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有限会社 ＳＴＡＹ ＦＲＥＥ

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８８ － ビジュアルパンクファッションを世界へ発信
ＳＥＸ ＰＯＴ ＲｅＶｅＮＧｅを展開する ＳＴＡＹ ＦＲＥＥ

SEXPOT 通販

代表取締役 江藤高志
〒101-0048 東京都台東区浅草橋2-24-1 萌邑ビル
TEL 03-3863-3996 http://www.sexpot-revenge.com

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 03-3863-3996まで、直接ご連絡お願いします。
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STAY FREE様のこだわりキーワードは、「パンクファッショ
ン」・「ドクロ」・「世界への発信」・「原宿」です。
社長は原宿パンクファッションという日本のサブカルチャーを
世界へ発信することを常に考え、ビジネスをされています。
読者の皆様、是非一度、ご注目ください。

ブランド紹介

STAY FREE様では、パンクスタイルの常識を壊し続けな
がら、SEX POT PUNK STYLEを生み続けるファッション
ブランド『SEX POT ReVeNGe』を展開されています。

2000年夏、原宿の路上で生まれたSEX POT ReVeNGe。

くだらない世の中に対して
FUCKなメッセージをぶち込んだ
斬新な洋服たちは、
着る人に刺激と勇気を与える。

最近では、アーティストや俳優、
ライブ衣装・ドラマ等でも多数
採用されているそうです。

江藤社長は、「『日本から世界へ』
発信して、さらにアピールしていき
たい！！！」とこれからの展望を
語っていらっしゃいました。

店舗紹介

☆おすすめ☆秋冬ものドンドン入荷中
大人気！！ロンＴ、カットソー！！

STAY FREE様は、より多くの人たちにロック系ファッション
という世界観を伝えるため、フリーペーパー「V!NYL 
SYNDICATE」を配布されています。

なんと発行部数は約5万部！
ライブハウスやレコード店舗に置いてあります。

さらに目を引くのは、
表紙に芸能人が掲載されていて、
10月号には、AKB48の方も出演されるということです。
是非手にとって見ていただければと思います。

取り組み

営業時間 11:00～20:00
定休日 1月1日

・SEX POT ReVeNGe本店
渋谷区神宮前1-8-25
ランザンアネックスB
【TEL】03-3796-8939

・SEX POT TOKYO店
渋谷区神宮前1-9-29
FLEG HARAJUKU B1
【TEL】03-3408-1702

MAP

小売店業者の事業主様へ
SEX POT ReVeNGeの新規取扱店様を随時募集しています。
お取り引きの詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
＜物流事業部／TEL：03-3863-7175 ┃info@sexpot-revenge.com

TOKYO SHOP BLOG
http://ameblo.jp/sexpot-tokyo

ネット販売
http://www.sexpot.jp/

OSAKA SHOP BLOG
http://ameblo.jp/sexpot-osaka

ReVeNGe SHOP BLOG
http://ameblo.jp/sp-revenge666/



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 03-3665-3400まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社エフェクト

お客様の情報をきちんとデータベース化することで、
誰が担当と言うことにとらわれず、会社が担当として
お客様へ細やかなサービスを提供できるよう、
社内体制を整えていらっしゃいます。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０８９ － あなたの未来に想いをこめて・・・ エフェクト

代表取締役 長谷川聡
〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町2-21-11 きねやビル6F
TEL 03-3665-3400
http://www.sompojapan-ag.com/a/efect/

私たちはお客様の心配事を確認させていただいてから、
「その心配事を解決するにはどうしたら良いのか？」を
お客様と一緒に考えます。また、その心配事が保険で解決
できることなのであれば、お手伝いさせていただきたいと
考えております。

なによりもお客様に満足していただくために、どんな手間も
惜しみません！！

コンプライアンスの遵守はもとより、お客様の要望から真
に必要なサポートは何かを一緒に考え、お客様に満足・
納得していただくために誠実に対応されています。

担当者が不在時の急なご連絡でも、一個人だけではなく
会社として対応できる体制を整えていますので、スピー
ディに対応することができます。

他社が「手間がかかるから」と取り扱っていない保険
サービスでも、扱っていますので、お客様に必要なサー
ビスであれば提供できます。エフェクト様にご相談してい
ただければ、きっと良いご提案がいただけます。

