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アルゼンチンタンゴ・ダンス協会

日本で初めてアルゼンチンタンゴを広めた小林様・江口様
が設立したアルゼンチンタンゴ・ダンス協会様。
初心者から講師養成コースまで開講し、アルゼンチンタン
ゴ・ダンスの楽しさを多くの方に感じていただけるよう努
力を続けております。

協会紹介

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０５ － アルゼンチンタンゴ・ダンスの第一人者に教えてもらう

タンゴダンス

会長 小林 太平
〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-7-3F
TEL 03-3544-5600 http://www.tangodance.co.jp

タンゴというと「アルゼンチンタンゴ」とアルゼンチンから
ヨーロッパに渡り変化が加えられた「ソシアルダンスのタン
ゴ」があります。

タンゴを学ぶのであれば、是非、本場のアルゼンチンタン
ゴ・ダンスを学んでいただきたいと思っております。

オススメのサービス

まずは１コイン（５００円）１日体験レッスンから
初回に限り入門クラスで限定２名様１コインで受講できます
（要予約）。

皆で楽しく踊る・・・ミロンガパーティー
生演奏を聞きながらのダンスを楽しんでください。飲み物はこ
だわりのアルゼンチンワインもご用意しております（飲み放題）
ので、お友達を連れての参加も歓迎です。

アルゼンチンタンゴ・ダンス協会様が、アルゼンチンタンゴ
を日本へ広めてまもなく25年。今では会員も2,500名を超

え、世界大会で活躍する方や独立して教室を開く方を輩
出するなど、多くの実績をお持ちです。

年2回の技術検定試験、プロのステージを含めた発表会

を開催するなど、アルゼンチンタンゴを広めるべく精力的
に活動されております。

ホームページや広告なども小林会長が自ら作成されるな
ど、新しいことへのチャレンジ精神を常に持ち合わせてい
らっしゃいますので、良い刺激を受けられると思います。

小林会長から一言

MAP

なんと！入会金９０％ＯＦＦ！！

まずは体験レッスンに参加してみてください。見学も自由に
出来ます。
ご訪問の際は「コーレアをみました」とお伝えください。

※2011年2月1日～3月31日までの期間限定サービスです。

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みました」 と、
TEL 0800-888-7041まで、直接ご連絡お願いします。
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宅建キャンパス

烏山法務・行政書士事務所

代表 清水 英之
〒157-0064 東京都世田谷区給田2-12 給田南住宅2号棟103号室
電話番号 03-5848-2414 http://www.takken-campus.com/

