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代表 古石 裕二
〒110-0015 東京都台東区東上野1-24-2 山茂ビル1Ｆ
TEL 03-3839-5708 http://www.moody-you.com

ムーディーユー様は、オリジナルジュエリー工房です。
宝石の町、御徒町の地の利を最大限に利用して、豊富な
材料、パーツ手配、他社では処理できない難度の高い加
工でも90％以上を社内で対応できる技術力が自慢です。
スピーディー＆低価格であることも強みとされています。

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 03-3839-5708まで、直接ご連絡お願いします。

ムーディーユー

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１１５ － ジュエリー工房 Ｍｏｏｄｙ-ｙｏｕ（ムーディーユー）

お手持ち宝飾品のお悩み事

・ネックレス切れ
・指輪のサイズ直し
・石とれなど

がございましたら、
何でもお気軽にご相談
ください。

MAP

職人が直接お客様のご要望をお聞きします。
宝飾品の病院とお考えください。

ムーディーユー様のリフォームには、大きくわけて
2つのスタイルがあります。

今の形を生かしつつ、一部の改
作をすることでデザインイメージ
と用途を変える。お値段のお手
軽なスタイルです。

思い出の宝石をメインにデザイ
ンは自由自在。自分だけのオリ
ジナル品を制作することができ
るスタイルです。

お気に入りの指輪やネックレスが輝きを失ってしまったり、
壊れてしまったとき、どこで直してもらったらいいのか困っ
たことはありませんか？

そんなお悩みを、ムーディーユー様の熟練した職人が解決
いたします。

修復・修理・加工で他店で断られた皆様、あきらめる前に
まずはムーディーユー様にご相談ください。
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古石社長から一言

Ｒｅｆｏｒｍ（リフォーム）

Ｒｅｐａｉｒ（リペア）



なんとクマさんがスピーカーとなっ
てハンズフリーで会話できるとのこ
とでした。

そこで早速、私のケータイ電話と
お客様のケータイ電話で体験させ
ていただきました。

「癒される」、この一言に尽きます。

ご自宅で想い人を思い浮かべなが
ら使用するのがおススメです。

フォーバル担当より

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！！
通常￥3,800→￥2,600でご奉仕いたします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１１６ － 激安トナーのことなら みずほ市場

初に訪問したときから気になっていたんです。
オフィスの雰囲気にそぐわない愛らしいクマの存在（笑）。

代表 石川 節子
〒121-0053 東京都足立区佐野2-22-7-305
TEL 03-3862-2368 http://www.mizuho-ichiba.com/

トナー みずほ市場

みずほ市場

みずほ市場様では、純正品からリサイクル品まで
あらゆるメーカーのトナーカートリッジを取り揃えて
います。今回はおもしろいアイテムとして、ハンズフリー
イヤホンマイク『おしゃべりクマさん』を紹介します。

オススメ商品

今回ご紹介させていただくのは、おしゃべり
クマさん“CALL ME”です。

付属のイヤホンジャックと携帯電話を接続
するだけで、ハンズフリートークが楽しめる
かわいいクマさん人形。

携帯電話の着信をキャッチして、クマさん
が首を振りながら口をパクパクと動かして、
相手の声でしゃべってくれます。ドライブ中
もハンズフリーだから便利！！

まるでクマさんとおしゃべりしているような
不思議な感覚を楽しむことができます。

また、携帯電話側で着うたを再生するとク
マさんが歌ってくれますよ♪

機種によっては、着信を確認してから通話
ボタンを押さずに「もしもし」と声を掛けるだ
けで通話を始めることができます。

電話の声が聞こえづらい方でも、ボリュー
ムを大きくしてスピーカーを通すことにより
聴き取りやすくなります。

通常￥3,800を、コーレア読者に限りまして

￥2,600でご奉仕いたします。

（担当Webアテンダント 竹之内 賢輔）

クマさんがしゃべる？
クマさんがしゃべる？
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１１７ － 『きれい』から『げんき』まで・・・ 中央カレン

弊社の営業担当や内勤スタッフは全員女性です。
新商品開発の際には社内で何度もミーティングを開き、
女性の視点から意見を出し合い、全員納得できるまで絶対に
製品化はいたしません。