営業時間 09:30～18:30
定休日 土曜・日曜・祝祭日MAP

保険 エフェクト

長谷川代表から一言

心掛けていること

オススメ商品・サービス

生命保険・損害保険を扱っていらっしゃいます。

損害保険では、交通事故などで車の修理が必要となった際、
エフェクト様が指定する工場での修理であれば、代車の手
配などをサービスしていただけるプランもあるそうです。

保険の切り替え、見直しを検討されていらっしゃる方は、
ぜひ一度ご相談ください。

取扱保険会社

＜損害保険＞ 損害保険ジャパン

＜生命保険＞ 損保ジャパンひまわり生命保険

第一生命保険

■未来の安心を提供しつづけます。

■信頼される代理店を目指し、お客様の満足度
（ＣＳ）向上に努めます。

■新たなる挑戦、そして飛躍してまいります。

■人は皆、豊かで幸せな暮らしを送りたい
当社は今ある全ての商品・サービスを
駆使してそのお手伝いをさせていただきます。

経営理念
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〒116-0013 東京都荒川区東日暮里5-52-2 神谷ビル9F
TEL 03-3805-1371 http://www.kutsu.org/

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。

くつのきもち

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０９０ － 消臭抗菌乾燥剤「くつのきもち」 新和商事

リピーター続出！

「くつのきもち」は、お客様へおもてなしや気配りの心をお伝えします。

商品の健康志向からくる安心感が、企業イメージアップに繋がります。

御社の営業姿勢や環境問題への取り組みを訴求できます。

ご担当者様から一言

特色

「くつのきもち」は、「消臭・抗菌・乾燥・くつみがき」が
一緒になった他に類の無い商品です。ことに「消臭力」
と「乾燥力」は相乗効果により、一層強力になっており、
「抗菌」においては、抗菌剤が靴の中で気化し蒸散を
繰り返しますので、長くその効力を発揮し続け、靴の
内側の水虫菌および雑菌を退治する、優れた製品です。
さらに本商品の包装袋裏側には「くつみがき」機能が
ついており、靴のお手入れに非常に役立ちます。
ご使用後は、花壇の肥料や土壌改良材として利用できる
環境に優しいエコロジー商品です。

お取引について

靴の中の臭いと湿気を除去します。
吸着力は木炭、竹炭の約2～6倍です。

抗菌剤が靴の中で気化し全体に広がり、靴の内側に
付着した水虫菌および雑菌を退治します。さらに、分離
しながら気化を持続し、長期に安定した抗菌効果を発揮。

シリカゲルの約2倍の乾燥力。常温で吸収反応。消石灰
化学反応のため、一度吸着した湿気を逃がしません。
CaO生石灰＋H2O水→Ca(OH)2を起こします。

中の商品を取り出した後、手を入れて裏面を靴みがき
としてご使用ください。
裏面の不織布繊維が靴の汚れを絡めとり綺麗にします。
ネオには対応していません。

ご使用後は、花壇等の肥料、土壌改良材としてご利用
いただける環境にやさしい商品です。

使用方法

株式会社新和商事

写真左から遠藤様、片岡様、フォーバル大澤

規 格 ●約15g×2袋（1足分） ●吸湿量 水換算 1足分で約10g 
すべての靴にお使いいただけます。
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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 03-５３６８－６８２８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 0800-123-0080まで、直接ご連絡お願いします。

マル様は、「お金」のコンサルティング会社です。
金融機関の“オススメ”は、あなたにとっての“おす
すめ”ではありません！中立性に徹底的にこだわり、
40社以上の金融機関の商品の中から、目の前のお客様
にピッタリの、オーダーメイドにこだわっています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０９１ － お金が貯まらない理由が２時間で分かる！ マル

代表取締役 前田隆行
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1 

パークアクシス青山一丁目タワー602 
TEL 03-6826-1122 http://www.maru-maru.jp/

株式会社マル

もしあなたが、短期間で利益を上げるような株式取引やFX
の手法の資産運用セミナーを探しているのでしたら、この資
産運用セミナーは場違いとなると思います。

100年に1度の恐慌と言われ、給料・ボーナス・金利に期待
が持てない今、

「お金は殖やしたいけど、どのように資産運用したら良いの
か分からない…。」

「色々な情報が氾濫していて何が本当なのか分からない！
本当に安全で良い情報が知りたい！」

と、お考えでしたら、この初心者向け資産運用セミナーは
きっと気にいっていただけることでしょう。

資産運用を始めても、実際にお金が殖えなければ意味があ
りません。

・ムダな支出（固定費）を削減するにはどうしたら良いか？
・安全で、時間や手間を掛けずにお金を殖やすには？

等、初心者向けに正しい情報を、マル様の資産運用セミ
ナーではアドバイスいただけます。

参加費無料で、ケーキと飲み物を楽しみながら、今後必ず
活きるお金の知識を学べる資産運用セミナーです。

株式会社マルのコンサルタン
トには、お客様の現状と未来
にとって何がベストなのか、
販売側の都合ではなく、本当
にお客様にとってベストな情
報を提供しているという誇り
があります。

