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有限会社 オンタイム

各お客様のニーズに合わせた企画は、提案から製造に
いたるまでを一貫して行っている会社です。
バッグを中心としてさまざまな服飾雑貨・小物等を
製造販売しております。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２１ － 服飾雑貨の企画提案から製造まで オンタイム

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-26-4F
TEL 03-3233-6775

弊社は2003年設立の

鞄メーカーです。

私はバッグに携わって
この道一筋30年。

過去の経験を生かしつ
つ、リアルタイムの素早
い対応を心がけており
ます。

バッグの製作を考えて
いらっしゃるなら、
一度ご相談ください。

ご希望に沿った企画
提案をいたします。

昨今特に要望が多いのが企業ノベルティです。

エコバッグ、PCバッグ以外にも小物等の生産実績が

多数ございます。

小ロットのご要望にも対応しておりますので、
お見積もり等お気軽にご相談ください。

掲載されているバッグは過去に製作された一例です。

オンタイム様では、消費者の販売動向やファッション
トレンドの情報収集など、常に流行をつかむための
活動を心がけていらっしゃいます。

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 03-3233-6775まで、直接ご連絡お願いします。

安西社長から一言 オススメ商品・サービス

心がけていること

ＴＥＬ ０３－３２３３－６７７５
【担当：森岡】

ontime@kind.ocn.ne.jp
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２２ － お電話一本で、オフィスに緑を！！ 喜芳園

株式会社 喜芳園

代表取締役 下田 博子
〒175-0092 東京都板橋区赤塚3-29-4   TEL 03-3975-5525

喜芳園様が提供されているのは、“第二の自然環境”です。
自然と緑のデザインで、季節や癒しを感じる空間を再現！
観葉植物や季節ごとの草花たちの力を借りながら、
私たちのオフィス空間（日常生活）の中に、自然環境を再現
するお手伝いをされています。

http://www.kihouen.co.jp/

喜芳園

私たちが、「第二の自然環境」を創り出すお手
伝いをいたします 。

＜取得資格＞
一級・二級園芸装飾技能士
ナチュラルカラーリスト
グリーンマスター 一級
AEAJ認定 アロマテラピーアドバイザー
園芸療法士 等

山や海へ行った時に「気持ちいいな」と思った
ことはありませんか？自然の景色は不思議
なことに私たちの心に安らぎを与えてくれます。
人が自然を見て安らぎを感じるのは本能的な
もので、その起源は人類発生のときに遡ると
言われています。現代日本のように都市化が
進み、日常生活が自然から切り離されてしま
うと、自覚しないままに精神は不安定になっ
てしまいます。

そんな現代日本において、オフィス内で鑑賞
できる観葉植物は貴重な癒しの場になってい
ます。 観葉植物の心理的リラックス効果につ

いては、脳から出るアルファ波を測定すること
で科学的に確認されています。

また、心理的なものにとどまらず、 次のような

環境改善効果があると言われています。

・湿度調節効果
・視覚疲労の緩和・回復
・室内有毒ガスの吸収・吸着効果

癒されるってどんな時 私たちが訪問します

商品説明

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 03-3975-5525まで、直接ご連絡お願いします。
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代表 山岡 義秋
〒116-0012 東京都荒川区東尾久5-3-12
TEL 03-3895-4891 http://yamaokakogei.com

山岡工芸社様は、麻雀用具の販売、修理の会社です。
サイコロ１つから全自動麻雀卓まで何でもそろいます。
他社では修理できない、狭山精密・シルバー電研製
麻雀卓の修理もお任せください。

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。

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 03-3895-4891まで、直接ご連絡お願いします。

山岡工芸社

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２３ － 麻雀用具の販売、修理 山岡工芸社

戦後のブーム期と比べ、
近では下火となってい

るマージャンですが、
ゲーム性が高く、今でも
根強いファンの多い楽し
い遊戯です。若い方から
お年寄りまで幅広い年代
の方にお楽しみいただけ
ます。

山岡社長から一言 MAP

中古麻雀卓（一例）

7つの機能を持った多目的なテーブルです。
これは便利！1台のテーブルでいろんなゲームが楽しめる。

家庭・ホテル・旅館・別荘・民宿・キャンプ場・保養所・
集合所・福祉施設・新築祝・贈物に 適です。

万能テーブル７

■雀豪マーク3
（オーバーホール済）

■雀喜・雀秀
（オーバーホール済）

その他各種ご用意あります。

「コーレアを見た」と言っていただいたお客様限定！！

通常￥29,800⇒¥24,800にてご提供いたします。

マージャンになじみのない方もこの機会に始めてみてはい
かがですか。

もちろんメンテナンスに関しては 後までしっかりと対応い
たしますので、お気軽にご相談ください。
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代表取締役 秋元 享子
〒106-0031 東京都港区西麻布3-17-40 パレス西麻布
TEL 03-3478-8261 http://www.vallauris.co.jp/