毎日、使うスキンケア商品だからこそ、絶対妥協したくないという
強い思い、オンリーワン商品の開発に取り組んでおります。

ご注文・お問い合わせはこちらから（平日9：00～18：00）

代表 矢代 政明
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-4-4

ハリファックス九段ビル5F
TEL 0120-077733 http://www.chuokallen.co.jp/

中央カレン

中央カレン様は、創業25年以上にわたりお肌のお悩みを
追求した安全低刺激で結果の出せるスキンケア商品の
開発に取り組んでまいりました。

矢代社長より一言

風水建築デザイナーの直居由美里
先生とのコラボ商品。

幅広い年齢の方から支持を受け、
現在リピーター続出の角質ケア
商品です。

天然オレンジ油と液体酵素配合で
お肌に優しく、敏感肌の方でもご利
用いただけます。

全商品にオリジナルシールとご自
分の運気を占えるQRコード付き！

ごまあじゅごまあじゅ スーパーファット お得な情報

液体酵素＆天然オレンジ
オイルでお肌をいたわり

ながら角質ケア！
150ml ¥1,365（税込）

食べ過ぎてしまった糖分・脂肪分
を吸収しずらくカロリーコントロー
ルするダイエット補助食品です。
（特許内容）

飲み会や食べ放題、旅行の際に
大活躍。ダイエット後のリバウンド
の防止にも役立ちます。

楽天ショップにて、3粒トライアル
セット（送料込み¥525）も販売して

います。ぜひお試しください。

スーパーファット550ハーフ

カット＜痩身用食品として特
許取得済み＞（レモン、オレ

ンジ、リッチグレープ味）
10粒入 ¥3,150（税込）

http://www.chuokallen.co.jp/

中央カレン様のホームページには、
さまざまなお得情報が掲載されています。
ぜひ一度、ご覧ください。

☆ 高30％OFF！！

お得な定期購入サービス

☆アウトレットコーナー
旧パッケージ商品等格安販売
※在庫がない場合はご了承ください

☆ポイント還元サービス
商品購入金額の1％を還元

☆無料サンプルプレゼント

☆毎月お得なキャンペーン実施中
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代表 佐々木 賢一
〒110-0016 東京都台東区台東4-18-12
TEL 03-6821-7776 http://www.seaforce.co.jp

世界の工具から産業機器など8000点以上の品揃え。
初心者からプロまで喜ばれる工具専門店です。
世界12カ国以上から道具や大型機械などお客様に喜んで
いただける品揃えに努力しています。

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 03-6821-7776まで、直接ご連絡お願いします。

シーフォース

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１１８ － 世界の工具 ＳＥＡ ＦＯＲＣＥ（シーフォース）

他のお店では扱っていないモノを多数取り揃えておりま
す。特殊な工具も扱いがございます。

リーズナブルな価格にてご提供させていただいておりま
すので、まずは一度お立ち寄りください。

佐々木部長から一言

○工具
宝飾関連工具や、クラフト工具、ホビー工具まで幅広く取扱。
日本製の工具から世界の工具まで7000点以上の工具あり。

取扱商品

○宝石&キュービック

キュービックジルコニアなど宝飾関連の石を多数取扱。

○地金&パーツ
日本で加工された100種類以上の加工地金から
40種以上のチェーン、100種以上のパーツまで幅広く取扱。

○ケース
宝飾用のケースからポーチ、トレイ、工具箱などを多数取扱。

○銀粘土
三菱の銀粘土。
粘土細工感覚で簡単にシルバージュエリーが作成可能。

○鋳造&加工

精密鋳造加工いたします。
銀・金・プラチナなど1g1個からお受けいたします。

専属の工場で熟練した職人が作業に取り掛からせてい
ただきます。

レーザー加工

磨き加工 石留加工

シーフォース
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マグノリアカンパニー様は、企業や公共団体などのプロモーション映像
からテレビ番組まで、多様な映像を制作されています。
さらに、オリジナル映像を、特別な翻訳技術で様々な国の言葉に作り換え、
世界中に発信できるコンテンツとしても提供されています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１１９ － 言葉を大切にする映像制作会社 マグノリアカンパニー

マグノリアカンパニー様は、映像をつくる会社ですが、
言葉を大切にしています。それは世界各国30種以上の

言葉を駆使して、映像制作に関わっているからです。

映像と言葉を扱うプロフェッショナルカンパニーとして
クライアントの魅力や実績を 大限にアピールするオリ
ジナルプロモーション映像を、テレビやCMで活躍する

現役のクリエイターが創り上げます。
さらに映像翻訳専門のクリエイターが、多国語で視聴で
きる映像コンテンツとして作り換えます。
特別な翻訳テクニックとノウハウを 大限に活かし、さま
ざまな国で通用する多言語対応映像コンテンツ制作は、
海外でのビジネス展開を望んでおられる方々の戦略に
お応えできます。

