル竹之内・久保）

れません」では、商売が成り立たなくなってしまいます。

そこで、より多くのお客様にご利用いただけるよう、高い
イニシャルコストが不要で、月々の料金のみで使ってい
ただけるレンタルサービスを開発しました。

株式会社ＡＩＲ（エアー）
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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 03-3289-1411まで、直接ご連絡お願いします。

石井綜合事務所様は、24年余の歴史を持つ伝統ある法律
事務所です。中央区銀座という町で、司法書士・行政書
士としてさまざまな法律分野をカバーしてきた、実績と
経験を強みとされています。

皆様のためにお手伝いできることはたくさんあります。
是非一度ご相談いただき、石井綜合事務所様の豊富な経
験をご利用されてはいかがでしょうか。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８３ － 銀座の司法・行政書士事務所 石井綜合事務所

代表 司法書士・行政書士 石井 俊一
〒104-0061 東京都中央区銀座８-8-15 青柳ビル7F
TEL 03-3289-1411

１．会社について
株式会社・その他法人の設立、役員変更、
定款の見直し、事業承継のお手伝い

２．不動産について
相続や贈与・売買による所有権移転、
住宅ローン返済後の担保抹消等の登記

３．家族について
遺言作成や相続についてのご相談、
成年後見申し立てのお手伝い

４．簡易裁判所の手続きについて
日常生活のトラブルや職場でのトラブル

５．借金について
多重債務からの生還
（債務整理・自己破産や民事再生のお手伝い）

（左からフォーバル浜田、石井代表）

石井綜合事務所

（担当ブロードバンドアドバイザー 浜田 哲也）

石井綜合事務所様を担当させていただき、半年がたち
ますが、先生の印象はとにかく研究熱心だなと感じます。

異業種交流会に足を運び、さまざまな分野のお話を聞
いたり、インターネットに関しても自身でホームページを
作成したり(現在作成中)と常に自分で調べ行動してい
らっしゃいます。

お話を聞く中で、「自分で調べ
てやるのが好きなんだよね」
とおっしゃっていました。

そういった研究心や行動力が、
責任のあるお仕事に繋がって
いるのだなと常々感じています。

私自身も、今後もサポートさせて
いただきながら、いろいろ勉強
させていただければと思います。

６．行政手続き
宅建・建設業等、各行政官庁に対する届出、
許認可関係のご相談および手続き

７．外国人関係
外国人の入国、採用等に関する入国管理局への
申請取次関係業務、帰化申請

その他、さまざまな分野で皆様のサポートをしています。
お気軽にご相談ください。

提供サービスについて ＭＡＰ

フォーバル担当より
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８４ － セミオーダスーツが自慢 ＮＥＷ ＭＥＮ’Ｓ ＰＯＲＴ１

運営会社：株式会社ビル・モーガン

店長：岡田 昌二
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-10-8 信和ビル1F
TEL 03-3256-3311

セミオーダースーツが自慢のＮＥＷ ＭＥＮ’Ｓ
ＰＯＲＴ１様では、この冬はダウンジャケットも
販売されるそうです。ダウンジャケットは全て自社
工場で縫製されています。質の良い商品が自慢です。

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 03-3256-3311まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社ビル･モーガン様は創業27年目、衣料品の製造販

売、生産企画、生産管理、設計事業をされています。トゥモ
ローランド等、有名アパレルメーカに商品提供されています。

今回は株式会社ビル・モーガン様が運営するスーツ専門店
NEW MEN’S PORT1の紹介です。

NEW MEN’S PORT1は、セミオーダースーツが自慢。
スーツ布地は400種以上、裏地100種類、ボタン100種から

選んでいただけます。またスーツの襟の幅や、パンツのタッ
ク等も選べますので、お好みのスーツに仕上げることができ
ます。

また生地は、国産を使用しているため、質も良いです。
そんな高品質の商品を、デパートで購入されるよりも20～
30%お安くご提供できるのも自慢です。

スーツ布地です。まだまだたくさん種類があります。
店舗にはスーツの布地が棚にたくさん並べてあります。

左：スーツ裏地 右：ボタン
スーツ裏地のほんの一部です。無地から柄まで
さまざまなものを取り揃えています。

スーツに合わせたダウンジャケットの販売をいたします。
使用しているダウンは、アメリカ・アライド社の厳正な
基準を通過し清浄された、高品質のダウンです。
こちらの商品は、自社工場で縫製されたものです。

