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中国におけるビジネスに最も必要なのは「人脈」です。
バール様の中国における７年間の活動実績とその間に培った
人脈を活用して、少ない初期投資とリスクで、中国進出に
チャレンジしませんか？商社、不動産会社、法律事務所など
に依頼する場合に比べ、数分の１のコストで、きわめて短期
間に中国進出が可能です。
中国最大の都市・上海市のバール様拠点を活用できます。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０９９ － 中国市場へ進出されるなら、まずはご相談！ バール

○国内市場が成熟化し、ビジネスを取り巻く環境がますます厳しくなるなか、
中国市場への進出を検討する企業が増えています。

・生産の拠点を中国に移したい
・中国の巨大な市場に販路を見つけたい

○一方で、言葉の違い、政治・社会・文化の違い、商習慣の違いなどから、
簡単には進出できないのも事実です。

株式会社バール様が貴社の中国進出をサポート！

[一般サポート]
・現地法人設立手続き
－登記料・手数料など

・店舗、事務所などの物件紹介
・内装、家具や什器などの手配
・販売員、従業員の採用
－月額給与1名3万円～

・輸出入の代行
・商品のPR支援

[アパレルサポート]
・パターン製作
－日本人のベテランパターンナーの指導のもと、
中国人スタッフによるCADを使用した

パターンメイキング。
料金は日本の1/2～2/3程度。

・生地、附属などの調達
・製造、加工貿易
・展示会の手配、運営

[ショップ＆ショールーム(ＨＡＲＥＭ)のスペースのレンタル]
・月額費用10万円～

・販売、テストマーケティング、展示会、フランチャイズ説明会、他の場所への出店準備などに利用可能

[中国企業とのフランチャイズ契約支援]
・貴社が企画した商品を中国メーカーが生産。中国での販売と日本への輸入が可能。
・生産量が増加することで、最小ロットをクリア。原価が低減。
・パターン製作、製造などの工程を中国に移し、国内の人材は商品開発や市場開拓に。

・日本で生産した”MADE IN JAPAN”の商品を、中国で売ることも可能。 その他、ご要望に応じて対応いただけます。

中国市場への進出について

代表取締役 柳川 健二
〒151-0051 
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-23-3 サンテラス原宿2F B号
TEL03-5786-0214 http://harem.spiral-ec.com/

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 03-５３６８－６８２８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みました」 と、
TEL 03-5786-0214まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社バール

中国進出 ハレム

写真：柳川 社長
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理事長 朝倉 英男 ／ TEL03-5791-4540（渉外担当）

【目黒メディカルクリニック】
〒141-0021 東京都品川区上大崎3-11-18
【秋葉原メディカルクリニック】
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-16-9朝風二号館ﾋﾞﾙ6F

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１００ － 「健康と元気」を創造 医療法人社団 友好会

友好会様は、160以上の健康保険組合の指定クリニックです。
目黒メディカルクリニック・秋葉原メディカルクリニック
の2カ所の健診施設で企業の健康診断を承ります。

http://www.yukokai.jp/

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 03-５３６８－６８２８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みました」 と、

TEL 03-5791-4540まで、直接ご連絡お願いします。

■友好会様では、渉外担当者が貴社の要望に沿った健康診断コースを
ご提案、 サポートいたします。

こんなときに・・・

◆ 今年、初めて健診業務を担当することになったので、
社員にどんな健康診断を受けさせてよいかわからない？

◆ 健診施設の選定および受診率の向上等、健康診断の改善を考えている。
◆ 健診費用を予算内で収めたい。
◆ オプション検査・特殊健診等、質の高い健康診断を受けさせたい。