この誇りが我々の自信となり、
その自信がお客様への信頼
となることに喜びを感じており、
その喜びを糧に日夜活動さ
せていただいております。

ご興味のある方は、まずは
無料セミナーにご参加くださ
い。このセミナーでは、金融
商品の販売などは一切あり
ませんので、安心してご参加
ください。

前田社長から一言 セミナー情報

マル様では、銀行や郵便局、証券会社の窓口では絶対教え
てくれないノウハウを、今まで数千人以上の方に提供して喜
ばれてきました。 次のような方々にオススメします。

・ 金融機関に勧められるままに金融商品を購入して

失敗してしまった方、

・ ご自分自身で資産運用して損失を大きくしてしまった方

・ 初心者なので、分かり易く資産運用のイロハを教えて

もらえるセミナーを求めている方

・ 会社の経費削減や節税を検討している社長

・ 心理的に無理なく資産形成をしていきたい方

・ 保険の見直しを検討している方

法人・個人問わず、是非一度、お問い合わせください。

こんな方にオススメ
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2010年11月07日（日） 14:00～16:00
2010年11月10日（水） 19:00～21:00 
2010年11月14日（日） 15:00～17:00
2010年11月18日（木） 19:00～21:00
2010年12月11日（土） 14:00～16:00

申
込
み

問
い
合
わ
せ

【会場】
青山倶楽部
青山一丁目駅徒歩１分

セミナー申込みフォームで予約、または電話で、
希望日時、住所、氏名、電話番号、メールアド
レスを連絡後、後日、受講票を郵送します。

0800-123-0080 （ﾌﾘｰｺｰﾙ）

携帯からもお申込みできます。



お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０９２ －熱さを語れる映像制作が得意 アーツエイハン

アーツエイハン様は、お客様のニーズを把握し、最高の
作品を作り上げるために、「クライアントと直接打ち合
わせができない案件は受けない」というこだわりがあり
ます。そのため作品には、社員様一人一人の熱い情熱が
込められています。

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 03-3355-1241まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社アーツイエイハン

代表取締役 飯塚吉純
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-13
TEL 03-3355-1241 http://www.eihan.com/

アーツエイハン

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 03-3355-1241まで、直接ご連絡お願いします。

アーツエイハン様は、映像制作、Webサイト制作、モバ
イルサイト制作、プロモーション業務全般、とさまざまな
業務を手がけております。

これらの共通点はお客様のビジネスを活性化させること。

「コンテンツを提供することにより、お客様の広報／販促
のお手伝いをしたい！！」熱い情熱を社員全員が持って
いる会社です。

そのため、お客様のニーズをしっかり把握するため、
「クライアントと直接打ち合わせができない仕事はお断り
する」というこだわりを持っています。

お取引先は大手企業も多く、10年以上お付き合いいた
だいているお得意様も多いそうです。

アーツエイハン様について

こんなこともやっています

映像制作について

さまざまな事業を手がけている中、アーツエイハン様
が最も自信を持っている事業は映像制作です。

映像制作の主な内容は、会社紹介等の広報やIR、
セールスプロモーション、リクルートなどです。

企業紹介のビデオ、DVDを見ていて、眠くなったりす
る経験もあるかと思います。

しかし、企業が映像を活用する理由はどこにあるの
でしょうか？

自分たちの会社に興味を持ってもらうためなのでは
ないでしょうか？

アーツエイハン様が制作した映像を見れば、
誰もがそうした認識を改める自信があります。

企業紹介のビデオを制作する際は、

①なんのために作る映像なのか
②伝えたいこと、ターゲット絞る

この2つを大切にされています。

内容 ：この会社は一体何なのか？サスペンスドラマの予告編風に構成。
企業イメージとしては独特の切り口に仕上がっています。

デジタルサイネージの新しい形として
バーチャルマネキンの制作にも
取り組んでいらっしゃいます。

バーチャルマネキンとは？
上半分が映像でできており、
専用スピーカによりマネキン
自体から音声を出すことが可能です。

リアリティある集客ツールで、
違和感を醸しだすことで、
集客効果抜群です。

イベントや店舗ショーウィンドウ、
ショールーム等に活用することができます。

映像制作

ご質問はWEBまたはTELで承っております。

http://www.eihan.com/

03-3355-1241
アーツエイハン
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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！