ブログもございますので是非ご覧ください
新商品、セール情報が載っております

http://ameblo.jp/central-bennevis/

会社紹介 オススメ商品

ＭＡＰ
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Ｃｏｏｋｄａｙ
運営会社：株式会社アクュード

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-9-1
TEL 03-3669-0099 http://www.aqdo.com

私たち日本人の手帳デザインを、世界に誇れるブラン
ドに育て上げるという意識のもと、日本人が失いかけ
ている日本独自の文化や風土を感じさせる「春夏秋冬
四季の4色」を細部に取り入れ表現されています。

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 03-3669-0099まで、直接ご連絡お願いします。

アクュード

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８５ － 「春夏秋冬 四季の４色」 システム手帳 Ｃｏｏｋｄａｙ

Cookday

リピーター続出！

新商品！
他社との差別化を計るために、独創性ある
ものづくりと永続性を基本理念と考えております。
生涯、お客様にお使いいただけるよう、万全の
生産管理を心がけております。

ご担当者様から一言

●Bibleサイズ/Cookday Diary 全10アイテム（税抜価格）

B00：プランニングカレンダー＆四季の罫線 ¥ 760（JAN:4517495010408）
B01：1週間2ページ ¥ 1,300（JAN:4517495010415）
B02：1週間1ページ ￥1,000(JAN:4517495010422)
B03：1週間1ページ&ノートページ ¥ 1,300（JAN:4517495010439）
B04：1カ月2ページ/ブロックタイプ ¥ 700（JAN:4517495010446）
B05：年間予定表/6つ折りタイプ ¥ 650（JAN:4517495010453）
B06：1週間2ページ/タイムテーブル ¥1,850（JAN:4517495010460）
B07：1週間4ページ/ﾌﾘｰﾀｲﾑｽｹｼﾞｭｰﾙ ¥3,200（JAN:4517495010477）
B08：1カ月2ページ&1週間2ページ ¥1,900 （JAN:4517495010484）
B09：1カ月2ページ&1週間1ページ ¥1,700 （JAN:4517495010491）

CB-12 ¥18,900（税込）
バイブル/スタンダードサイズ リング径：25mm

CB-32 ¥17,325（税込）
バイブル/ハーフサイズ リング径：15mm

こだわりの色使い

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 03-５３６８－６８２８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 03-5211-1033まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社 エアコンパーク

全てはお客様のために、より良いものをより安く。
お客様に満足していただくには、気持ちよく買い物して
いただくにはどうすれば良いのか？エアコンパーク様は、
常にお客様中心主義の考えで日々の仕事に取り組んでいます。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８６ － お客様第一主義を貫く エアコンパーク

代表取締役 大野 啓介
〒102-0074 東京都千代田区九段南3-7-9 ムラニシビル1F
TEL 03-5211-1033 http://www.airconpark.co.jp/

私たちは「お客様第一主義」から出発し、
・「質の高い満足感」をさしあげる、 良の品揃えと

サービスを提供いたします。
・「健全な企業体質」を保っていくために、一人一人が

努力します。
・「あたらしさへ挑戦」し、現状に満足せず、勇気をもって

仕事にあたります。

コーレア掲載特典として、見積もり依頼時に「コーレアを見
た」とお伝えいただいたお客様は、ルーム用5％オフ、店
舗・業務用10％オフとさせていただきます。

価値ある商品を、誰にでも
明確に理解できる安さで、
いつでも気軽に安心して買
える地域一番店を目指して
います。

豊富な品揃え（国内全メー
カー取扱）、きれいな工事・
ミスのない工事・素早い工
事で、他社で断られた工事
でも一度ご相談ください。
どんな工事でもやります。

営業時間 10:00～19:00
定休日 日曜・祝祭日MAP

エアコンパーク

大野社長から一言

こだわり

オススメ商品・サービス

読者向けサービス
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８７ － 建物の総合コンサルタント！ 三和レジン工業