※健康診断については、さまざまな要望や疑問が会社によって違います！
お気軽に友好会様の渉外担当者にご相談ください。

健康診断コース

人間ドック

生活習慣病健診

定期健診

雇入れ時健診

婦人科健診 など

その他 各種オプション検査

■より精度の高い子宮頸がん健診のために
HPV-DNA検査

オススメのオプション検査

HPV（ヒト・パピローマウイル

ス）は性交渉で感染する子宮
頸がんの原因ウイルスです。
最近は性交渉開始年齢の若
年齢化が進んでいるため、

今、若い女性に

子宮頸がんが

急増しています！

今、若い女性に

子宮頸がんが

急増しています！

目黒メディカルクリニック
（撮影協力：ジオ写真事務所）

秋葉原メディカルクリニック

１～３月期限定のサービスプランもあります！
１～３月期限定のサービスプランもあります！

医療法人社団 友好会

20-30代の女性の子宮頸がん発生が増加しています。

現在、子宮頸がん健診は細胞診という検査法が主流
です。友好会様では、これにHPV検査を併用すること

によって、より制度の高い検査を実施することができ
ます。
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有限会社 ヤマトヤ

会社紹介

代表取締役 大和田 鎌三
〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-6-1長岡ビル1F
TEL 03-3553-4515

ホームページ http://www.u-yamatoya.co.jp/
e-mail bungu@u-yamatoya.co.jp

ヤマトヤ様は、50年余の歴史を持つ伝統ある文房具店。

一昔前は、企業に直接販売に行く外商がメインでしたが、
今は、店舗販売と外商、両方に注力されています。

八丁堀駅から徒歩5分、身近な文具からスチール関係他、

名刺の印刷や記念品の名入れ等も取り扱われています。

★針なしステープラーハリナックス
（ハンディタイプ）

話題の針なしステープラー・
ハリナックスに、手軽な
ハンディタイプが登場しました！

オススメ商品

営業時間 8:30～17:30
定休日 土・日・祝

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 03-５３６８－６８２８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みました」 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みました」 と、
TEL 03-3553-4515まで、直接ご連絡お願いします。

コーレア掲載特典として、購入時に「コーレアをみた」
とお伝えいただいたお客様は、YAMATOYA POINT
CARD 5ポイントサービスさせていただきます。

★ポストイット

「貼ってはがして、また貼れる」オフィスに欠かせない
情報ツールは、皆様のコミュニケーションをサポートします。

ヤマトヤ様では、常に新作を揃えています。

ヤマトヤ様のこだわりは,お客様のお困りの事やお悩みには
お客様の身になってご一緒に対応することを心掛けています。
また、近所に配達もされています。
商品の新情報を素早くキャッチし、また商品知識を店頭に
生かす努力を日々心掛けているそうです。

こんな方にオススメ

・法人で安く大量の文具を購入したい！

・子供のためにジャポニカノートを用意したい！

・ボールペン・賞状・記念品など名入れをしたい！

・文房具のことでお困りごとがある方！

是非、お気軽にご連絡・ご来店ください。
PMのおやつに駄菓子も置いてありますよ。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０１ － 八丁堀の老舗の文房具屋さん ヤマトヤ

特長1：針を使わないから安心・エコ

特徴2：作業効率アップ

－そのままシュレッダー、ゴミ箱へ

特徴3：手に持ったまま使用できる

①８のつく日は３割引セールです
②雨の日はポイント２倍です（割引対象外もあります）
是非ご来店ください。
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〒104-0045 東京都中央区築地4-6-3 パロス築地2F
TEL 03-3541-4118 http://www.takewaka.co.jp/