心とからだに心地よい
爽快体操・調息整体法・浄身法
健康と元気に導く！

整体と健康体操のサカエカンパニーです。

腰痛、肩こり、冷えなどの症状をお持ちの方、
パニック障害、睡眠障害、うつなどにお悩みの方、
ダイエット、デトックスにご興味がおありの方、
運動は苦手だけど、健康になりたい方。

お話をお聞きしたり、
体の状態を見せていた
だきながら、一人一人に
合った改善策をご提案
いたします。

一緒に、体のこと、
考えてみませんか？

コーレア読者向け特典！
･･･入会金無料で受ける
ことができます。

有限会社サカエカンパニー http://sakae-c.jp/

〒156-0051東京都世田谷区宮坂3-10-7 YMTビル402号
TEL 03-3420-7759 sakaeco@blue.ocn.ne.jp

サカエカンパニー

売りたい 買いたい ＰＲ情報

ＰＲ情報

株式会社ホルモード オリーブ研究所
http://www.hormode.com/

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-42-7青山大洋ビル2F 
TEL 03-3404-7591 担当：桂川様

ホルモードオリーブ

“アンチエイジング”という
言葉もない時代に生まれた。
『元祖ドクターコスメ』

潤い不足の乾燥肌は『女性ホルモンが足りないから？』
かもしれません！若い頃のスベスベの素肌に導きます。

●若さの秘密が女性ホルモン“エストロゲン”であることに
44年前に着目し誕生した『ホルモード オリーブ ゴールド』を
始め、多数のラインナップを取り揃えております。

今回、フォーバルのお客様限定で、全商品10％OFF
の特典を設けていただきました。ホームページに沢山
の商品が掲載されていますので、是非ご利用ください。

売りたい
スキー・スノボシーズン到来
チューンナップ受付中！
ブログも更新中！

スキー･スノーボードチューンナップ！
料金は、8,000円～

スキーもスノーボードも
チューンナップしてこそ、
クリーニングしてこそ、
性能はアップする！

アウトドア用品・登山靴
・ダウンウェアなどの
クリーニング！！！

詳しくはTELまたはホームページをご覧ください！！
http://www.tactskilab.com/

有限会社タクトスキーラボ http://www.tactskilab.com/

〒153-0064 東京都目黒区下目黒3-7-3 Kビル1F
TEL 03-5436-2755 info@tactskilab.com

タクトスキーラボ

ＰＲ情報

http://www.tactskilab.com/mart/supplement/supplement.htm
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経営者
、

マネー
ジャ

必見！

経営者
、

マネー
ジャ

必見！

ITセミナー事務局
ＴEL：0120-81-4086 担当 ： 高木
E-mail：seminar@forval.co.jp

【 午前の回 】 １１月２６日（金） 10：30 ～ 12：00

【 午後の回 】 １１月２６日（金） 14：30 ～ 16：00

※ １日２回開催します。どちらかをご希望ください。
場所：日興コーディアル証券渋谷支店内

※午前・午後それぞれにて、同じ内容を講義します。

データ

取引先から会社アドレスにメール

会社ＰＣ

スマートフォン

業界初！オフィスの

コードレス電話機を
スマートフォンに！
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第3回は、アイエスエフネットグループ様を紹介します。
アイエスエフネット様は、ITエンジニアの人財提供ビジネス
を行い、わずか設立10年で、グループ全体で売上高80億円、
社員1700名規模にまで急成長を遂げています。
驚くことにそのエンジニアの殆どが無知識・未経験！
そして、アイエスエフネットハーモニーという特例子会社も
設立しています。渡邉代表の雇用に懸ける想いはどのような
ものなのか、うかがってまいりました。

「 」への挑戦
第３回 アイエスエフネットグループ

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。

アイエスエフネット 代表取締役 渡邉幸義

〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8F
TEL 03-5786-2300 http://www.isfnet.co.jp/