私たちマグノリアカンパニーは、これまで多くの海外
ドキュメンタリー番組の日本語版を作ってきました。
それは海外作品のオリジナリティ
を活かしながらも、きめ細やかな
制作作業と、大胆な翻案作業に
よって、日本語の“作品”を作って

いく仕事です。
クリエイターとしてのこうした
姿勢はどんな制作現場にも共通
するはずです。

メディアが多様に変化する中で、
人間を見つめる目線や価値観を
大切にして、真摯な番組作りを続けています。
そして映像の力、言葉の力によって、ますます観る人の心が
潤いで満たされるような映像コンテンツの開発に力を注いで
まいります。私たちはそうした映像で、誇りを持って自社を
アピールしたいと願う企業様のお手伝いをさせていただきます。

【大阪うどんの意外な秘密】

大阪うどんに隠された秘密と、
大阪うどんを世界に広めようと
考える大阪の食品メーカー
恩地食品株式会社様を紹介。

【住む人を成長させる家】

人に優しくて機能的、そしてそこ
に暮らす人の心を育む家づくりに
取り組む建築設計会社
株式会社ミセスリビング様を紹介。

【マグノリアカンパニーができること】

マグノリアカンパニーの
オリジナル・プロモーション映像。
4カ国語を駆使した

マルチリンガル・コンテンツです。

マグノリアカンパニー様の映像制作は、編集、録音、ミキシン
グといったポストプロダクション作業を自社スタジオで進めて
います。そのためレスポンスに優れ、品質管理を社内で一貫
して行うことができ、なによりも制作費を圧縮できるという強
みがあります。
さらに外国ドラマやアニメの吹替え収録環境や、字幕制作の
特別なソフトウェアなど、一般のスタジオにはあまりない設備
を導入し、オリジナリティを重視した作品作りに役立てていま
す。
映像と映像翻訳のプロフェショナルが集まり、多彩で良質な
コンテンツを、リーズナブルな制作費で自社スタジオから創り
出しています。

株式会社 マグノリアカンパニー

代表取締役 設楽 さつき
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-29

原宿第一マンションズ35号
TEL 03-5771-7785 http://www.magnolia-comp.jp/

マグノリアカンパニー

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 03-5771-7785まで、直接ご連絡お願いします。

業務内容 設楽社長から一言

作品の一例

映像制作スタイル
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愛すべきピーナッツグッズたちは、現在も他のキャラクター
グッズとともに「スヌーピーのヴィンテージコーナー」で並
んでいます。これからもスヌーピーやピーナッツのこんなも
のがほしいな、こんなことが知りたいな、という皆さんの想
いに「スヌーピー博士」が、全力でお応えします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２０ － スヌーピーのビンテージグッズなら プレイハウス

1980年にオープンしたプレイハウス・スヌーピー専門店

は、日本初の「ピーナッツ・コレクタールーム」として、ス
ヌーピーとピーナッツたちの新しい商品はもちろん、手に
入りにくい商品やアメリカ直輸入商品、アンティーク商品
などをギュッと詰め込んだ「スヌーピーの小さな博物館」
でした。

1995年にはアメリカ・カナダに現地の専属買い付けス

タッフを置き、他店にはマネできない独自の商品展開を
していきました。

2005年1月に惜しまれながら幕を閉じましたが、皆さん

の心のなかに
「いつまでもたくさんのスヌーピーとピーナッツたちが居
続けてほしい」
「忘れないでいてほしい」という願いから、コレクションを
紹介することにしました。

現在はスヌーピーグッズはもちろんアンティーク雑貨を
販売しています。

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。

有限会社プレイハウス

代表取締役社長 平井 修
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-13-18
TEL 03-3470-6107 http://playhouse.co.jp/

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 03-3470-6107まで、直接ご連絡お願いします。

プレイハウスオープン以来、25年以上もの長い間、

本当に素晴らしいお客様にご愛顧いただき、頑張ってくる
ことができました。これからも、皆様への感謝の気持ちを
決して忘れず、頑張って『ピーナッツ・ファン』のお手伝い
をさせていただきたいと思います。