三和レジン工業 株式会社

代表取締役 織戸 敏行
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町37
TEL 03-3256-3828

三和レジン工業様は、今年で創業43年になります。
もともと、注入工事から始まり、宮内庁の工事や原爆ドームの
保全工事も請け負われたそうです。
現在は、建築物の総合リフォーム・リニューアルを行われ、
近年では阪神・淡路大震災の災害復旧工事にも参加されました。
職人の方達も外注ではなく、自社で雇われていらっしゃいます。

ビフォー・アフター

＜東京都中央区＞

オフィスビル貸し事務所

テナント退去後の現状回復

フォーバル担当より

定期訪問にお伺いさせていただくと、いつも社内
の雰囲気がよく、とても暖かく迎えていただいて
おります。

三和レジン工業様は、熟練の方がきっちり対応
され、見積なども細かく出されているので是非、
ビルの改修などありました
ら、ご連絡してみてくだ
さい。

美しいビルに間違いなく
生まれ変わると思います。

（担当テクニカルアドバイザー 川上 裕司）

こんなことが出来ます

＜東京都府中市＞

食品会社倉庫屋根

倉庫内の温度上昇の低減を図る
為に遮熱塗装を施しました

調査・診断

防水

止水

建物は、建てられた直後から年数が経過する
につれて次第に老朽化が進行し、改修・補修工
事が必要となります。予備調査から、改修計画
の作成まで総合的に行っています。

建物に一つとして同じ形のものはありません。
その建物に も適した材料や施工方法を選択
し、皆様に提案いたします。

これからは、省エネルギー・資源の有効利用の
観点から、できるだけ長く建物を有効に使用し
ていくことが必要です。

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 03-3256-3828まで、直接ご連絡お願いします。
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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！

ＪＲ原宿駅から徒歩２分！
あなたのちょっとおしゃれな原宿拠点
株式会社セブンストリーム

株式会社セブンストリーム
http://www.sevenstream.jp/

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前1-21-11
グランドゥール原宿1F
TEL 03-5414-3787

■レンタルスペース
2～10名様にて利用可。
お一人様700円/1時間。
設備：PC、プリンタ、42インチ
TVスクリーン、インターネット

■ネットカフェカウンター
1ドリンクで1時間利用可。
以降、500円/1時間。
インターネット接続環境

（持込PC可）

渋谷・原宿にある、人が豊かに知的に集うところ
「カルチャーカフェ・セブンストリーム」です。

◇会議、ギャラリー用レンタルスペース（2-10名様）
◇ネットカフェカウンター
◇パソコン教室「富士通オープンカレッジ原宿校」
（プライベートレッスン有）

を運営しております。お気軽にお立ち寄りください。

ＰＲ情報

ミステリーショッピング／コールとは？
覆面調査だからこそ、御社の
本当の強み・改善点が見えてくる！

ミステリーショッピング、ミステリーコールをご存知です
か？簡単に言うと覆面調査。“お客様とプロ”の両方
の視点で、現場のサービスレベルを客観的で公平に
調査しご報告。現場の自主的な改善活動に繋がるよ
うなフォローを行っています。

店舗、医療施設、コールセンターなどで数多くの成果
を挙げています。

詳細はホームページをご覧ください。

株式会社Ｔｒｅｅ ｏｆ Ｇｅｍｓ http://www.tree-of-gems.com

〒105-0001 東京都港区虎ノ門1－21－10－1204
TEL 03-3502-9733

ツリーオブジェムズ

株式会社パンドラの箱

〒160-0023 
東京都新宿区西新宿6-12-7ストーク新宿1003 

TEL 0120-430-551(フリーダイヤル)

パンドラの箱 占い

http://www.pandoranohako.jp/

全国書店にて

絶賛発売中！

￥1,680（税込）

講
演
会
承
り
ま
す
。

テ
ー
マ
や
ご
予
算
な
ど
、
下
記
フ
リ
ー

ダ
イ
ヤ
ル
ま
で
お
問
合
せ
下
さ
い
。

ＰＲ情報 売りたい
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フォーバル会長・大久保が書籍を出版いたしました