正直、儲けを度外視しています。
宅建資格をとっただけで、活用できて
いない方に成長してもらうところまで
フォローをするのですから。

清水先生のご自身の体験から生ま
れたビジネスだからこそ、サービス
内容もお客様目線なのだと実感して
います。

（担当Webアテンダント 竹之内 賢輔）

代表の清水先生より

フォーバル担当より

～お勤めしながら宅建資格を取得する方法～
これまでは以下の３つでした

１．通学 － 時間の自由がきかない×
２．通信 － サボりがち×
３．独学 － 自分のペースを守るのは困難×

烏山法務・行政書士事務所様が運営する「宅建キャンパス」
は、新しい選択肢を提供します。

４．宅建資格取得の専門家庭教師

勤務先、自宅、近所の喫茶店でもOK
オリジナルテキストもありますし、
お客様ご用意のテキストでもOK

時間の自由度が高く、聞きたい
ことが聞けて自分に合わせて
学べる方法を当時も探したの
ですが、結局、見つからなかっ
たのです。

そのときに感じた「家庭教師が
あればいいのになぁ」という思
いが、『宅建キャンパス』の立ち
上げにつながりました。

従業員様のスキルアップにどうぞ。
民法、法令、重要事項説明など
お仕事に役立つ武器が身につきます。

団体講習会、ビジネス研修会も対応可能です。

受講料の一部返還制度もご用意しております。
詳しくはホームページをご覧ください。

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。

「コーレアをみました」と言っていただいたお客様限定！！
入会金￥10,000は無料でOK！！（2011年3月末まで）

今回、一番驚いたことは宅建資格取得後のアフター
フォローを行うという点です。

もともと不動産会社に勤務していたときに、当時の勤務先
から宅建（宅地建物取引主任者 ）資格を取得するように

強要された（笑）のがきっかけですね。

なんと！入会無料！！

「コーレアをみました」と言っていただいたお客様限定！！
入会金￥10,000は無料でOK！！（2011年3月末まで）

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０６ － 宅建取得のための家庭教師派遣 宅建キャンパス

合格率１５％の難関資格

合格率１５％の難関資格

http://www.takken-campus.com/

烏山法務・行政書士事務所様が運営する「宅建キャンパス」は、
宅建合格を目指す受講生を「個別指導」「先生シェアリング」
「メール質問＆回答」等の新しいシステムで応援します！
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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。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０７ － 社会貢献の一端を担う 株式会社 ＣＳＰ

「救急 命のバトン」に関する問い合わせは、

日本全国から寄せられています。
そのため、商品サービスの取り扱いに関しては
全国を網羅できる体制が整っております。
お気軽にお問い合わせください。

CSP様では、全国高齢者救急医療キット協議会を通じ
て医療情報キット「救急 命のバトン」の普及に努め、

社会に貢献できるよう勤めいくことを企業理念とされて
います。

個人別医療情報キット

「救急 命のバトン」

シンボルマークについて

株式会社 ＣＳＰ
〒104-0061 東京都中央区銀座7-7-12
TEL  03-6226-0715 http://qq-baton.net

CSP

このマークはギリ
シア神話の「医学
の神アスクレピウ
ス」に基づいたも
のです。

アスクレピウスは、
蛇が巻きついた杖
をもった名医であ
り、多くの病を治し
た神として崇拝さ
れています。

近年、高齢者の独居世帯の増加に伴い、救急搬送時に患
者さんの医療情報が正確に伝わらず、初期の処置の遅れ
が医療現場で問題になっています。そうした緊急時に起
きる問題を少しでも解決できればという思いから開発さ
れたシステムが「救急 命のバトン」です。
あなたに代わって大切な命の情報を伝えます。

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みました」 と、
TEL 03-6226-0715まで、直接ご連絡お願いします。

医療情報キット「救急 命のバトン」には、救急医療を要し

ている本人の生年月日、血液型、持病、服用している薬、
アレルギーの有無、掛かり付けの医療機関・医師名とそ
の住所・電話番号、家族や緊急連絡先の電話番号が記
された医療情報用紙と、本人の写真、健康保険証の写
し、薬剤情報提供書・
健康手帳等の写しが封入
されています。

これは、出動要請した本人
や関係者が、仮にその症状
や意思を的確に伝えられない
状況にあったとしても、
駆けつけた救急隊員が医療
情報キットを見れば現状を
把握し、判断を下す助けに
なるよう製品化されたものです。

「救急 命のバトン」とは

企業理念 ＭＡＰ

そのアスクレピウスが持っていた蛇と杖が、救急や医療
の象徴として用いられていることから、「Star of life」に使

用されています。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０８ － 快適な自分を創る プラスビューカレッジ

理事長 小林 富貴子（Ｄｒフキコ）
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-9-1第31宮庭マンション 203号
TEL 03-3351-0815 メール：contact@plusview.jp

弊社の使命は、親と子がお互いに成長するための習慣と家庭
環境づくりに尽力すること。波動の社会にあっても自分を信
じて進むしなやかな心の強さを育てるための質の高い家庭教
育プログラムを、日本から全世界に向けて発信していきたい
と考えています。

Ｄｒ.フキコとは

http://plusview.jp/一般財団法人プラスビューカレッジ

Ｄｒフキコ

Dr.フキコは、もともと検査医として、最先端機器を駆使したガン診断と放射線治療に携わっていました。

そんなある日の午後。
「先生、治療しているのにどうしてこの腫れが大きくなるんでしょうか？」
ある患者さんが、大きくなる下あごの腫れに手をあてて検査医のフキコ先生に質問したそうです。
本当は、「それはガンです。あなたは残り少ない時間をどう過ごしたいですか？」
「家で大切な人たちと楽しい時間を過ごす選択肢もありますよ」と提案したかったそうです。