写真

アイエスエフネットグループ 渡邉 幸義 代表
アイエスエフネット

障がい者を採用し、ITサービス関連事業を行うことを目的に設立されたアイエスエフネットの特例子会
社です。創業2年目となる昨年度の決算で、経常利益率16％という黒字達成に早くも成功しています。

ハーモニー見学会3人一組のチーム編成

一口に障がいと言っても、身体障がい･知的障が
い･精神障がいでそれぞれ得手不得手が違いま
す。そこでアイエスエフネットハーモニー様では、
抱える障がいの異なる3名による混成チームを組
み、それぞれの強みを生かす編成をとりました。

業務内容は名刺管理や入力作業、帳票フォーム
開発などで、丁寧な仕事が好評を得ています。

2週間に一度、見学会が開催されています。
これまで、障がい者雇用を目標とする企業の方
や当事者の方など、のべ3000名以上の方が見
学会に参加されているそうです。

こうして見学をされた方がファンとなり、今度は仕
事を発注してくださるなど、ビジネスとしても好循
環が生まれています。是非一度、お越しください。

社員みんながやさしくなった
かんき出版(ISBN978-4-7612-6712-4）
2010年10月 定価：1400円

日本理化学工業 大山会長推薦！
アイエスエフネットハーモニーに起こった
3つの奇跡・秘訣をお教えいたします。

書籍を出版いたしました！

見学会のお申し込みは、インターネットのサイトから！

@YukiyoshiW

http://www.isfnet-harmony.co.jp/

代表渡邉幸義 blog
http://watanabeyukiyoshi.blog70.fc2.com/
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Coreea 掲載広告 _第 12 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

03-5367-0970

弁護士　長谷川　桃

【得意分野】
民事・家事一般・渉外事件

はせがわ　もも

トラブルが起きないために何をす
るのか、トラブルが起きてしまっ
た時に何をするのか、皆様のご意
見を踏まえたリスク、デメリット
のご説明、選択肢のご提案を致し
ます。必要なシーンで最良の決定
ができるよう、常に皆様と共に歩
んでいきたいと思っております。

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．03－5367-0970に直接ご連絡をお願いします。

弁護士法人アヴァンセ

11

執筆者      弁護士法人アヴァンセリーガルグループ　　弁護士　長谷川　桃

　本日は、裁量労働制についてお話しようと思います。

　裁量労働制とは、簡単に言ってしまうと、何時間働いても「●時間働いたと見なす」という制度です。中小企業経営者の方々の中には、
裁量労働制と年俸制を組み合わせれば、残業代の心配をせずにたくさん働いてもらえそうだという誤解があるようで、最近、年俸制と共
に、色々な会社で導入されているようです。
　しかし労働者に手厚い日本において、企業に都合の良いだけの制度が存在するはずがありません。そこで、裁量労働制で誤解がありそ
うな点について、少々触れてみようと思います。

　さて、裁量労働制には、専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の 2 種類があります。しかし今回は、専門業務型裁量労働制に
ついてお話しします。

　まず、専門業務型裁量労働制は、労基法規則において、19業務が具体的に指定されています。（デザイナーや編集者、我々弁護士など、業
務遂行が労働者個々人の能力や裁量に委ねられる部分が多く、ともすると時間に不規則になりがちな職業が対象となっています。）

　裁量労働制の導入要件の 1 つに「当該業務の性質上、業務遂行方法を大幅に当該業務従事者に委ねる必要がある為、当該業務の遂行
手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示を行わないこと」というのがあります。要するに、仕事内容が専門的でその人に任せるし
かないから、上司は、部下の仕事のやり方について、細々と口を挟んではいけないということです。
　従って、裁量労働制が導入されると、労働者が自分のペースで仕事ができるということは、一面真実です。

　また、使用者は、裁量労働制の導入により、労働時間の管理/ 算定義務を免れます。つまり、実労働時間をいちいち把握しなくても、●時
間働いたと見なすことができるので、みなし時間が合理的に決定されている限り、たとえ、労働者の能率が悪くて、ダラダラと残業して
いても、会社は、みなし時間以上の賃金支払義務が発生しないわけです。
　但し、深夜労働や休日労働分の割増賃金は支払わなければいけません。即ち、中小企業の場合は、深夜労働時間については、実労働時間
を把握して、その時間×25%以上の割増賃を、休日出勤については35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。