「社長力」を高める８つの法則
～成功者に共通する思考・戦略・実践！～

発売日： 2010年9月28日
出版社名： 実業之日本社
著者： 大久保 秀夫
価格： 1,575円（税込み）

「社長力」足りていますか？

中小企業の場合、社長が変われば会社そのものが大きく
変貌を遂げることができます。

１億円売り上げを伸ばすことだって、不可能な話ではあり
ません。

「社長力」を磨けば、あなたの会社はまだまだ大きく伸びる
ことができるのです。

第Ⅰ部 「社長力」を高める８つの法則！

法則１．大きなビジョン・戦略を持っている

法則２．会社内にナンバー２がいる

法則３．時間の使い方を決めている

法則４．しがらみを絶つ決断をしている

法則５．些細なことには目をつぶる

法則６．社外に相談相手を持つ

法則７．謙虚な心を持つ

法則８．他人の幸せ＝自分の幸せと考える

第Ⅱ部 「社長力」を高める１８のアクション！

ご購入はこちら

日頃の皆様のご愛顧のおかげをもちまして、本年9月18日でフォーバルは創業３０周年を迎えました。

この間、私は業種、年齢、男女の別を問わず、本当にいろいろな経営者の方に会ってきました。その数は２
万人を超えています。その中でも、非常に強烈な印象を与えてくださった経営者にお会いしたとき、何を話し
たのか、どういう経営者だったのかということを、ノートに記録していきました。それを後になって読み返して
みると、実は成功している経営者には、いくつかの共通点があることに気づきました。それが、本書で紹介す
る８つの法則です。

本書をお読みいただき、どれかひとつでも結構ですから、まずは始めてみてください。そうすれば、社長であ
るあなた自身の行動も変わってくるでしょうし、その結果、会社にも少しずつ変化が見えてくるはずです。ま
してや、８つの法則すべてを実践することができれば、苦しい状況にある会社も、おそらくは完全に蘇ってし
まうはずです。そうすれば、日本の中小企業はどんどん元気になり、今の日本経済が抱えているさまざまな
問題点も解決すると考えています。

株式会社フォーバル 代表取締役会長 大久保 秀夫

９月２８日発売！
お求めは、お近くの書店でどうぞ。
各種オンライン書店でもご購入いただけます。

【問い合わせ先】
実業之日本社販売本部：03－3535－4441

http://www.j-n.co.jp/
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※イラレ PDF にて入稿

執筆者      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

03-5367-0970

　先日、弁護士の視点による債権回収として、債権回収の具体的な方法についてお伝えしましたが、今回は、更に進んで、債権回収案件につい
て債務者に対する判決等を得たにもかかわらず、債務者が債務を支払ってこない場合について、ご説明したいと思います。
　 どんなに難しい訴訟で勝訴したとしても、債務者に対する具体的な執行先が不明なままでは、勝訴判決を得たとしても、その判決はただ
の紙に過ぎないため、債務者に対する具体的な執行先の把握が重要となります。
　そこで、当弁護士法人の弁護士が執行先を把握するために、よく行っている手段をお伝えしたいと思います。とはいえ、これからお伝えす
る手段は、弁護士だけしかできないといったものではないため、自社によって支払督促等で勝訴判決を獲得したような場合は、その後の執行
先把握手段として、是非検討してみてください。