これからも、プレイハウスをどうぞよろしくお願いします。

写
真:

作
者
チ
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・
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ル
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ー
ピｰ

博
士

アポロに2回搭乗したジーン＝サーナン飛行士のために、

イタリアのアンリ社が特別に製作したもので、
世界にただ一つのオルゴールです。

アンリ社は、世界で初めてスヌーピーのオルゴールを作った
会社で、ハンドクラフト、ハンドペイントで作られています。
2年ほど前にプレイハウス様が手に入れ、130万円で販売

されたそうです。

スヌーピー博士

プレイハウス様について

スヌーピー博士から一言

博士のコレクション

レアグッズの紹介

プレイハウスで
初めて買い物を
したのが、このスパイク
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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、

各種パーティー、イベントに
プロのＪａｚｚアーティストを派遣します
完全オーダーで最高の演出を

〒151-0062 渋谷区元代々木町10－5
セントヒルズ代々木上原5F TEL 03-3467-3813

株式会社エミー http://www.ongakuhaken.com/

エミー ジャズ

プロのジャズアーティストの派遣
弊社登録のジャズアーティストは、すべてジャズクラブ
や一流ホテルなどで活躍するプロのアーティストです。
約300名のアーティストから、御社の状況にあった
適なアーティストを派遣します。

完全オーダーメイドで対応
パーティーやレセプション、竣工式セレモニー等、あら
ゆるシチュエーションに応じて、ジャズの細かなカテゴ
リー別けや、選曲を含むアーティストのご提案をさせ
ていただきます。御社だけの完全オリジナル演出を提
供します。

活用事例
・結婚式の2次会
・レストランウェディング
・誕生日
・ホテルでのイベント
・歓送迎会
・展示会 等

武蔵野テニスシティー http://www.tenniscity.jp/

〒168-0071 東京都杉並区高井戸西3-2-1
TEL 03-3333-8801 mail info@tenniscity.jp

テニスとの出会いなら

武蔵野テニスシティー

武蔵野テニスシティーでは、テニスの楽しさ、テニス
の素晴らしさを初めての方にもお伝えしたい。
また、1日でも早くテニスと出会って頂きたいと常に

考えています。そこで、初心者の方には、初心者専用
コート（半面）で基本指導を行い、レッスン後半は1面

のコートに移動して体感して頂いております。
慣れるまでラケットとシューズはレンタルOK（無料）。

汗を流しながらテニスを楽しみましょう。

テニスシティー

お得なクーポンはWEBで
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ＰＲ情報ＰＲ情報

情報をご紹介しております！

売りたい 買いたい ＰＲ情報
株式会社Lieto http://www.galley-lieto.com/

〒157-0067
東京都世田谷区喜多見9-4-14ベルアージュ402号
TEL 03-5761-5547 ／ＦＡＸ 03-5761-5548

古き良きものの発掘と伝達、

そして架け橋を目指します。

出品代行 lieto

弊社は、「美術品」「アンティーク品」「価値のあ
る商品」をYahoo!オークションに出品する代理

店です。

あなたが必要としない物であっても、誰かにとっ
ては必要な物かもしれない。弊社は、物をゴミと
せず、必要としている人を見つけ、「必要とされ
る物」と「必要としている人」の架け橋となること。

【取り扱い商品】

雑誌・本・映画品

DVD・おもちゃ・ゲーム

アンティーク品・スポーツ用品

ファッション・アクセサリー・時計ベビー用品

※出品代行依頼商品は、 低でも3,000円以上

の価格をつけられる物に限ります。

ＰＲ情報



様

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

成功のポイント

集客の為の営業マンとして活躍！

【クライアント企業のイメージ】 BtoC （老若男女問わず） 【エリア】 恵比寿周辺 【強み】 本格施術・整体師
【取り扱い品目】 整体・マッサージ・リフレクソロジー 【ホームページ目標】 新規集客の増大、店舗案内

現在のサイトをリニューアルして、多くの部分をリアル
タイムに更新が可能になったことや、より深いアクセ
ス解析によりサイトの現状分析が可能になりました。

昨年末より更なる売上の拡大のために、リスティング
広告を行い、既存顧客だけでなく新規顧客を増やして
より売上向上のために奮闘されています。

2月は例年顧客が減少しますが、新規で約80名を

集客しました。

AFTER

これまでも当社でホームページを作成していただ
いており、それなりの集客は出来た。ただ更新は、
弊社のほうでお受けし、修正をする形であったた
め、速やかな更新が出来なかったことやアクセス
を解析してよりお客様に沿った情報配信やアクセ
スUPが出来ていなかった。