　またそもそもの「みなし時間　●時間」についても、実際の業務状態に照らして合理的に定められていなければなりません。みなし時
間が、余りに現実の勤務時間とかけ離れていると、裁判所で争われた場合に、みなし時間の定めが｢無効｣とされかねません。
　つまり、実際の労働時間にかけ離れたみなし時間を定めて、実際にはみなし時間を遙かに超えて労働させておきながら、結局はみなし
時間分の賃金しか支払わないということになると、裁判所がみなし時間の定めを無効として、実労働時間を前提とした賃金を支払えと
いうことになりかねません。（要するに残業代です。）
　従って、みなし時間の定めを、安易に所定労働時間とすることには注意が必要です。

　更に出退勤時間や遅刻・早退、欠勤の取り扱いにも注意が必要です。
　例えば、何時間働こうと、「みなし時間働いた」と見なされるということは、一見すると出退勤は自由ということで、遅刻/ 早退という概
念も無関係であるかのように思われます。
　しかし裁量労働制は、単に、使用者の労働時間管理/ 算定義務を免除しただけの制度ですから、いわゆるフレックスタイム制のフレキ
シブルタイムみたいに、出退勤が自由になるわけではありません。従って、始業・終業時間がありますので、遅刻/ 早退という概念は存在
します。
　とすると、裁量労働制を適用されている人が遅刻したら、遅刻した時間分の賃金はカットできるということになるのでしょうか？
　残念ながら、これはできません。遅刻したこと自体は、何度も繰り返されれば、懲戒処分等の適用が考えられます。しかし遅刻していて
も、現実に裁量労働に従事しているわけですから、みなし時間は労働したとみなされ、遅刻分の賃金カットはできないということになり
ます。

裁量労働制についてのよくある誤解

　他方、裁量労働制は欠勤＝裁量労働に従事しないということを前提とする制度
ではありませんので、労働者が自由に欠勤できるということを意味しません。
　裁量労働に従事しなければ、みなし規定の適用の余地もありませんから、給与
算定方法が日給/ 月給の場合には、賃金をカットすることは可能ということにな
ります。（ただし、完全月給制だと、賃金カットはできません。）

　結局のところ、裁量労働制を導入しても、経営者が「残業させ放題にできる」と
いうことにもなりませんし、労働者が「出退勤自由/気まま仕事ができる」という
ことにもなりません。
　労使共々、誤解のないように、うまく使いこなしたいものです。

弁護士シリーズ  第 14 回
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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

-- スマートフォンスマートフォン

-- 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11F
フリーダイヤル 0120-81-4086首都圏支社
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様営業ツール、集客として活用！！

＜弊社Ｗｅｂアドバイザーより＞

新商品を開発して、市場に広めていくことはとても大変な作業で、それを
実行されているリヴィウス様には、頭が下がります。社員の皆さんが、高
いプロ意識を持って仕事をされており、けっして妥協しない姿勢が勉強に
なります。

今回、『ブーデコ』という新商品で業界に旋風を巻き起こしそうな勢いです。
様々な商品に関する情報、ノウハウ、鬼頭社長のバイタリティーに、お応
えできるよう担当者として、フォーバルとしても応援していきます！！

株式会社リヴィウスサプライマネジメント

０３－５７８６－１５５６
東京都港区南青山3-10-41

現在は、会社案内と販売用の2サイトを運営。
ツイッターなど、新しい媒体の強化やリスティング広告
の利用など、WEBの積極的な活用で、これまでにな
かった新たな収益体制を創出しています。

こうした成功体験を、新しく参入しようとしている経営
者へ還元する計画など、様々なアイデアとノウハウで
これからも業界に旋風を巻き起こすべく、より一層
WEBへ注力していく計画です。

AFTER

●リスティング広告・・・ ＞ ターゲットに合ったキーワード、広告文を細かく設定し、サイトに誘導
●目的別ホームページ ・・・・＞ 業者（法人）向けと個人ユーザー向けを明確にサイトで分けて、遡及
●新しい企画をアピール・・・＞ 新しい商品、企画をフォーバル担当も会議に参加して、サイトで紹介

成功のポイント
リスティング広告 目的別ホームページ 新しい企画をアピール

この秋冬は、有名モデルも多数使用のこの秋冬は、有名モデルも多数使用の『『ブーデコブーデコ』』で決まり！！で決まり！！

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。

アパレル卸しということで、ホームページで商売は
されていませんでした。ホームページの効果も特
に感じられていなかったため、新規の電話による
問い合わせもない状態。ホームページ制作の目的
は、会社案内的な要素が強く、営業ツールや集客
への期待はあまりありませんでした。