ヴァラリス商会様は、ヨーロッパの家々のように、
美しいお花をたくさん咲かせたい。そんな願いを込めて、
20年前にスタートしました。同社が日本総発売元をつと
めるバイオポストは、安心・安全にすべての植物を育て
る植物性有機土壌改良材です。

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 03-3478-8261まで、直接ご連絡お願いします。

ヴァラリス商会

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２４ － バイオポスト日本総発売元 ヴァラリス商会

ヴァラリスバイオポストとは

ヴァラリスバイオポストは、世界的な微生物研究で有名な
フランス・パスツール研究所の協力を得て開発された、
1ｇ中に27億以上の微生物を含んだ100％植物性の有機

土壌改良特殊肥料です。

60年以上の歴史があり、自然の生態系を守る安全性が
実証されました。 そして、1990年にフランスの生態系

有機農業の 高賞「バイオドール金賞」を受賞。

バイオポストリキッドサムは、
植物性有機主体の濃縮液
体肥料です。

ヴァラリスバイオポストと組
み合わせることで、安全な
無農薬栽培を簡単に、確実
にできます。

フランスのバラ生産メーカー、
サッカースタジアム「カンプ・ノウ」（FCバルセ

ロナ・ホームスタジアム）、シャンパーニュ地
方の90％のぶどう畑、パリ市内のすべての

公園、フランス大統領府など、幅広く使用さ
れています。

ヴァラリスバイオポスト

【植物全般 草花・バラ・樹木・観葉・芝・果物・野菜・ハーブ】

私たちと同様に、植物にも良い環境と良い食事は基本です。

それに加えて自然の力…風、水、太陽とあなたの愛情とセ

ンスがプラスされれば何も言うことはありません。

植物は美しい形を自然に作ってくれるのです。
植物に感謝しながら目を向けると対話が生まれ、成長する
その姿がいとおしく気になる存在になってきます。

植物も家族の一員です。そして時間が経つと今度は、
お友達を作ってあげたくなり、自然にあなたの素敵な
ガーデンが出来上がっていくのです。

道端に咲く一輪の花にも感動できる
優しい心を育てたい…
そんなことを夢見ています。
地球は人間だけのものではありません。

美しい地球を保つため、あらゆる生き物
のためにも、生態系を壊さないものを
選んでほしいのです。

秋元社長から一言 ＡＢマークについて

ABマークについて、紹介しておきます。
ABとは、”Agriculture Biologique”

つまり、有機肥料使用、無農薬栽培という意味です。

このマークは、フランス政府によって、大変厳しい認定基
準が設けられています。例えば、 畑の土壌に関する一切

の化学肥料や化学薬品の使用禁止、ハーブ栽培の場合
は 低3年間の有機農法を続けること、等々・・・。

こうした全過程に及ぶ検査は、抜き打ちで検査も含めて
1年ごとに行われているのです。簡単に言うと、

ABマークがついているということは、「完全無農薬

の証」なのです。
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バイオポストリキッドサム

現在では国連事業としてアフリカや中東地域の砂漠の緑地化に使用されるなど、
世界中のあらゆる場所で使用され、高い実績を誇ります。

植物と土壌に負担のない良質な肥料成
分は、肥料やけを起こさず１年を通してい
つでも植物に安心して施す事ができます。

バラ・クリスマスローズ・クレマチス・蘭・
ハーブ等のあらゆる草花に効果的です。

植物性の栄養分なので果物や野菜の栽
培にもオススメです。



刊行本について

少子化のなか、子どもを願うカップルにとって、少しで
も多くの方が子育てを実現できるよう心からの願いを込
めて、不妊治療情報センター・funin.info等を企画運営
し、そこでの媒体・情報伝達を通して、社会によりよい
医療情報を提供できるよう少数精鋭で頑張っています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２５ － 不妊治療のことなら・・・ シオン

会社案内や大学案内などの制作業務ではじめたデザイ
ン会社ですが、1990年から産婦人科を窓口に配布され

る妊娠・出産育児情報誌を手がけたことから専門色が強
まり、独自に全国の産婦人科情報を展開するのがメイン
業務となりました。

そこで、いかに情報の伝達を的確に果たしていくかが常
の課題となり、日々、季刊誌の発行やホームページ運営
などに精進しています。

弊社媒体で、不妊治療施設と子どもが欲しいと願うご夫
婦の架け橋となるよう、2003年に立ち上げた不妊治療情
報センター・funin.infoは業界にも浸透し、信頼は厚く、