竹若

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ －０１０２ 巨大いけすの海鮮料亭 さかな竹若築地本店

鮮度が命の活魚。毎朝、築地で料理人が目をきかせ、
選び抜いています。海水20トンの都内最大級いけすは、

活魚を鮮度を失わない状態で食べていただくためです。

コース料理

潮風 5,800円 (消費税別)
先付 お椀 名物泳ぎ烏賊 焼き物
酢の物 食事 水菓子

旬海 6,800円 (消費税別)
先付 お椀 本日入荷の活姿造り 煮物
焼物 酢の物 食事 水菓子

海華 7,800円 (消費税別)
先付 お椀 本日入荷の活姿造り 焼物
酢の物 食事 水菓子

宝海 1,2000円 (消費税別)
先付 お椀 名物泳ぎ烏賊 本日入荷の活姿造り
活鮑踊り焼き 煮物 食事 水菓子

こだわり

株式会社竹若（本社）

国産、輸入に拘らず本当に旨いまぐろを食べていただくため、
独自のルートを開拓。長年、築地の仲買さん達と付き合いの
ある料理長だからこそできる仕入れルートです。

20年間愛される活イカは、竹若様の名物料理で、

毎日全国より運ばれてきます。

九州、玄界灘、三重、房州、三陸産など、その時
一番肉厚なものを買い付けされています。
抜群の食感と潮の香りが口中に広がる踊り食いは、
漁師さんしか味わえない贅沢さをご堪能いただけます。

東京都中央区築地4-7-5 築地ＫＹビルB1MAP
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シニアハウスコム様は、有料老人ホーム、シニア向け住
宅のポータルサイトを運営されています。利用者の気持
ちを考え、今までこの業界にはなかった、口コミやマッ
チングの情報提供をされています！！

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０３ －シニアハウスコムを運営 アスモグループ

アスモグループは在宅介護センター・アスモ、たんぽぽ
介護、シニア情報センターを運営しており、訪問介護、居
宅介護支援 福祉用具のレンタル・販売を中心に10年
間、福祉に携わってきました。

その中でも今回は、2008年にM＆Aで取得した、有料老

人ホーム、高齢者向け住宅について情報提供されてい
るサイト『シニアハウスコム』を紹介させていただきます。

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 03-3355-1241まで、直接ご連絡お願いします。

アスモグループ シニアハウスコム

代表取締役社長 花堂 浩一
〒165-0026 東京都中野区新井1-26-4 2F
TEL 0120-5318-77 http://www.senior-house.com/

シニアハウスコム

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 0120-5318-77まで、直接ご連絡お願いします。

運営会社 有限会社たんぽぽ介護

シニアハウスコムとは、有料老人ホーム、シニア向け住宅の
情報サイトです。

老人ホームやシニア向け住宅には、料金体系やお身体の状
態に対応できる受入体制が、それぞれ異なるため、気に
入って実際に見学に行ってみたところ、条件が合わず、また
一から探すという問題がありました。

シニアハウスコムでは、そのようなことがないように、
入居者の視点に立って作られております。また、相談員への
相談や同行見学も全て無料で行っております。

①業界初！！入居しなとわからない施設の
雰囲気を口コミで紹介

②施設と入居先を探している方を結びつける
マッチング機能

③シニアハウスコムを通して入居申し込み
をすると最大10万円のキャッシュバック！

介護業界は、閉鎖的なイメージ
を持たれる方も多いと思います。

私は、この業界の受身体質
を変えるべく、セミナーを開催
するなど、たくさん外に情報
発信しております。

その中でも、有料老人ホーム、
シニア向け住宅の情報サイト
『シニアハウスコム』は、長年に
わたり介護サービスを提供して
きたからこそ、入居希望者と施設側それぞれの目線に

立ったサービスを実現することができました。

写
真
：
ア
ス
モ
グ
ル
ー
プ
の
皆
様

（口コミ情報の一例）

アスモグループについて

花堂社長から一言

シニアハウスコムについて

シニアハウスコム
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０４ － ｢魅せる体」と「使える体」を追求 カラダメンテ

株式会社 メイド・イン・ジャパン
〒150-0011
東京都渋谷区東3-21-7 ステージファースト恵比寿東601
TEL  03-3797-5002 http://karadamainte.com/

カラダメンテ様では、たくさんの情報の中から自分で
選択し、判断する、リテラシー能力を身につけて、
バランスの悪い姿勢を改善したり、ダイエットとリバ
ウンドを繰り返さないような習慣を作っていくことが
大事だと考えています。写真:山川 和樹 社長