しかし現実は、「小さくなるといいですね」と、小さな声で軽く会釈して検査室を出てしまいました。
早くその場を去りたかった。
まだあどけない2人の子どもが、彼の病室の前で無邪気に遊ぶ姿を見て、

無力感と医療の限界を感じて力が抜けたそうです。

「どうしたら患者さんの未来を応援できるのか？」「患者さんにとっての幸せって何だろう？」

Dr.フキコは、「これからは、医療技術の専門性と同等に、心を扱う専門性が必要になる」と強く感じ、精神的なサポートは

どうあるべきかと考え、これらの課題を解決すべく、東洋医学、予防医学、心理学の臨床応用などを、もう一度学び直され、カウン
セリングの認定も取得されました。

さらに、過去の事象やつらい気持ちの堂々巡り、囚われ、そこから抜け出すすべをNLP(神経言語プログラミング)やコーチングを

通して学ばれました。人の気持ちや行動を未来に向ける有効な手段を手に入れたことで、興味・関心は医療研究の分野からコー
チングにどんどん傾倒していかれたのです。

10年以上前、医療関係者の有識者会議の中で、子供

の虐待が問題視されていました。その中で、「子供の
ために何か活動できないか？」と模索する中、子ども
専用電話相談「チャイルドラインにいがた」を設立され、
子どもたちが安心して話せる「場」を提供されてきまし
た。2,000人以上の子どもの生の声を聴き続ける中で、

現代の親子関係の息苦しさや閉塞感を感じていらっ
しゃいました。

先生自身も育児で悩まれた経験をお持ちであり、今ま
で学んできたコーチングを生かしていければと、親子
向けのセミナーを開講されています。子どもの不可解
な言動に振り回されて疲れているお母様、子どもの力
を伸ばしたいけど方法がわからない方、人間関係で
お悩みの方、お一人で悩むのではなく、まずはご相談
されてみてはいかがでしょうか。

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 03-3551-0815まで、直接ご連絡お願いします。
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株式会社ジーランド(六文銭大判焼き 矢沢家）

六文銭大判焼きは、種子島名産の「安納芋」を贅沢に使
用。自然な甘みを最大限に生かすため、添加物は使用し
ておりません。甘いおやつでもローカロリーで健康と美
容に優しい、女性の味方です。これを特別に用意した焼
き器で１個ずつ丁寧に愛情込めて焼き上げます。

安納芋について

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１０９ － 安納芋を贅沢に使用 六文銭大判焼き 矢沢家

六文銭大判焼き

代表取締役 齋藤 知己
〒141-0031 品川区西五反田7-22-17 五反田TOCビル6Ｆ
TEL 03-5719-5795 http://www.zealand.jp

六文銭大判焼き 矢沢家の名前の
由来は、社長の親戚が戦国時代
に「日本一の強兵」と呼ばれていた、
真田家の筆頭家老を代々務めた
矢沢家とつながりがあることから来
ています。

甘いだけでなく、健康に気を遣った
商品です。ぜひご賞味ください！

店舗だけでなく、楽天市場からも
お買い求めいただけます。

テレビでも話題の安納芋は、潮風を浴びたミネラル分たっ
ぷりの土壌から産れた正に自然の宝。

小ぶりですが蜜が滴るほど糖度が高くしっとりとした優し
い甘さが特徴です。

焼き芋にすると、中身は黄金色に大変身！

まるでスウィートポテトのような美味しさで、何個食べても
胃もたれしません。もちろんお芋の特徴である食物繊維
はたっぷり。美容と健康に優しいお芋です。

野村店長から一言

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みました」 と、
TEL 03-5719-5795まで、直接ご連絡お願いします。
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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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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