インターネットでの病院情報はじめ、刊行本となる
『funin.info』や『i-wishママになりたい』の発行は、これま
でに20冊以上を数えます。

アカデミックな路線での編集姿勢から、ドクターの著者本
や病院ホームページ制作も請け負っています。

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。

シオンについて 谷高社長から一言！！

株式会社 シオン

代表取締役社長 谷高 哲也
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-2-7 新栄ビル401
TEL 03-3397-5877 http://www.funin.info

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 03-3397-5877まで、直接ご連絡お願いします。

シオンの発行書籍は、書店販売のほか全国約3000の産婦

人科や行政窓口にも啓発配布しています。

このスタイルは私たち独自のもので、さらに熱意ある医師と
連動して大切な情報を書籍化したり、イベントを企画するな
どの活動にも取組んでいます。

コーレアをご覧のみなさま、出版、制作物などでのご相談がありましたらご連絡を！

不妊治療情報センター
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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
株式会社3CS restaurant http://www.3cs.co.jp/

〒105-0004 東京都港区新橋2-9-4 乾杯ビル
TEL 03-3591-5970 ／mail inagarag@3cs.co.jp

居酒屋激戦区で２０年以上
お客様の支持を集める飲食店集団
その鉄人の技がご家庭で！！

いながらグルメ

ＰＲ情報

株式会社 ハローハロー http://www.hallo-halo.co.jp/

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-4-11
TEL 03-3402-8686 FAX 03-3402-8681（担当：栗原様）

【ＮＯＫＯ・ＯＨＮＯ】新店舗
丸の内店がオープン！！

ハローハロー デザイナー

ＰＲ情報

3月に、【NOKO・OHNO丸の内店】がオープンいた
しました。その記念といたしまして「Coreea」に掲載
していただく運びとなりました。「渋谷東急プラザ
店」・「銀座ニューメルサ店」も掲載していただきまし
て、たくさんのお客様に
ご来店いただけましたの
で、今回も楽しみにして
おります。周りにはスー
パーブランドが多数ござい
ますので、お近くに寄られ
た際は、ご来店の程、
心よりお待ちしております。

株式会社百歳万歳 http://www.100sai.co.jp/

〒157-0033 東京都渋谷区猿楽町2-1
TEL 03-3461-1012 （担当：植松 紀子 編集局長）

高齢者に生きがいと
健康のお届け「百歳万歳」

『百歳万歳』は、創刊
30年、日本で唯一の

シニア向け月刊誌です。

昭和53年に創刊され、

老人クラブなどの組織に
加入 しているシニア層を

中心に読み続けられて
いる本格的な情報誌です。

定期的に、誌友に会う
ための交流会や各種
講習会等も開催しております。

『百歳万歳』定期購入者は5万名ですが、対象のほとんど
が会員740万人を抱える老人クラブ組織です。読者の約2
割が回覧をされています。つまり、1クラブ60人として40万

人に読まれていることになります。

高齢者向けのビジネスをされている方、広告出稿
お待ちしております。

立ち読みはWEBへ

百歳万歳
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2011年、日本の企業よ！経営力をアップさせて生き残れ！

社長力社長力をを高高めるめる！！55月期月期経営力アップ経営力アップセミナーセミナー

成功している経営者には、いろいろな共通点があることが分かりました。分類すると、8つの共通要因・11の内面要因・
10のオペレーション（会社運営）パターン・4つの行動パターンが、不思議なくらい符合することを見出したのです。私た
ちはこれを「成功している経営者の法則」と呼んでいます。

面白いのは、この法則は「成功している」すべての経営者に当てはまる、ということ。会社規模や業種は全く関係ありま
せん。年商5,000億円の大企業を引っ張る大物経営者でも、中小企業の社長でも、ベンチャー企業の若手経営者でも、
成功している経営者は皆、共通点を持っているのです。逆の言い方をすれば、どんな規模・業種の会社経営者の方で
も、この法則を取り入れることで、会社を盛り上げていくことができる、ということです。

フォーバルでは、日本の浮上は中小企業が元気になることをなくしてありえない、と考えています。みなさんに元気に
なっていただくための、経営者支援セミナー、今回はすべて無料です。この機会にぜひ受講してみてください。