BEFORE

●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

プログラム更新 顧客が興味を持つ導線 リスティング広告

恵比寿に恵比寿に『『恵比寿治療室恵比寿治療室』』あり！激戦区での勝ち組を目指します！！あり！激戦区での勝ち組を目指します！！

＜弊社Ｗｅｂアドバイザーより＞

ホームページをリニューアルされて、サイト全体が大きくなったこともあり
見やすく、わかりやすいサイトになりました。治療室のイメージも以前より
伝わりやすくなったと思います。

昨年末より、リスティング広告をはじめ、新規獲得にも一層力をいれており
2月は、多くの新規のお客様にお越し頂いたそうです。しかし、社長曰く

『まだまだです』とより一層の集客を望まれ、担当としても力が入ります。
私自身もこちらで数回施術を受けましたが、力が抜け、とても気持ちよく、
とてもリラックスできます。

ぜひ一度、ご体験ください！WEBでお得な情報配信中です！！

恵比寿治療室
東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 west,coビル3F TEL 03-3462-4118http://www.ebisu2004.co.jp/
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03-5367-0970

弁護士　家永　勲

【得意分野】
　一般民事及び家事事件
　社会法関係訴訟
　不動産法務
　建物・土地明渡
　マンション管理費の回収
　フランチャイズ関連法務
　各種契約書のレビュー
　企業の法律相談

いえなが　いさお

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　家永　勲

1　就業規則の作成義務及び就業規則の内容
　労働基準法８９条によれば、事業場ごとの就業人数が常時１０人以上を使用する場合は、就業規則を定めなければなりません。
　就業規則とは、事業場内の労働者の労働条件を公平かつ統一的に定め効率的な事業運営を行うこと等を目的として作成されます。し
たがって、労働条件の基本的な部分（労働時間、賃金の計算方法、退職の定め等）が必ず定められ、その他にも様々な労働条件が定められ
るのが通常です。
　では、就業規則を定めた場合、法的にどのような効力があるのでしょうか。

2　労働条件の最低基準としての効力と労働条件の補充
　労働契約法１２条は、「就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効とする。この場合にお
いて、無効となった部分は、就業規則の定める基準による。」と定めています。
　この規定により、ある労働者が、就業規則よりも不利な条件で労働契約を締結したとしても、就業規則に定める基準に従うことになる
ため、就業規則は、労働契約の最低基準を定める効力をもっていることになります。
　つぎに、労働契約法７条は、「使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を周
知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」と定めています。
　この規定により、個別の労働契約には定められなかったが、就業規則には定められている労働条件は、就業規則により補充されること
になります。
　就業規則のこれらの効力は、従前から判例により認められていた見解を労働契約法に組み込んだものです。
　労働契約法によれば、上記の２つの効力は、就業規則を周知すること及び内容が合理的であることが最低限の要件となっています。
　就業規則を一度定めるだけで、多くの労働者の労働条件が決まることになるため、上記の２つの要件を満たす必要があるのです。
　しかし、就業規則を定めればどんな労働条件でも定められるわけではなく、就業規則が、法令又は労働協約に反する場合には、当該反
する部分については、労働者を拘束する効力は認められません（労契法１３条）。
　なお、事業所において定めた就業規則は、労働者の過半数代表の意見を聞いたうえで、労働基準監督署へ届け出る義務もありますの
で、就業規則を作成又は変更する場合は、労働者に周知徹底させたうえで意見を聞き、きちんと届出も行っておくべきでしょう。

3　就業規則の不利益変更
　労働契約法９条は、労働条件の不利益変更は、労働者との合意がなければできない、と定めており、原則
として労働条件は労働者との合意以外の方法では変更することができないことが確認されています。
　しかし、これだけでは、組織的に活動しなければならない企業にとって、労務管理だけでも大変なこと
になってしまいます。
　そこで、労働契約法は、合意原則を確認する一方で、就業規則の変更が、合理的なものであるときは、労
働条件を変更後の就業規則に定めるところによるものと定めています。
　労働契約法は、労働者との合意によらずとも労働条件を変更することを認める方法を用意しながらも、
一方で、内容等が合理的なものでなければならないとして規制しているのです。