弁護士シリーズ  第 13 回

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．03－5367-0970に直接ご連絡をお願いします。

弁護士法人アヴァンセ
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債権回収における執行先の把握

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

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。

1　総論

　まずは、インターネットからの把握です。インターネットから何がわかるのかと思われる方もおられると思うのですが、そのように思われ
た以上に使える手段です。
　現在では、多くの会社が、インターネット上で自分の会社のホームページをもっています。
　その上で、自社のメインバンクに関する情報までホームページに掲載してしまっている会社が散見されますが、このメインバンクに関す
る情報をホームページ上に掲載してしまっているというのが、債権回収の執行先を把握する際のポイントとなります。
　 なぜかといいますと、債権執行の手段の一つである金融機関の預金口座に対する差押えを実行するためには、債務者の金融機関名及び支
店名まで判明すれば足り、金融機関における具体的な口座番号までは不要とされています。
　すなわち、金融機関の預金口座に対する差押えは、○○銀行の○○支店まで判明すれば十分であって、具体的な口座番号までは不要という
ことになります。
　 そして、先ほどご説明したように、現在では、多くの会社がメインバンク等として、お付き合いのある金融機関をインターネット上のホー
ムページに掲載しています。中には、一つだけではなく二つ、三つと取引金融機関をホームページ上に掲載している会社も存在しています。
　 そこで、当弁護士法人の弁護士は、まずはインターネット上で債権回収先の会社のホームページを探索し、その取引金融機関を把握する
という作業を行っています。
　このように、インターネットのホームページ上から、その執行先を把握するといった手段も効果的ですので、是非検討してみてください。
 　一方で、インターネットのホームページ上で、自社のメインバンク等について支店名を含めて紹介することは、自社の執行先を公開して
しまうことになってしまうことになりかねないので、注意が必要だと思います。

2　インターネットからの把握

　インターネット上のホームページから取引金融機関を把握できない場合、その債権回収先との間で取引があったか否かを確かめ、当該債
権回収先から金融機関を通じて振り込みがあったか否かを確かめるという手段を検討することも効果的です。
　 もし、債権回収先と継続的又はスポットの取引が以前にあり、当該債権回収先から金融機関を通じて振り込みがあったという場合、その
振り込みがあった自社の金融機関に「預金元帳」を要求します。
　通常、通帳には振り込みを行った者の名義しか記載されていませんが、この「預金元帳」には、振り込みを行った者が、どこの金融機関の支
店から振り込みを行ったかについても記載されています。
　そのため、当該債権回収先との間で以前に取引があり当該債権回収先から金融機関を通じて振り込みが行われたことがあるという場合、
その振り込みを行った金融機関について支店名も含めて把握できるということになります。
　もちろん、当該振り込みを行った金融機関が債権回収先の取引金融機関ではなく、単に振り込み用に使用されたにすぎないという場合も
あります。
　しかし、取引に関する振り込みについて使用する金融機関は、その会社の取引金融機関である場合が多いため、当該金融機関における口座
を債権回収の執行先として把握しておく重要性は高いと思います。

3　預金元帳からの把握

　相手方が任意に支払わない場合、以上のように最終的には強制執行
先を探索し、強制執行を行うことになりますが、相手方が裁判に出廷
してくるのであれば、一方的な勝訴判決を獲得するよりも、和解に持
ち込んで、相手方の納得を得た上で、任意に支払ってもらうという手
段を選択した方が、最終的な債権回収の実効性を高める傾向にあると
いえます。
　そのため、債務者もしっかりとした会社であれば、訴訟提起を行っ
た上で、一定の段階で和解に持ち込み、ある程度まとまった金額を頭
金として回収し、残額を分割でも良いから支払ってもらうといった手
段も有効な手段だと思います。

4　終わりに



前回掲載から期間が空いてしまいましたが、引き続きま
して新宿区の太陽光発電機器・アポロ様を紹介します。
1年前より太陽光発電の施工販売という新規事業に参入
して以来、大切な地球環境を守り、循環型社会の構築を
目指していらっしゃいます。
前回は、会社概要がメインでしたが、今回は太陽光発電
6つのメリットについて、皆様にご紹介いたします。

「 」への挑戦
第2回 株式会社 アポロ（後編）

フォーバルは、1980年の創業以来、情報通信業界が抱える矛盾や問題点を打破するため、常に新しいビジネスモデルに
挑戦し続けてきました。本コーナーでは、業界は違えど、同じスピリッツで「新しいあたりまえ」創りに挑戦している
私たちのお客様を紹介してまいります。