「お客様第一」 「中立・公正」の理念

の下、お客様のご要望に沿った保険
商品をご案内しております！

〒104-0045
東京都中央区築地1-2-1                                              
レジデンシア銀座イースト1109
TEL 03-3547-3297（代表）

Ａ.Ｂ.Ｉ株式会社 http://www.abicnet.com/

保険 ＡＢＩ

http://www.abicnet.com/kasai-hikaku/

本社所在ビル

簡単見積り！
住宅ローン対応型火災保険・地震保険の専門サイト
「エービックのアイ・セレクト」

親子で学ぶサイエンススクール
開催地・主催企業を募集中！！
低コストかつ手間がかかりません

株式会社 上條制作室 http://www.kamijo.co.jp/

〒141-0021 東京都品川区上大崎3-3-9
秀和目黒駅前レジデンス415

TEL 03-3445-0271 FAX 03-3445-0128

親子 サイエンススクール

ＰＲ情報

㈱上條制作室は、イベントコンサルティング会社です。
国内外の大手企業、官公庁との取引実績も多数ございます。

イベント、セールスプロモーション、デザイン、環境教育、
音楽イベントについて、全体の計画立案から実施まで、
あらゆるシーンで経験豊富なスタッフがお手伝いします。

好評！オリジナルイベント「親子で学ぶサイエンススクール」

内容も充実し、ますますパワーアップした「親子で学ぶサイエ
ンススクール」の開催地・主催企業を全国から募集中です。

科学を楽しく・面白く！！
「サイエンススクール」は
毎年テーマも増加中！

200インチの大画面に映し
出される迫力の映像と科学
ジャーナリストの中村浩美
先生のわかりやすい解説が
評判のイベントです。

ＰＲ情報
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本学院は『土地家屋調査士』資格取得受験指導40年
の実績を誇り、わかりやすく丁寧な指導により多くのエ
キスパートを養成してきました。

この資格で、“平均収入1,000万円以上”が可能である

独立開業資格です。測量士（補）・建築士の取得者の方
であれば、土地家屋調査士の午前試験も免除されて更
に有利です。学院での受講スタイルは、通学・通学ＤＶ
Ｄ・通信より選択して受講が可能です。興味がある方は
ぜひお問い合わせください。

ＰＲ情報

多数の合格者が使用した受験参考書の決定版！好評販売中！

土地家屋調査士受験100講〔Ⅰ〕理論編 改訂3版

今話題の不動産登記のエキスパート
独立開業資格“土地家屋調査士”を
目指しませんか！

早稲田法科専門学院 http://www.waseda-h.co.jp/

〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-19-7 タックイレブンビル610   
ＴＥＬ 03-3200-5729

只今、調査士の仕事、
受験がよくわかる本「調査
士栄光への記録」を差し上
げます。
詳しくは、ホームページを
ご覧ください。
※パンフレット無料送付
（栄光への記録進呈中）



会社探し会社探し 販路開拓販路開拓

こんな企業様におススメ！
・自社の商品・サービスを宣伝したい。
・販路を開拓して、お客様を増やしたい。
・売上を増やしたい。

商品、サービスのＰＲに最強のツール登場！商品、サービスのＰＲに最強のツール登場！

お問合せ（担当 横張・國田）
ＴＥＬ０３－６８２６－１１８７
メール：info@forval-consul.com

その悩み

解決します！

キャンペーンに付き

登録料無料

自社ホームページも簡単に作成

株式会社フォーバル コンサルティングディビジョン

探していた商品・サービスがきっと見つかる！

商談成立！

経営者の方をサポートする
月刊誌『月刊ビジネスチャ
ンス』のＷＥＢ版にも掲載
可能！

10 URL：http://www.f-coreea.com



03-5367-0970

弁護士　佐久間　明彦

【得意分野】
医療過誤、労働、離婚、不動
産、知的財産、製造物責任関
連事件裁判員裁判・公判前
整理手続事件

さくま　あきひこ

法に沿った経営管理と労働者
の行動心理を踏まえた労務管
理を、併せ考慮した上で、最善
策をアドバイスできればと
思っています。

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．03－5367-0970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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執筆者      弁護士法人アヴァンセリーガルグループ　　弁護士　佐久間　明彦