・JBC（日本プロボクシング協会）A級ライセンス
・OPBF東洋太平洋ウェルター級10位

倉富二 功輔さん 菅原 康洋さん 山中 亜衣子さん

スタッフの皆さんは、さまざまなトレーナー資格を保有しつつ、
アットホームな対応で、皆様と接していただけます。
大きなスポーツジムには無い、心も体もケアしていただける
「カラダメンテ」。ぜひ一度、お試しください！

【たった2ｋｇの鉄アレイが・・・・・・・】

短時間・軽量の負荷でも効率良く運動・
美容効果を得られる加圧トレーニング
を初体験し、絶句。（フォーバル・坂本）

この度、コーレア掲載記念といたしまして、通常は
入会金として15,750円（税込）が必要ですが、こち

らの入会金無料チケットをお持ちしていただいた
方は、【入会金無料！の特典】をいただきました。

（注意）各コースの費用は別途必要となります。

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 03-５３６８－６８２８まで、直接ご連絡お願いします。

コーレア読者向け特典！！なんと入会金無料サービス
（本ページの無料チケットを持参してください）

カラダメンテ

（キリトリ）

スタッフ紹介 加圧トレーニングに初挑戦

入会金無料チケット
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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！

売りたい 買いたい ＰＲ情報

こだわり食材を提供する飲食店へ
塩素に替わる除菌洗浄剤
「安心やさい」「サーフクラブ」

株式会社 安心やさい http://www.surfcera.co.jp/

〒169-0075
東京都港新宿区新宿2-4-2 カーサ御苑ビル7F
TEL 0120-576-532

株式会社安心やさい

ＰＲ情報

市原悦子の朗読ライブラリー
＜戦争童話シリーズ＞
魂揺ら、魂振り、魂鎮め

市原悦子さんは、20年に渡って戦争童話の朗読を続けてきま
した。今回、その活動の集大成として、音声だけでなく、舞台
で朗読する映像としてDVDを制作し、発売しました。
収録作品は以下の2編です。

【内容】
第一話 ちいちゃんのかげおくり あまん きみこ（あかね書房刊）
挿入歌：「あした天気になあれ」 作詞：作曲 三木敏悟

第二話 「戦争童話集」 年老いた雌狼と女の子の話
野坂昭如（中央公論新社刊）

挿入歌：「れんげの上で」「風」 作詞 市原悦子 作曲 ミッキー吉野

朗読：市原悦子
音楽：ミッキー吉野
制作：オセロット

ワンダー・プロ
価格：¥2,600
（コーレア読者限定の
特別価格です！）

株式会社 オセロット http://www.ocelot.co.jp/

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-10-34-2-811
TEL 03-6408-0355 FAX 03-6408-0356

市原悦子 オセロット

売りたい
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格安料金でサロンを貸し出し！
パーティー、スクール、会議など、
多目的にご活用いただけます！

ブライダルジュエン＆花水季
http://www.juen-hanamizuki.jp

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-1-7
TEL 03-5338-5281

花水季

カルチャースクール、お楽しみ会、お誕生日会や会議など、
パーティースペースとして、レンタルスペースとしてお貸しし
ます♪ご相談、ご予約承ります。お気軽にご相談ください。

普段は、お見合いパーティーなどパーティースペースとし
て利用しています。20名まで収容可能です。

ケータリング、ドリンク等もお気軽にご相談ください。

室料金2時間 10,000円（延長1時間毎 5,000円）
飲食の持ち込みはご自由にどうぞ！

～読者向け特典～
『コーレアをみた！』と
おっしゃっていただければ、
10％OFFいたします。

ＰＲ情報



3号連続で掲載いたしましたアイエスエフネットグループ様、
今回が最終回となります。5大採用の志のもと、雇用の創造
に力を入れているアイエスエフネットグループ代表の渡邉様
は、NPO法人の理事長も務めていらっしゃいます。
今回は社会的弱者の方の就労トレーニングや就労支援を行う
NPO法人Future Dream Achievement（FDA）についてご紹介い
たします。