代表取締役 新堂 太郎
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-40-17

高田馬場第三長岡ビル5F
TEL 03-5337-9674
http://www.apollo-corp.co.jp/

太陽光発電 アポロ

太陽光発電６つのメリット

写真

アポロ 新堂 太郎 代表取締役

オール電化とのセットでさらにお得！

太陽光発電の 大のメリットは、なんといっても光熱費を大
幅に減らすこと。

日中、太陽光を利用して発電した電力は、家庭の電力とし
て使用するので、その分の電気代は一切かかりません。ま
た、日照量が少ない曇り、雨、雪の日は、優先的に太陽光
発電での電力を使用し、不足する分だけ電力会社から電気
を買うので、電気代を効率的に減らすことができるのです。

昼間発電して余った電気は電力会社に売ることができます。
買い取り価格は、なんと2009年11月より、従来の購入価格
の倍(48円/Kwh)なので、ダンゼンお得です。面倒な手続き

や作業は一切不要です。

毎月、電力会社へ売った分の電気代が口座に入金されま
す。売電収入は雑所得として扱われ、他の給与所得以外の
ものと合算で20万円を超える場合は確定申告が必要となる

場合があります。

オール電化によりガス代が0円となり、電気代はその分多
少UPしますが、電力会社の説明によると、ガス・電気併用

時よりオール電化住宅の方が、光熱費の合計は一般的に
下がります。時間帯別電灯料金により、一般家庭における
エネルギー消費の1/3を占めるといわれる給湯を夜間の安

い電気でまかなう上、オール電化割引も適用されるからで
す。

「太陽光発電を設置してから、家族の中で省エネに対する
意識が高まりました。」多くのお客様からいただくお話です。

それもそのはず、電気の使用状況が分かる電力モニターを
見ながら、不要な電気をこまめに消すようにすれば、お客様
のお財布に入ってくるお金も増えるからです。売電収入で家
族旅行に！といった目標に向かって、家族で省エネを心が
けているお客さまもいらっしゃいます。

地震や台風などの災害で、停電になった場合でも、太陽光
発電の電気を供給ができます。自宅で発電している分の電
気を使うことができます。

今30代、40代でバリバリ働いていらっしゃる方も数十年たて

ば、誰しも年金暮らしになり、収入は大幅に減ります。年金
収入において光熱費の負担は決して軽いとはいえません。
今から太陽光発電を設置して将来に備えておけば、60代に
なったとき「お小遣い」が増えることにつながります。

余った電気は売ることができる！

光熱費大幅ダウン！ 災害時、困ったときの自家発電！

省エネ意識がグーンとＵＰ！

将来生活への備え
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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／セミナー講演会／セミナー

-- 交流会交流会

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

-- 海外進出海外進出

〒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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ホームページde集客！！

AFTER

成功のポイント

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。

BEFORE

制作実績4,500社以上・ご利用社数No.1

【クライアント企業のイメージ】 BtoB、BtoC （大小問わず） 【レンタルエリア】 日本全国（応相談）
【取り扱い品目】 ハープレンタル・ハープ教室 【ホームページ目標】 新規顧客獲得ツールとして

「正直、ホームページからこんなに問い合わせがある
とは思っていませんでした」と、ハーブガーデン様。新
規の問い合わせの増加で、取引先が広がり、ホーム
ページからの収益で、制作にかかったリース金額は、
わずか半年ほどで回収することができたそうです。

エリアも埼玉、東京を中心に、北は福島、関西は神戸
など、幅広くご利用いただいているお客様が増え、
ホームページの威力を感じていただいています。

また、デザインに関しても満足いただけています。

これまで新規顧客の獲得は、下請けで仕事を受注し
たり、口コミ、紹介が中心でした。

ホームページもご自身で制作されていましたが、とく
に『ホームページを見て』といった問い合わせは無い
状況。

『ホームページがないとマズイ』ということで、制作して
いただけで、集客にはつながっていなかったのです。

目的・ターゲット・優位性 考えられたデザイン・導線
適切なキーワードからの

流入（ＳＥＯ）

＜弊社Ｗｅｂアドバイザーより＞

ハープのレンタルで、成功されているハープガーデン様が、今月よりハー
プ教室を始めました。ハープ教室は全国的に多くないため、新幹線を使
い遠方から通われている生徒さんもいらっしゃるそうです。

学生さんが中心ですが、社会人や高齢者の方も大歓迎。心の癒しにも効
果のあるハープの魅力に触れられる教室に参加されてみてはいかがで
しょうか。ハープに関することでしたら、お気軽にご相談ください。