１　はじめに
　みなさん、パンデミックという言葉を耳にしたことがあるでしょうか。パンデミックとは、感染症・ 伝染病が複数の国や地域に亘って流行し、多数の患者が発生
する現象をいいます。毎年流行する季節性インフルエンザもパンデミックの一種です。感染症、伝染病が流行したパンデミック期に、会社としてはどのような対処
をしたらよいのか、起こりうる問題等を挙げながら、法的に検討してみようと思います。

パンデミック （感染病流行）
     　時期における問題とその対処法

弁護士シリーズ  第 17 回

３　パンデミック期に事業を継続した場合に生じる問題
（１）新たに罹患した従業員に対する損害賠償義務
　パンデミック期に事業を継続し、従業員が新型インフルエンザ等に罹患してしまったような場合、会社が責任を問われるこ
とはあるのでしょうか。雇用契約そのものの債務は、労働者が労務を提供し、使用者が賃金を支払うことです(民法623 条)。し
かし、使用者が負う債務はそれに尽きるものではなく、雇用契約に付随する義務として、労働者を自己の支配領域下で労働さ
せる以上、労働者が労務を提供するにあたり、健康を維持し、その生命、身体に危険が及ばないように配慮すべき義務(安全配
慮義務)を負うとされています。したがって、かかる安全配慮義務違反の場合も、使用者は債務不履行として損害賠償義務を
負います。ただし、使用者に債務不履行責任を負わせるためには、民法の過失責任の原則から、その不履行に関し、使用者に帰
責事由がなければなりません(民法415 条)。
　この点、国、地方公共団体等から事業所閉鎖の要請、勧告等がなされていたのに、これに従わずに上記結果を生じさせてし
まった場合には、安全配慮義務違反として損害賠償義務を負うこととなるでしょう。他方、そのような勧告等がないまま、事業
を継続して、罹患者を生じさせた場合は損害賠償義務を負うことはないと考えます。インフルエンザといえども、労働者個人
個人が自己の健康管理によって相当程度、感染を防止しうるものであるから、事業所閉鎖の行政指導等もないのに単に事業所
に罹患者が生じたことをもって使用者の帰責事由を認定するのは困難だからです。

２　パンデミック期に事業所を閉鎖した場合に生じる問題
（１）閉鎖期間中の給与

　まず、閉鎖期間における従業員の給与の扱いについてですが、労働基準法 26 条は、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中、
労働者に平均賃金の 60％以上の手当を支払わなければならない」旨定めています。
　そして、判例は、上記使用者の帰責事由に関し、民法における解釈（同法536条2項）よりも広く捉えるべきとの方向性を示しました（最判昭和62年7月17日）。
労働者の生活の保障という観点からは平均賃金の 60％の限度で休業手当を支払わせるのが相当と認められる場合には、労基法上の「使用者の責に帰すべき事
由」にあたると解釈される可能性を示唆したのです。とすると、新型インフルエンザ対策として、国、地方公共団体等公的機関からの要請があったような場合は
無給でも問題はないでしょうが、会社の自主的判断で、事業所を閉鎖したような場合には、平均賃金の６０％の休業手当を支払わなければならなくなるかもし
れません。会社に責任はないとして、一切賃金を支払わなかった場合、健康管理に自信があるのに、強制的に休まされて無給とされることに不満を持った労働
者から、休業手当の支払請求をされるとこれを否定するのはそう簡単ではないのです。