「 」への挑戦
第3回 アイエスエフネットグループ（その3）

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

社員みんながやさしくなった

渡邉幸義 著
かんき出版
(ISBN978-4-7612-6712-4）
2010年10月 定価：1400円

NPO法人 Future Dream Achievement

〒107-0052
東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス8階
HP http://www.fda.jp/
Twitter http://twitter.com/NPO_FDA

FDAでは、トレーニング生や無料で行えるストレスチェック体験、賛助会

員を募集しております。ご興味ある方は一度ご連絡ください。

教育教育
訓練訓練

就労就労
訓練訓練

教育教育
インイン
ターンターン

体験体験
インイン
ターンターン

アルバアルバ
イトイト

就労就労
((正規正規
雇用雇用))

賛同企業

働く機会を提供
働けるまでの就労訓練を支援

FDA
未就労未就労

休職休職

働きたいけれど機会がない人
働く意欲もない人

家庭

就労困難な方に対して、FDAにて、8時間勤務で
きるように慣らしながら、IT知識の勉強などを行う

「教育訓練」と実際の業務や会議に参加していく
「就労訓練」を行います。
さらに、就労可能と判断したメンバーはFDAに賛

同していただいている企業へインターンシップか
ら参加してもらい、正規雇用につなげていきます。

2月に発足したばかりのFDAですが、ついに11月
に初の卒業生が誕生しました！

今後もこうした活動で、一人でも多くの方の雇用
を創っていきたいと思います。

ここ数年、ニート・フリーター、ワーキングプア、引きこもり、うつ等、就労困難と言われている社会的
に立場の弱い方々が増えています。
障がい者採用に関しては、法定雇用率が定められ、ある程度企業での採用活動が進められている
ものの、このような方々の就労については、社会から見て見ぬふりをされてきました。
そんな中、こうした方々の採用に力を入れながら、企業としての成長も両立させてきたアイエスエフ
ネットグループ代表の渡邉幸義は、こうした就労困難と言われてきた方々の社会での就労支援をす
ることを目的に2010年2月、NPO法人「FDA（Future Dream Achievement）」を立ち上げました。

■卒業生より

FDAの段階をふむトレーニングで、徐々に

社会というものに馴染むことができました。
ありがとうございました。
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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

　ご時世なのか、経費削減やらリストラやら、あまり楽しい話題がありません。特に中小企業の皆様には、経費削減やら新規業務開拓や
ら資金繰りやら、日々、過酷な状況にいらっしゃるのではないかと思います。
資金繰りの話が出るとき、よく、皆様、目先の支払いや取引先に負っている債務については、色々と資金繰りを検討し悩まれていらっ
しゃるのですが、意外と後回しになっているなあと感じるものがあります。
　税金です。
 　当たり前の話ですが、どんな会社にも必ずついてまわるものです。しかしそれが「お役所」から請求されるものである為か、資金繰り
を考える際に、税金を後回しにしてしまう会社さんをよく見受けます。
　 確かに税金は、払っても『当たり前』ですから、必死になって支払っても、感謝されるわけでもなければ、会社の取引先確保を保証して
くれるわけでもありません。従って、資金繰りに切羽詰まっているときには、ついつい税金の支払いを後回しにしてしまおうと考えたと
しても、その心情はよく理解できます。
　しかし会社を継続していくのであれば、「税金後回し」は、本当に会社にとって正しい結論なのでしょうか？
　勿論、違います。
　むしろ私としては、まず、税金から払って下さい、何がなくてもまず、税金だけは滞納しないで下さいと申し上げたいくらいです。
　なぜでしょうか。税金を滞納すると困る理由はどんなところにあるのでしょうか。
　税金を滞納すると困る理由、思いつくまま挙げると、例えば、