4　合理性の判断要素（労契法１０条）
　労働契約法は、合理性の判断基準として、①不利益の程度、②変更の必要性、③変更後の就業規則の内容
の相当性（内容自体の相当性、代償措置等の改善状況）④労働組合等との交渉の状況、⑤その他就業規則の
変更に係る事情、を挙げています。
　①から③については、就業規則の内容に関する要素であり、④及び⑤は、変更に至る経緯等の手続的な
要素です。
　実際に不利益変更が行われた場合は、①から⑤までの要素が総合的に判断されることになりますので、
変更が認められるか否かを即時に判断することは容易ではありません。
　例えば、①については、賃金や退職金の支給額等を変更することは、不利益の程度が強いため、②の変更
の必要性や③の内容自体の相当性が厳しく要求されるものと考えられます。
　したがって、労働者にとって不利益な労働条件の変更を有効にするためには、まずは、不利益を受ける
労働者の合意を得ることが重要です。どうしても合意が得られない場合には、労働者にとっての不利益を
緩和すべく、代償措置を用意して変更するなど、不利益性を緩和するための様々な手段を講じ、就業規則
の変更によるといった工夫が必要になると考えられます。

就業規則の法的効力と
                        　変更の際の留意点

弁護士シリーズ  第 19 回

【メッセージ】

不動産関連の企業からの法律
相談をはじめとする、様々な企
業の法律相談に応じ、クライア
ントの利益を損ねないために
できる限り速やかな回答がで
きるよう日々努力しておりま
す。どのようなお悩みでも気軽
にご相談いただき、企業に起き
る様々な問題についての悩み
を共有し、解決していければと
考えております。



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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昭和の日

"激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、
国の将来に思いをいたす"国民の祝日

29日

(金)

タイタニック号の日

1912(明治45)年、初航海中のイギリスの
大型客船タイタニック号が、北大西洋ニューファントランド
沖で氷山に激突し、翌日未明に沈没した

14 日

(木)

図書館記念日

1971年の全国図書館大会で決定され、
日本図書館協会が翌1972年から実施
1950年のこの日、「図書館法」が公布された

30日

(土)

ヘリコプターの日

全日本航空事業連合会が1986年に制定
ヘリコプターの原理を考え出した
レオナルド・ダ・ビンチの誕生日

15 日

(金)

28日

(木)

27日

（水)

26 日

(火)

25 日

(月)

24 日

(日)

23 日

(土)

22 日

(金)

21 日

(木)

20 日

(水)

19 日

(火)

18 日

(月)

17 日

(日)

16 日

(土)

喫茶店の日

1888年、東京・上野に日本初の喫茶店
「可否茶館」が開業した

パンの記念日

1983年3月、パン食普及協議会が制定
1842年、伊豆韮山代官の江川太郎左衛門英龍が
軍用携帯食糧として日本初のパン（乾パン）を作った

中央線開業記念日

1889年、東京の中央線の前身である
甲武鉄道・新宿～立川が開業した

ヨットの日

ヤマハ発動機が制定
「ヨッ(4)ト(10)」の語呂合せ

美術展の日

1667年、パリで世界初の美術展が開催された

ヴィーナスの日

1820年、エーゲ海のメロス島の農夫が
「ミロのヴィーナス」を発見

世界保健デー(World Health Day)

1949 年、世界保健機関(WHO)が制定
国際デーの一つ
1948年のこの日、世界保健機関が発足した

城の日

兵庫県姫路市が1991年に制定
日本三大名城の一つ姫路城を中心とした
市の復興のため。「し(4)ろ(6)」の語呂合せ

プロ野球選手・タレント：板東英二の誕生部（1940年）

漫画家：鳥山明の誕生日（1955年）

俳優：三浦春馬の誕生日（1990年）

沖縄県誕生の日

1879年、琉球藩を廃し沖縄県とすることが
布告され、沖縄県が誕生した

みずの日

全国の「清水寺」で作る「全国清水寺ネットワーク」が
1998(平成10)年に制定「し(4)み(3)ず」(清水)の語呂合せ

こどもの本の日

子どもと本の出会いの会が制定
デンマークの童話作家・アンデルセンの誕生日

エイプリルフール、万愚節

罪のない嘘をついてもよいとされる日
日本では「四月馬鹿」とも呼ばれる

缶ジュース発売記念日

1954年、明治製菓が日本初の缶ジュース
「明治オレンジジュース」を発売した

13 日

(水)