（２）閉鎖期間中の年休取得
　次に、上述した休業手当が賃金の 60％にとどまることから、賃金の 100％をもらうために、労働者が年次有給休暇（年休）の取得を申請してくることが考え
られます。
　年休とは、労働日に賃金の減収を伴うことなく労働義務の免除を受けられる制度です。それゆえ、休日その他労働義務が課されていない日については、年休
権を行使する余地がありません。したがって、パンデミック期に事業所を閉鎖した場合、それにより、事業所の全労働者の労働義務が消失しているのであるか
ら、その日は労働義務のない日ということになり、労働者は年休権を行使しえないのが原則です。ただし、使用者が事業所閉鎖を決定する前に、年休申請がなさ
れている場合はどうでしょう。この場合の取り扱いについては、「当日がこのような休業になることを予知しないときに休暇を請求したときは、当該労働者に
おいてその日が年休による休業と観念され、これが無効となることはない」（労働省労働基準局編著「労働基準法」上巻）とされています。
　つまり、事業所閉鎖よりも先に年休申請をした労働者との関係では、未だ労働義務が課された日として扱わねばならず、事業所閉鎖を理由に年休権行使を拒
否できないということになります。たしかに、使用者は年休申請に対し、時季変更権を持っていますが、「事業の正常な運営を妨げる場合」(労基法39条4項但書)
にあたるか否かは、厳格に判断される傾向があます。したがって、後でパンデミック期による一斉休業にしたからという理由では、先に申請していた労働者に
限って年休申請を認めることが、「事業の正常な運営を妨げる場合」にあたると判断される可能性は低いでしょう。

（２）パンデミック期における残業
　パンデミック期に大量の感染者が出て、その影響から出勤している従業員に法定労働時間を超えて労働させたい場合、会
社の対応として注意すべき点を挙げておきます。
　まず、法定労働時間を超えて労働させうる労使協定（三六協定）を結んで届出をしている場合(労基法36条1項)、パンデミッ
ク期の時間外労働に関して、特別な措置は必要ありません。ただ、その場合でも無制限に時間外労働が許容されるわけではな
く、厚生労働大臣により、労働時間の延長に関する限度基準が定められています（労基法36 条2 項ないし4項）。もっとも、特
別の事情が生じたときに限り、限度時間を超えて延長する労働時間を定める協定( 特別条項付協定) を定めることも認められ
ています。これは上記のような臨時の場合を想定したものであり、特別条項付協定を結んでおくことで、不測の事態に、応急
の処置をとることが可能となります。次に、三六協定を締結しておらず、時間外労働が許容されていない会社であった場合
は、どのようにすべきでしょう。
　そのときは、「災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合」( 労基法33 条1項) にあたるものと
して、その事由に関し、行政官庁の許可を得た上で、時間外労働をさせることができます。なお、許可を受けている暇がなけれ
ば、事後の届出であっても許されています。ただ、事後の届出で、上記事由がなかったと判断されれば、労基法違反に問われる
恐れがあるため、極力、事前の許可を受けた方がよいと思います。

※りかん りかん かか

（※ 罹患とは： 病気に罹ること）



集客の為の営業マンとして活躍！

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。
ぜひ売上拡大・新規開拓にご活用ください。

制作実績4,500社以上・ご利用社数No.1

衛星携帯 アクアテック

様

有限会社 アクアテック

【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】 最短期間3日からレンタル可
【取り扱い品目】 イリジウム衛星携帯・海外携帯のレンタル、販売 【ホームページ目標】 集客、新商品紹介、問い合わせ

現在のサイトを立上げされてから、コンスタントにお問
合せがあり、より一層WEBへ注力。豊富な知識と経

験で、この業界の勝ち組になるべく奮闘されています。

今後は更なる売上の拡大のために、これまでの広告
費を見直し、常にサイトのアクセス状況と広告費との
バランスを図りながら、弊社のサポートサービスの活
用でより一層の増収増益を目指します！！

AFTER

これまで、海運関連の一流企業で勤務されていた
久宝社長が、衛星携帯や海外、国際携帯に特化し
た携帯電話を使ったビジネスを行うに当たり、イン
ターネットでホームページの制作会社はないかと
いうことでお問合せをされたことが、お付き合いを
いただくきっかけでした。