【マーケット開拓セミナー】・・・なぜ日本だけでは生き残れないのかその理由が明確に！

『中小・中堅企業が勝ち残るための海外進出』
①5/18（水） 製造業編
②5/20（金） 小売・サービス業編

【企業理念・ビジョン確立セミナー】
③5/10（火） 『顧客と利益を呼ぶ！ビジネスに成功する会社の理念』
④5/23（月） 『これが経営者の出発点！伸びる会社のグランドデザインの描き方』

【Web活用セミナー】・・・ホームページからお客を呼び込む最新情報を！

⑤5/11（水） 『経営者のためのTwitter入門』
⑥5/24（火） 『あなたの会社のWeb運用、間違えているのはココだ！』

【売上アップの秘訣セミナー】・・・明日からすぐ使える売上アップの秘訣とフォーバルの営業ノウハウを！

⑦5/19（木） 『中小企業の売上をすぐにアップする方法』
⑧5/26（木） 『社長の視点で変わる！売上倍増の秘策』

【企業の底力徹底アップセミナー】・・・社会貢献でみるみる利益が上がる不思議な底力を！

⑨5/12（木） 『これで他社と差別化できる！競合に打ち勝つ方法』
⑩5/17（火） 『あなたも明日からできる、成功している経営者の共通点』

ＮＥＷＮＥＷ

大人気！大人気！
満席続出満席続出

フォーバルフォーバル3030年の経営ノウハウ！年の経営ノウハウ！

勝ち組はここ！勝ち組はここ！

ＣＲＭは勝ち組企業の証！

お申し込みの方はホームページからお申し込みください。
セミナーお申し込みＵＲＬ

http://forval-consul.com/seminar/
または以下のように検索してください。

お問い合わせは：0120-4086-53

フォーバル コンサル 検索 クリック！

無料無料
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⑦東京都新宿区／旅行代理店
旅行関係に強い、24時間365日対応の

秘書センターを探しています。
フォーバル担当：大野 文子

（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

フォーバル ビジネスマッチング掲示板 応募・登録用紙

（キリトリ）

御社名： ご担当者様：

電話番号： － －

１．詳細情報を希望する ／ ２．情報を掲載する
どちらかに丸
をして下さい

ご依頼内容：

メール：

①神奈川県相模原市／リフォーム会社

税金対策、節税に強い税理士さん、会計士
さんを探しています。

現在の契約は、月額2.5万円＆決算期15万円。
訪問は決算期のみです。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

②東京都港区／化粧品メーカー

労務管理を簡素化したいです。
現在は正社員6人の労務管理をタイムカード
で記録し、社長自身が処理しています。

また、アルバイトが30人おり、その労務処理
は社員に任せているが、これも簡素化できた
らしたいです。

フォーバル担当：照井 隆之

④神奈川県小田原市／ケータイショップ

社員のヘアアレンジ研修をしたいです。
1日講習会で3万円程度を希望しています。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑤東京都大田区／アルミ総合商社

アルミの加工屋さん大田区近郊で探してい
ます。ご紹介ください。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

③東京都中央区／アミューズメント施設運営

全国75店舗を運営しています。今期に運営シ
ステムの総入れ替えを検討しています。

売上管理、ゲームのメダル管理など応用が
利くシステムで全国の店舗をVPNで組みたい。

予算は1億8千万円。アミューズメント系の
システム開発をしている業者を探しています。

フォーバル担当：岩崎 慶太

⑥東京都品川区
エレベーター管理会社

人材募集はしているが若い人
がこない。

エレベータ管理会社などに特化

している人材派遣会社があれ
ばご紹介ください。

フォーバル担当：釜田 寛之

⑦神奈川県大和市
空調設備会社

LED照明を拡販するにあたりプ
ロモーションや実行のノウハウ

がないので、ビジネスコンサ
ルタントさんのアドバイスが欲
しい。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑧東京都新宿区／旅行代理店

旅行関係に強い、24時間365日

対応の秘書センターを探して
います。

フォーバル担当：大野 文子

お客様同士の出会いをフォーバルが仲立ちいたします！

この掲示板を見て、ピンと来た
方は、下記用紙に必要事項を記
載の上、フォーバル担当にお渡
しください。↓↓↓↓
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(3) 配転命令、出向命令、転籍命令について
人事権の行使としての配転命令、出向命令、転籍命令についても、業務上の必要性があり、本人の職業上・生活上の不利益と比較考量して、それらの命令が人
事権の濫用と認められる場合には、同命令は無効となります。