BEFORE

【クライアント企業のイメージ】 BtoB、BtoC （大小問わず） 【エリア】 全国 【強み】 企画力、豊富な情報、ノウハウ
【取り扱い品目】 アパレル卸し全般、企画製造、販売 【ホームページ目標】 会社紹介、新商品紹介、別サイトで販売も！

http://www.livius.jp/

株式会社リヴィウスサプライマネジメント
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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

好評発売中！
お求めは、お近くの書店・各種オンライ
ン書店でどうぞ。
【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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カメラの日

1977年、小西六写真工業(現在のコニカ)が世界初の自動焦
点(オートフォーカス)カメラ「コニカC35AF」を発売
「ジャスピンコニカ」という愛称で女性や中高年層を開拓

30 日

(火)

きものの日

1966年、全日本きもの振興会が設立時に制定
七五三の日に、家族そろって着物で出かけて
ほしいとの願いから

15 日

(月)

進化の日(Evolution Day)

1859年、ダーウィンの『種の起源』
の初版が刊行された

24 日

(水)

カンボジア 独立記念日

1953年、カンボジアがフランスから独立
9 日

(火)

いい肉の日

宮崎県の「より良き宮崎牛対策協議会」が制定
「いい(11)にく(29)」の語呂合せ

29 日

(月)

世界糖尿病デー(World Diabetes Day)

糖尿病の全世界的脅威を認知するための国際デー
インスリンを発見したカナダのバンティング医師の誕生日

14 日

(日)

28 日

(日)

27 日

(土)

26 日

(金)

25 日

(木)

23 日

(火)

22 日

(月)

21 日

(日)

20 日

(土)

19 日

(金)

18 日

(木)

17 日

(水)

16 日

(火)

茨城県民の日

1968年、茨城県が制定
1871年、府県統合により「茨城県」の名が初めて使われた

洋服記念日

1972年、全日本洋服協同組合連合会が制定
1872年のこの日、太政官布告が出され、
それまでの公家風・武家風の和服礼装が廃止された

ジュエリーデー(宝石の日)

日本ジュエリー協会が制定
1909年、日本においても、宝石の重量の表示に
200mgを1ct(カラット)とする国際単位が採用された

トイレの日

1986年、日本トイレ協会が制定
「いい(11)ト(10)イレ」の語呂合せ
同協会は「トイレシンポジウム」を開催し、
公衆トイレを対象とした「グッドトイレ賞」を発表

レントゲンの日

1895年、ドイツの物理学者・レントゲンがX線を発見
「正体不明」という意味で「X線」と名付けられた

紀州山の日

1994年、和歌山県が制定
紀州の山村では、かつて旧暦11月7日に山の神に感謝す
る祭が行われていたことから

アパート記念日

1910年のこの日、日本初の木造アパートが完成
上野の「上野倶楽部」で、5階建て70室の木造アパート

いいりんごの日

2001年、青森県が制定
「いい(11)りんご(5)」の語呂合せ

作家・泉鏡花の誕生日（1873年）

俳優・西田敏行の誕生日（1947年）

歌手・NOKKOの誕生日（1963年）

まんがの日

2005年、日本漫画家協会と出版社5社が制定
「漫画を文化に」という思いから、文化の日を記念日とした

阪神タイガース記念日

1985年、掛布・バース・岡田のバックスクリーンへの3連続
ホームランなどにより、球団創設以来初めて日本一に

犬の日

1987年、ペットフード工業会等6団体が制定
犬の鳴き声「ワン(1)ワン(1)ワン(1)」の語呂合せ
犬について知識を身につけ、犬をかわいがる日

太平洋記念日

1520年、ポルトガルの航海者マゼランが、
南米大陸南端のマゼラン海峡を通過して太平洋に

13 日

(土)

ノーベル賞制定記念日

1895年のこの日、ノーベルが自らの発明したダイナマイトで
得た富を、人類に貢献した人に与えたいという遺言を書いた
授賞式は毎年、命日の12月10日に行われる

12 日

(金)

いい風呂の日

日本浴用剤工業会が制定
「いい(11)ふろ(26)」の語呂合せ

11 日

(木)

OLの日

1994年、働く女性の異業種間交流サークル
「OLネットワークシステム」が制定
1963年のこの日、初めて「OL」という言葉が
女性週刊誌『女性自身』に載った

10 日

(水)