BEFORE

＜フォーバルＷｅｂアドバイザーより＞
警察庁をはじめ、官公庁や大学、テレビ局、大手造船会社など一流の企
業や役所関連のお客様が多いことが、これまでの信頼を物語ります。
とくに、イリジウム衛星携帯電話は日本国内でも扱われている会社が非
常に少ないため、優位性としてあげられます。
KDDIの正規代理店もされております！！

今年からは、これまでご自身で管理されていたリスティング広告に関して
も弊社にて管理させていただくことになり、ますます増収増益のためにも
力を入れてネットを活用されるため、担当としても気を引き締めて尽力し
て、バックアップいたします！！！！

有限会社 アクアテック
東京都世田谷区赤堤1-32-21 TEL 03-5355-3037

●プログラム更新 ・・・・ ＞ いつでもすぐに更新できるプログラムによる情報発信！シーンごとに商品紹介
●わかりやすい導線 ・・・・＞ 見やすく、わかりやすい導線で、お客様を迷わせずに商品を紹介
●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

衛星携帯・海外用携帯業界で、衛星携帯・海外用携帯業界で、『『新しいあたりまえ新しいあたりまえ』』を目指す！！を目指す！！

http://www.aqua-tec.jp/

成功のポイント
プログラム更新 わかりやすい導線 リスティング広告
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織部の日

1988年、岐阜県土岐市が制定
1599年、千利休亡き後の豊臣秀吉の茶頭・古田織部が、
自分が焼いた茶器を用いて茶会を開いた
この器が後に織部焼と呼ばれるようになった

28日

（月)

聖バレンタインデー

キリスト教行事、恋人たちの愛の誓いの日
269年、兵士の自由結婚禁止政策に反対した
バレンタイン司教が、時のローマ皇帝の迫害
により処刑されたことに由来

14 日

(月)

27日

（日)

26 日

(土)

25 日

(金)

24 日

(木)

23 日

(水)

22 日

(火)

21 日

(月)

20 日

(日)

19 日

(土)

18 日

(金)

17 日

(木)

16 日

(水)

15 日

(火)

苗字制定記念日

1875年、明治政府が「平民苗字必称義務令」という太政官
布告を出し、すべての国民に姓を名乗ることを義務附けた

ペニシリンの日

1941年、イギリスのオックスフォード大学附属病院が
世界で初めてペニシリンの臨床実験に成功した

万歳三唱の日

1889年、帝国憲法発布の記念式典で
初めて万歳三唱が行われた

簿記の日

2004年、全国経理学校協会(現全国経理教育協会)が制定
1873年、アメリカから持ち帰った本を福澤諭吉が訳した
『帳合之法』が最初の簿記の本として発行された

漫画の日

漫画家・手塚治虫の命日にちなんで
漫画本専門古書店「まんだらけ」が制定
（7月17日と11月3日も漫画の日）

針供養

折れた針を豆腐やこんにゃくに刺して供養し、
裁縫の上達を願う行事
地方によっては12月8日に行われる

フナの日

2001年、茨城県古河市のフナ甘露煮店協会が制定
「ふ(2)な(7)」の語呂合せ

海苔の日

1966年、全国海苔貝類漁業協同組合連合会が制定
702年、大宝律令が施行され、その中で海苔が
産地諸国の物産として年貢に指定された
この頃が海苔の生産の最盛期を迎える

笑顔の日

2と5の語呂合わせ
いつもニコニコと笑顔になっていようという日

西の日

「に(2)し(4)」の語呂合せ
この日に西の方へ向かうと、幸運に巡会えるとされている

乳酸菌の日

カゴメ株式会社が制定
「にゅう(2)さん(3)」の語呂合せ
併せて毎月23日も「乳酸菌の日」としている

情報セキュリティの日

2006年10月、政府の情報セキュリティ政策会議で制定
2006年のこの日、情報セキュリティ政策会議で
「第1次情報セキュリティ基本計画」が定められた

テレビ放送記念日

1953年、NHK東京放送局がテレビの
本放送を日本で初めて開始した
当時の受信契約数は866台、受信料は月200円

女性雑誌の日

1693年、ロンドンで世界初の女性向けの週刊誌
『ザ・レディス・マーキュリー』が創刊された

13 日

(日)