ハープガーデン
０４８－７３９－６５４４

●目的・ターゲット・優位性・・・ ＞ きちんと自社のことをホームページが表現されているかが重要
●デザイン・導線 ・・・・＞キャッチコピー、写真、イメージだけでなくどうしたら問い合わせにつながるか
●SEO対策・・・＞新規のお客様に知っていただき、自社商品とマッチした方に訴求できるキーワード

さらにホームページを活用するために、さらにホームページを活用するために、『『ハープ教室ハープ教室』』開始開始！！！！

http://www.harp-garden.jp/
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作家・ドストエフスキーの誕生日(1821年)

サッカー・ディエゴ・マラドーナの誕生日(1960年)

女優・仲間由紀恵の誕生日(1979年)

30 日

(土)

世界手洗いの日

2008年より、感染症の予防のため、石鹸を使った正しい手
洗いの方法を広めるための活動が世界各地で行われる

15 日

(金)

トリコロール記念日 [フランス]

1794年、フランス国民公会が、青・白・赤の
三色旗(トリコロール)を国家の象徴と定めた

24 日

(日)

塾の日

1988年、全国学習塾協会が制定
「じゅ(10)く(9)」の語呂合せ

9 日

(土)

トルコ共和国宣言記念日

1923年、ムスタファ ケマルにより
「トルコ共和国」が宣言、正式に共和国へ

29 日

(金)

世界標準の日(World Standards Day)

世界標準を策定した人たちに感謝し、労をねぎらう日
国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が制定

14 日

(木)

ハロウィン

キリスト教の聖人の祝日「万聖節」の前夜祭
31 日

(日)

28 日

(木)

27 日

(水)

26 日

(火)

25 日

(月)

23 日

(土)

22 日

(金)

21 日

(木)

20 日

(水)

19 日

(火)

18 日

(月)

17 日

(日)

16 日

(土)

麻酔の日

日本麻酔科学会が制定。1804年のこの日、華岡青州が世
界で初めて全身麻酔による乳癌手術を成功させた

コロンブス・デー、大陸発見記念日

1492年、スペインの航海士・コロンブスが新大陸を発見
コロンブスは亡くなるまで、これがインドだったと信じていた

体育の日

2000年より祝日法改正に伴い10月第2月曜日に
1966～1999年は10月10日

釣りの日

1977年、全日本つり団体協議会と日本釣振興会が制定

魚の幼児語から「ト(10)ト(10)」の語呂合せ

イレバデー

1992年、全国保険医団体連合会が制定
「い(1)れ(0)ば(8)」の語呂合せ

盗難防止の日

2003年、日本損害保険協会が制定
車上狙い、住宅侵入盗難などの
防止啓発が行われる

役所改革の日

1969年、千葉県松戸市役所に「すぐやる課」が発足
当時の市長はマツモトキヨシ創業者の松本清氏

ワタミ・渡邉美樹会長の誕生日(1959年)

女優・黒木瞳の誕生日(1960年)

レスリング・吉田沙保里選手の誕生日(1982年)

探し物の日

NTTの電話番号案内が104番であることから
失くした物をもう一度本気で探してみる日

ドイツ統一の日

1990年、東西ドイツが45年ぶりに統一され、ドイツ連邦共
和国が誕生。ベルリンの壁が崩壊後、わずか11カ月後

国際非暴力デー

2007年6月の国連総会で制定。インド独立運動の指導者で、
非暴力を説いたマハトマ・ガンジーの誕生日

土地の日

印章の日、ハンコの日

コーヒーの日、日本酒の日 等

パンダ初来日の日

1972年、中国から雄雌一対の子供のパンダ
康康(カンカン)、蘭蘭(ランラン)が贈られ話題に
受け入れ先は上野動物園

13 日

(水)

テディベアズ・デー

テディベアの名前の由来となった
米国26代大統領セオドア・ルーズベルトの誕生日

12 日

(火)

柿の日

2005年、全国果樹研究連合会が制定
1895年のこの日、俳人・正岡子規が
「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」の句を詠んだ