勤労感謝の日

1948年公布・施行の「祝日法」で制定。“勤労をたっとび、生
産を祝い、国民互いに感謝しあう"国民の祝日

8 日

(月)

ボタンの日

1987年、日本釦協会・全国ボタン工業連合会等が制定
1870年、金地に桜と錨の国産ボタンが海軍制服に採用

7 日

(日)

フライドチキンの日

1970年、名古屋市郊外に日本ケンタッキー・
フライド・チキンの第1号店がオープン

6 日

(土)

ピザの日

1995年、凸版印刷が制定
ピザをイタリア文化のシンボルとしてPRする日

5 日

(金)

鉄道電化の日

1964年、鉄道電化協会が制定
1956年のこの日、東海道本線全線の電化が完成

4 日

(木)

土木の日

1987年、土木学会、日本土木工業協会等が
建設省(現在の国土交通省)の支援で制定

3 日

(水)

将棋の日

1975年、日本将棋連盟が制定
8代将軍徳川吉宗が、この日を「お城将棋の日」と定めた

2 日

(火)

いいいろ塗装の日

1991年、愛知県の塗装・塗料に関する
事業の業界団体「愛知昭和会」が制定
「いい(11)色(16)」の語呂合せ

1 日
(月)

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11月 ♦
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誠実さを失わなければあなたの思いは必
ず伝わります。一つ一つのコミニケーション
を大切にしてください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

サラスヴィー
奈奈

前世体験をきっかけに占いの世界
へ。西洋占星術、タロット、気学、易
など幅広い占術を持つ。
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：火･木･土･第3・4金曜日
(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
天使のアクセサリーやキーホルダーな
どを身につけることによって、
より天使たちのご加護を実感することが
できるようになるでしょう。

責任が増えることがありそう。途中で苦労も
ありますが、結果的には上手くいきそうです。
挫折しないで最後までやり遂げることが出
来るように天使たちにサポートをお願いして
ください。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

「笑顔」がキーワード。あなたが今抱えてい
る問題はそれだけで解決できます。神様は
笑顔でいる人が特に好きなのです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

スタイルを維持したり、髪の毛や肌を若く美
しく保つために必要な情報を与えてください
とエンジェルたちにお願いしてみてください。
あなたはもっと美しくなれるのです。若さと
美を追求しましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

あなたが欲しかったものはもうすぐ手に入
りそうですよ。欲しいものを既に持ってい
るところをイメージしてください。そうすれ
ばそれを手に入れるスピードが加速しま
す。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★★

食事に気を使ってください。あなたが食べ
るものはあなたの運気を左右します。新鮮
な旬の野菜や果物をたっぷり食べましょう。
仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

仕事や恋愛などにおいて
新しい夢や希望がわくことでしょう。その
情熱を信じ、心のままに行動してください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

自分が愛されていることを思い出してください。
過去のアルバムを開いたり、過去の手紙を読
み返して見ましょう。きっとすばらしい癒しが得
られることでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

与えることをまず考えてください。そうすれ
ばあなたにも多くのものが与えられます。臨
時収入があったときはいつもお世話になっ
ている人になっている人に心のこもったプレ
ゼントをしてみましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

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。

Angel Number1Angel Number1 Angel Number2Angel Number2 Angel Number3Angel Number3

Angel Number4Angel Number4 Angel Number6Angel Number6Angel Number5Angel Number5

Angel Number7Angel Number7 Angel Number8Angel Number8 Angel Number9Angel Number9

Angel Number fortune
占いの手順
１．生年月日から今月の
エンジェルナンバーを計算。

２．計算したAngel Numberが
今月の運勢です。

今月のAngel Numberは「5」

計算方法
生まれた月と日にちの数字をバラバラにして、足します。
1974年2月14日生まれの人の場合 2+1+4=7・・・・・①
①で出た数字に今月の数「5」を足します。 7+5=12 1+2＝3

※ 二桁になった場合は数字を更にバラバラにして足します。
1974年2月14日生まれの人の今月のエンジェル・ナンバーは2です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

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、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/

STAFF
Editor in Chief 増田洋一郎
Senior Editor 伊辺光広
Editorial Staff 北上進也、久保智広、
村田修一、長谷川昇、大竹達也、
渡邊真吾、岩崎慶太、加藤委久夫、
小宮広太、庄田達司、竹之内賢輔、
武内寛之、宮地弘、藤野雄太、
大野文子、遠藤 康房、田村英治
Publisher 行辰哉