脱出の日

1815年、エルバ島に流刑されていた
ナポレオンが島を脱出してパリに向かった

12 日

(土)

夕刊紙の日

1969年、日本初の駅売り専門の夕刊紙
『夕刊フジ』が創刊された

11 日

(金)

地雷を考える日

1995年、カンボジアで
地雷の根絶を訴える集会が開かれた

10 日

(木)

ロータリー設立記念日

1905年、アメリカ・シカゴで、青年弁護士ポール・ハリスが
友人3人とともに世界初のロータリークラブを設立した

9 日

(水)

猫の日

1987年、「猫の日制定委員会」が制定
ペットフード工業会が主催
「ニャン(2)ニャン(2)ニャン(2)」の語呂合せ

8 日

(火)

漱石の日

1911年、文部省が作家・夏目漱石に文学博士の
称号を贈ると伝えたのに対し、漱石は「自分には
肩書きは必要ない」として辞退した

7 日

(月)

交通事故死ゼロを目指す日

日本政府が「生活安心プロジェクト」の
一環として2008年から実施
2月20日の他、春・秋の全国交通安全運動の
期間中の4月10日・9月30日がある

6 日

(日)

強制収容を忘れない日

1942年、ルーズベルト大統領の命令により、アメリカ在住の
日系人11万2千人が強制収容所へ転住させられた

5 日

(土)

嫌煙運動の日

1978年、「嫌煙権確立をめざす人々の会」が設立された
「嫌煙権」という新語のアピールで全国に広まった

4 日

(金)

雪の特異日

東京で雪の降る確率が高い日
1981年～87年の7年間を見ると、
70％の確率で雪が降っている

3 日

(木)

天気図記念日

1883年、ドイツ人の気象学者
エリヴィン・クニッピングの指導のもと、
7色刷りの日本初の天気図が作成された

2 日

(水)

物理・天文学者：ガリレオ・ガリレイの誕生日（1564年）

漫画家：白土三平の誕生日（1932年）

落語家：立川志の輔の誕生日（1954年）

タレント：インリン・オブ・ジョイトイの誕生日（1978年）

1 日
(火)

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。
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安心して。春一番が吹いて、あなたの悩み
を全て吹き飛ばしてくれそうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

安心して。春一番が吹いて、あなたの悩み
を全て吹き飛ばしてくれそうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

春は一歩、一歩近づいてきています。急い
で結果を出そうとしないで、自然の流れに
身を任せてください。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

春は一歩、一歩近づいてきています。急い
で結果を出そうとしないで、自然の流れに
身を任せてください。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

水仙が真っ直ぐ伸び、小さい白い花を咲か
せています。清く正しく、控えめでいること
が大事だと言っています。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

水仙が真っ直ぐ伸び、小さい白い花を咲か
せています。清く正しく、控えめでいること
が大事だと言っています。

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。

雪が解けて、川となり海に流れていきます。
最初は一人で始めたことでも、次第に協力
者が増え、大きな流れとなっていくでしょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

雪が解けて、川となり海に流れていきます。
最初は一人で始めたことでも、次第に協力
者が増え、大きな流れとなっていくでしょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

そろそろ雪解けの時期です。あなたの悩
み事も解決しそうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

そろそろ雪解けの時期です。あなたの悩
み事も解決しそうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

雪崩のように一気に幸運が押し寄せます。
受け止める心の準備をしていてくださいね。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

雪崩のように一気に幸運が押し寄せます。
受け止める心の準備をしていてくださいね。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

チョコレートのように甘い、甘いロマン
ティックな思い出が出来そうですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

他人の福を願う心が結果的にあなたに福を
もたらします。福は外にあることを願いましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★★

寒風の中、梅の花が美しく咲いています。
厳しい状況の中でも良い結果を出すことは
出来そうです。

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「6」

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「6」を足します。 7+6=13 1+3＝4

※ 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4です。
（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

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。今月
号の中に表紙の制作風景の写真を公開
していまーす。

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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