11 日

(月)

世界パスタデー

1995年、イタリアで世界パスタ会議が開催された
EUやイタリアパスタ製造業者連合会などが
合同でパスタの販売促進キャンペーンを実施

10 日

(日)

電信電話記念日

1950年、電気通信省(現在のNTT)が制定
1869年、東京～横浜で公衆電信線の建設工事が始まった

8 日

(金)

パラシュートの日

1797年、フランスのアンドレ=ジャック・ガルヌランが高度
2400mの気球から直径7mの布製の傘と一緒に飛び降りた
これが世界初のパラシュートによる人間の降下となった

7 日

(木)

化学者・ノーベルの誕生日(1833年)

作家・江戸川乱歩の誕生日(1894年)

俳優・渡辺謙の誕生日(1959年)

6 日

(水)

リサイクルの日

1990年、日本リサイクルネットワーク会議が制定

「ひとまわり(10)、ふたまわり(20)」の語呂合せ

5 日

(火)

日ソ国交回復の日
1956年、日本の鳩山一郎首相とソ連のブルガーニン首相が
「日ソ国交回復の共同宣言(日ソ共同宣言)」に調印した

4 日

(月)

フラフープ記念日

1958年、フラフープが日本で初めて発売された
1本270円、1カ月で約80万本の売上げを記録

3 日

(日)

上水道の日

1887年のこの日、横浜の市街地へ
日本初の近代的上水道による給水が開始された

2 日

(土)

世界食糧デー

1981年制定、1945年のこの日に、
国連食糧農業機関（FAO）が設立された

1 日
(金)

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10月 ♦
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取り組んで来たことを一旦きちんと片付ける
ことで、先のすべき事が見えてきます。人か
らのきつい意見は、エールと受け止めていき
ましょう。

流行色のニットのツーピースで。

支障のおきやすい月なので積極的に動く
のは注意。馴れないこと新しいことは、や
らないこと。どんなことも慎重な対応をす
ることです。

運気を落とさないよう、ストレッチ、ウォー
キングの軽い運動を。出会い運は水晶を
身につけて。

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・10・１９年生まれ

好調のようでも不安定な月です。今まで以上
に周りとのコミュニケーションをとり段取りよく
早目の対応を心掛けてください。

衣替えで衣類の整理整頓を終ったら柑橘系
の香で運の活性化を。

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

活発な運気です。実力者の引き立てもありま
す。エネルギッシュな行動力と謙虚な気持ち
でバージョンアップです。

ロングタイプのシルクのストールで。

気分的にゆとりも生まれ、開放的になり少し
楽しみたいところですが、隙を作ると今後の
運気を下げます。規則正しい生活を心掛け
ましょう。

キッチン周りの掃除で金運アップです。

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

方向転換は時期早尚です。現状をしっかり
把握し、段階を踏んで進んでください。

月光を浴びてパワーアップ。月モチーフのア
クセを身につけましょう。

S５・１４・２３・３２
４１・５０・５９
H５・１４年生まれ

明るく活発な気分になりますが、出しゃばり
過ぎは逆運になります。控えめでいくのが後
日のためです。

ストライプ模様の洋服、小物を身につけると
うまくいきます。

何となく落ち込んだ気分になりがちですが、
焦らず自分磨きの月です。縁の下の力持ち
やまとめ役に徹しましょう。

好みの入浴剤でバスタタイムの充実でストレ
ス解消を。

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

よい月のようですが、障害のある月ですから
自分の本分を守り堅実に冷静な対応でいく
月です。

手作りの洋服とか雑貨の活用が運を呼びま
す。

2 0 １ ０ 年 1 月 九 星 占 術☆ ☆

S2・１１・２０・２９
３８・４７・５６・H２
１１・２０年生まれ

似顔絵師

小西 みどり

夢を叶える似顔絵師。
みどり風のデフォルメタッチは、人の心
を明るくしてくれると評判。フェルトペン、
ポスターカラー、パステルを利用。

0

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 / 
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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、コーレアはインターネットからもご
覧いただけます。バックナンバーも掲載し
ておりますので、こちらからご覧ください。

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