会社の存続と税金 弁護士シリーズ  第 16 回

以上

　確かに税金を払って取引先への支払いが回らなくなったら、本末転倒な気が
しなくもないでしょう。顔が見えない税務署相手に払うより、長年のお付き合
いがある取引先への支払いを優先したいのも全く当然です。

　しかし会社を存続させたいと考えるなら、やはり、税金は最優先で支払った
上で、資金繰りを考えていくしかありません。
　そうでないと、いくら資金繰りに奔走していても、借入金利より高い延滞金
を支払わされる羽目になった上、会社再建の目途が立ったにもかかわらず、営
業継続に必要な資産を差し押さえられてしまい、再建が頓挫してしまうなんて
ことになりかねません。

　…思いつくままざっと挙げても、税金を滞納すべきではない理由が、すぐにこれだけ挙がります。
　つまり、会社の存続を前提にする限り、税金については、「払う」という選択肢しかあり得ないのです。それもなるべく早く。

手持ち資金に詰まり借り入れ等で資金繰りしなければならなくなった時にも、税金滞納が生じていると資金を貸してくれる
金融機関が極めて少なくなります。即ち、資金繰りが極めて制限されます。

１

税金を滞納していると、延滞金が付きます。滞納が 1ヶ月以内であれば延滞金の利率は 7.3％ですが、2ヶ月目に入ると、以後
は 14.6％もついてしまいます。これは、銀行の借入金利より高いものです。少しでも安い金利で資金調達しようとしているの
に、借入金利よりも高い延滞金がつく税金を放っておくなんて、本末転倒ですよね。

２

しかも税金は免責されません。すなわち、遅かれ早かれ払うしか選択肢はないわけです。粘っていたら支払わなくて済むとい
うのであれば、粘るというのも一選択ですが、どうあっても払うしかないのであれば、さっさと払ってしまうに限ります。

３

滞納しても、リスケジュールが基本的に難しい。
金融機関からの借入金の場合には、予定通りに返済することが難しくなれば、「とりあえず利息だけ」とか、返済期間を当初の
予定よりも延ばすなどといったリスケジュールが可能です。しかし税金については、「とりあえず延滞金だけ」とか、1 年度を
またぐような長期の返済期間を組むといった交渉が難しいのです。
従って、税金を滞納してしまうと、資金繰り計画を著しく圧迫することになります。

４

しかも、会社の再生中といった状況であっても、差し押さえられる資産があれば（それが営業継続に必要不可欠な資産であっ
ても）、税務署は、容赦なく差押えをしてきます。
民間金融機関であれば、会社再建の見通しが立ち、利息だけでも入れられていれば、少なくとも、営業継続に必要な資産を直
ちに差し押さえるという「暴挙」にはなかなか出ません。
しかし税務署は、滞納税金の処理にしか関心がありませんから、回収可能であれば、たとえそれが営業継続に必要不可欠な資
産であっても、税務署は差し押さえて回収にかかります。
必死で資金繰りをし、会社の再生に奔走していても、営業継続に不可欠な資産を差し押さえられたら、会社の存続は非常に厳
しくなりますよね。

５



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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有名企業からまだ知られていない潜在能力の高い企