婦人警官記念日

1946年、警視庁で日本初の婦人警官62人
が勤務に就いた
GHQの指示によるもので、1300人が応募した

12 日

(火)

世界知的所有権の日(World Intellectual Property Day)

世界知的所有権機関(WIPO)が2000年に制定
1970年、「世界知的所有権機関を設立する条約」が発効した

11 日

(月)

拾得物の日

1980年、東京・銀座で大貫久男さんが現金1億円を拾った
落し主は現れず、1億円は全額大貫さんの手に渡った

10 日

(日)

女優：シャーリー・マクレーンの誕生日（1934年）

ミュージシャン：村上てつやの誕生日（1971年）

サッカー選手：田中マルクス闘莉王の誕生日（1981年）

9 日

(土)

地ビールの日

1999年、日本地ビール協会を中心とする
「地ビールの日選考委員会」が制定

8 日

(金)

アースデー(地球の日)

アースデー世界協議会等が主催
地球全体の環境を守るため、
一人ひとりが行動を起こす日

7 日

(木)

ローマの創建記念日

ロームルスとレムスが
ローマを建設した日とされている

6 日

(水)

女子大の日

1901年、日本初の女子大学である
日本女子大学校(現在の日本女子大学)が開学した

5 日

(火)

乗馬許可の日

明治4年、それまで武士にのみ認められていた
乗馬が庶民にも許可された

4 日

(月)

よいお肌の日

明治製菓が制定
「よ(4)い(1)おは(8)だ」の語呂合せ

3 日

(日)

なすび記念日

冬春なす主産県協議会が制定
「よ(4)い(1)な(7)す」の語呂合せ
また、毎月17日を「国産なす消費拡大の日」とした

2 日

(土)

チャップリンデー

1889年、20世紀 大の映画作家・喜劇俳優の
チャールズ・チャップリンがイギリスで生まれた

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ください。
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道端のタンポポが、あなたに微笑みかけな
がらこう言っています。目立たなくても、
ちゃんと気付いてくれている人はいますよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

桜吹雪が大きく舞っています。
予想もしていないドラマチックな
展開がありそうですよ。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

朧月は幻想的で魅力的。
全てをはっきりさせないで、少しあいまいな
部分を持っておいたほうが上手くいきます。

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・日

午前11:00～午後20:00
料金：1件1,000円、総合3,000円
お問い合わせ：
有限会社ゼナ 092-481-3556

おすすめのラッキーモチーフ
馬蹄（ホースシュー）は幸運や金運を呼
び込み魔よけにもなるラッキーモチーフ
です。

春風が優しく吹いています。
誰に対しても柔軟な対応を心がけてください。

仕事★★★☆☆
恋愛★★☆☆☆
金運★★★☆☆

春の海はどこまでも穏やかです。どんな
時も寛大で落ち着いた心を持っていれば、
問題は解決しますよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★☆☆☆
金運★★★★☆

若草が萌えています。
生命力溢れるその姿はあなたの末来の
健康を暗示しています。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

春光煌き、あなたの魅力も煌きます。
大胆に行動してください。
今のあなたなら大丈夫！

仕事★★★☆☆
恋愛★★★★★
金運★★☆☆☆

モンシロチョウが二匹、仲良くひらひらと
飛んでいます。何事も単独より共同で行った
ほうが良いと私たちに教えてくれています。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

菜の花の黄色があなたの心に元気を与えて
くれます。外に出て、思いっきり遊びましょう。
楽しいことが待っていますよ。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★☆☆☆

Angel Number1 Angel Number2 Angel Number3

Angel Number4 Angel Number6Angel Number5

Angel Number7 Angel Number8 Angel 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「8」

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「8」を足します。 7+8=15 1+5＝6

※ 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6です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

似顔絵師

安永 武

1977年生まれ
九州産業大学芸術学部美術学科卒業
会社員を経て似顔絵スタッフとなる。
画風は、淡い水彩を使い、ほのぼのと
したいやし系の雰囲気を出している結
婚式の際に用いるウェルカムボードの
依頼が多い。

発行：株式会社フォーバル 首都圏支社
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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/

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、
庄田 達司、竹之内 賢輔、武内 寛之、
椛澤 昌浩、宮地 弘、藤野 雄太、
大野 文子、田村 英治
Publisher 行 辰哉