業までを余すことなく紹介する企業紹介ポータルサイト。

自社ＰＲ・社長ＰＲを無料で掲載いたします

PRESIDENT STAGEでは、企業間の交流を

目的として、有名大手企業からベンチャー企業、
中小企業まで、規模や業界を問わず幅広く
ご紹介させていただきます。

企業PRを掲載することで、企業関係者や一般の

方に御社の事業内容やサービスを幅広く告知し
ていただくことができ、リクルートやアライアンス、
営業活動など様々な場面でご活用いただけます。

掲載希望・お問合せはフォーバル担当者まで 0120-81-4086

http://www.president-stage.jp

◇ビジネスマッチングにつながる可能性！

◇事業内容をＰＲするチャンス！

◇自社サイトへの誘導にも役立つ！

◇リクルート活動にも役立つ！

◇検索エンジン対策にも効果的！

■ご紹介ページ例■ 掲載内容

通常掲載料 月額2,100円（税込み）

フォーバルお客様は無料掲載いたします。

プレジデントステージは、当社業務提携先・㈱バックステージ様の
運営しているサイトになります。

会社名・ホームページURL
住所・代表者名

事業内容～展開（ビジョン）

自社PR内容（取引希望企業等）

プレジデントステージ
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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、昨年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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人口調査記念日

1872年、日本初の全国戸籍調査が行われた

当時の人口は3311万825人だった

29 日

(土)

俳優：石田純一の誕生日(1954年)

俳優・歌手：玉木宏の誕生日(1980年)

歌手・女優：上原多香子［SPEED］の誕生日(1983年)

14 日

(金)

3分間電話の日

1970年、公衆電話からの市内通話が3分で10円に
それまでは1通話10円で、時間は無制限だった。

30 日

(日)

いちごの日

全国いちご消費拡大協議会が制定

「いち(1)ご(5)」の語呂合せ

15 日

(土)

愛妻の日

日本愛妻家協会が制定

1月の1をIに見立て、「あい(I)さい(31)」の語呂合わせ

31 日

(月)

28 日

(金)

27 日

(木)

26 日

(水)

25 日

(火)

24 日

(月)

23 日

(日)

22 日

(土)

21 日

(金)

20 日

(木)

19 日

(水)

18 日

(火)

17 日

(月)

16 日

(日)

ピース記念日

1946年、高級たばこ「ピース」（10本入り7円）が発売された
当時は、日曜・祝日に1人1箱だけに限られていた

桜島の日

1914年、島で史上最大の大噴火が始まる
35人の死者を出し、流出した熔岩によって
対岸の大隅半島と地続きになった

鏡開き

正月に年神様に供えた鏡餅を
雑煮や汁粉にして食べ、一家円満を願う行事
地域によって日が異なる場合もある

110番の日

1985年、警察庁が制定し、翌1986年から実施
全国の警察で、ダイヤル110番の有効・適切な
利用を呼びかけるキャンペーンが行われる

風邪の日

1795年、横綱・谷風が流感であっけなくこの世を去った
以来、インフルエンザのことを「谷風」と呼ぶようになった

勝負の日

「一か八か」の語呂合わせ
語源は「丁か半か」で、漢字上部を取ったもの

爪切りの日
新年になって初めて爪を切る日
七草を浸した水に爪をつけ、柔かくして切ると、
その年は風邪をひかないといわれている

ケーキの日

1879年、上野の風月堂が朝日新聞に
日本で初めてケーキの宣伝をおこなった

シンデレラの日

1956年、女優・グレース・ケリーが
モナコのレーニエ大公と婚約を発表

石の日、ストーンズデー

この日に、地蔵・狛犬・墓石など願いがかけられた
石に触れると、願いが叶うといわれている

ひとみの日

眼鏡・コンタクトレンズの業界が制定

「ひ(1)とみ(3)」の語呂合せ

初夢

初夢で1年の吉凶を占う昔からの風習
一般には正月2日の夜の夢が初夢とされている

キューバ解放記念日

1959年、キューバ革命が達成された
キューバのナショナルデー

衣類乾燥機の日

日本電機工業会が1994年に制定
「い(1)るいふ(2)んわ(8)り」(衣類ふんわり)の語呂合せ

13 日

(木)

国旗制定記念日

1870年、太政官布告の商船規則により、
日の丸のデザインと規格が示されたことに由来

12 日

(水)

携帯アプリの日

2001年の、NTTドコモが携帯アプリケーション
「iアプリ」のサービスを開始した。

11 日

(火)

詩人・歌人・童謡作家：北原白秋の誕生日(1942年)

漫画家：松本零士の誕生日(1938年)

漫画家：石ノ森章太郎の誕生日(1938年)

お天気キャスター：皆藤愛子の誕生日（1984年）

10 日

(月)

ゴールドラュシュデー

1848年、カリフォルニアの製材所職員が川底に金粒を発見
この噂は全米に広まり、一獲千金を求め多くの人が集まった

9 日

(日)

電子メールの日

1994年、電子メッセージング協議会(後のEジャパン協議会)
が制定、「1(いい)23(ふみ)」(いい文・E文)の語呂合せ

8 日

(土)

カレーライスの日

1982年、全国学校栄養士協議会で1月22日の
給食のメニューをカレーにすることに決められ、
全国の小中学校で一斉にカレー給食が出された

7 日

(金)

薩長同盟成立の日

1866年、長州の木戸孝允、薩摩の西郷隆盛らが土佐の坂本
竜馬らの仲介で京都で会見、倒幕のため薩長同盟を結んだ

6 日

(木)

玉の輿の日

1905年、アメリカの金融財閥モルガン商会の創立者の甥が
祇園の芸妓・お雪を見初め、結婚した

5 日

(水)

のど自慢の日、カラオケの日

1946年のこの日、NHKラジオで
「のど自慢素人音楽会」が開始された

4 日

(火)

都バス開業の日

1924年、東京市営乗合バスが
東京駅への2系統で営業を開始した

3 日

(月)

阪神・淡路大震災記念日

1995年、淡路島北端を震源とする兵庫県南部地震が発生
神戸市・芦屋市・西宮市などで初めて震度7の激震を記録

2 日

(日)

禁酒の日

1920年、アメリカで禁酒法が実施された
密造酒や密売するギャング出現を招き、1933年廃止

1 日
(土)

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ください。

♦ 2011年1月 ♦
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冬薔薇が綺麗に咲いています。お洒落をし
て出かけると、良いチャンスを引き寄せるこ
とができそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

冬薔薇が綺麗に咲いています。お洒落をし
て出かけると、良いチャンスを引き寄せるこ
とができそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

湯たんぽみたいに温かい人間関係を築くこ
とができそうですよ。素直な心でいきましょ
う。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

湯たんぽみたいに温かい人間関係を築くこ
とができそうですよ。素直な心でいきましょ
う。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

春はまだ先。良い結果が出てくるまでには
もう少し時間がかかりそうです。今を楽しみ
ましょう。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

春はまだ先。良い結果が出てくるまでには
もう少し時間がかかりそうです。今を楽しみ
ましょう。

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
どんぐりの実を一粒持っていると、病魔
から身を守り 若さを保つことができます。

焚き火がパチンと音をさせました。びっくりす
ることもありそうですが、大きな問題は起こら
ないみたいですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

焚き火がパチンと音をさせました。びっくりす
ることもありそうですが、大きな問題は起こら
ないみたいですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

キャンドルの炎がゆらゆらと静かに燃え
ています。仕事や恋愛に対する情熱があ
なたの心に生まれそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

キャンドルの炎がゆらゆらと静かに燃え
ています。仕事や恋愛に対する情熱があ
なたの心に生まれそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

暖炉の周りで楽しそうな笑い声がしていま
す。家族とのコミニケーションがあなたに喜
びを与えてくれそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

暖炉の周りで楽しそうな笑い声がしていま
す。家族とのコミニケーションがあなたに喜
びを与えてくれそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

冬の街を彩るイルミネーションのようにあ
なたの魅力がキラキラと輝きます。みん
なの注目を集めることができそうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

しんしんと振り積もる雪が全てを覆い隠してくれ
ます。過去の失敗も努力によって消し去ること
ができそうです。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

オリオン座が頭上に輝いています。大きな
収穫を得ることができそうです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

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3です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

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。

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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