(2) 降格について
人事権の行使としての降格についても、相当の理由がなく労働者の不利益が大きければ、人事権の濫用として無効と考えられています。震災という不可抗力
で欠勤せざるを得なかったのに、これを理由に降格する処分には、相当の理由は認められないでしょう。

(1) 懲戒処分について
懲戒処分については、懲戒処分が客観的に合理的な理由を欠き、または社会通念上相当として是認し得ない場合には懲戒権の濫用として同懲戒処分は無効
となることを示した判例があります（最判昭58年9月16日）。この判例に従えば、上記の場合は懲戒権の濫用として懲戒処分は無効になるでしょう。

03-5367-0970

弁護士　堀　真知子
ほり　まちこ

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　堀　真知子

　今回の東日本大震災では、時間が経つにつれ想像をはるかに超えた被害が明らかになり、未曾有の災害に言葉を失うばかりです。
被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。
　さて、今回のような震災が起こった場合、個人の生活に影響がでるのはもちろんのこと、企業の活動にも大きな影響が生じます。
　そこで、ここでは、今回のような震災に伴って会社に生じる法律問題のうち、主に労働関係について、いくつかお話ししたいと思います。

　今回の震災でも交通機関が止まったことによる帰宅難民が大勢出ましたが、このように震災で交通機関が止まったこと等の理由で労働者が欠勤した場
合、会社は給与を支払わなければならないのでしょうか。
　まず、会社とその社員の間には、労働契約（雇用契約）が結ばれていますが、その契約の主たる内容は、労働者が労働を提供し使用者がその報酬を与えるこ
とです（民法623条）。
　震災のために社員が欠勤する場合、社員はその契約上の労働提供義務を履行しないことになりますが、震災は不可抗力ですので、会社も社員もどちらも悪
くありません。この場合、労働の提供と対価関係にある報酬の支払については、民法上の危険負担という考え方で処理されます。つまり、「当事者双方の責め
に帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」という民法上の規定に従
い（536条1項）、社員は、労働の反対給付である賃金を受ける権利を有しない、ということになります。従って、会社は労働者に給与を支払う義務はないもの
と考えられます。

震災に伴う法的問題について

弁護士シリーズ  第 20 回

1. 　震災を理由とした労働者の欠勤

　では、社員が震災のために欠勤せざるを得ない場合、その社員に対して懲戒処分、降格、配転命令、出向命令、転籍命令等の不利益処分を行うことはできる
でしょうか。
　これについては、以下の理由により、不利益処分を行うことはできません。

2. 　震災を原因とした欠勤による労働者に対する不利益処分

　今回の震災では、計画停電により休業した会社も多かったことと思います。では、地震に伴う計画停電の際に、計画停電の
時間帯以外の時間帯を含めて１日全部を休業とした場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
　まず、労働基準法第26条では、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当を支
払いなさい」と定められています。そして、地震に伴って実施される計画停電は、会社の都合と関係なく行われるものですの
で、計画停電の時間帯を休業とすることは、原則として、「使用者の責に帰すべき事由による休業」にはあたらないと考えら
れます。
　しかし、計画停電の時間帯以外の時間帯については、必ずしも休業しなければならないわけではないため、原則として労
働基準法第26条に定める「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると考えられます。但し、この場合でも、他の手
段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが
企業の経営上著しく不適当と認められる場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しない余地はあるでしょ
う。
　さらに、従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業だけではなく、天災地変等の
不可抗力による休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている会社が、計画停電に伴う休業
について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることについては別途の考慮が必要です。この場合、労働
条件の不利益変更に該当するため、労働者との合意等、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更
手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更し、支払わないとすることはできません。

　なお、上記の地震に伴う休業に関する取扱いを含む労働基準法等に関するＱ＆Ａについては、厚生労働省のホームページ
「平成２３年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するＱ＆Ａ（第２版）」に掲載されていますので、ご興味のある
方はご一読下さい。

3.　計画停電による休業について

IT 法務
■電子商取引・ソフトウェア開発・ク
ラウドビジネス等新規 IT サービスに関
する法務一般
■IT サービス関連の紛争（開発トラブ
ル等）に関する相談
■知的財産権（著作権、特許権）
■各種契約書の作成、レビュー（ライ
センス契約・システム開発委託契約・
共同開発契約・合併 契約等の契約書作
成、システム開発を巡る紛争の対応等）
企業法務（会社法関係）、不動産関係事
件（建物明渡訴訟）、家事事件

【得意分野】



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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こんにゃくの日

1989年、全国こんにゃく協同組合連合会が制定
「こ(5)んに(2)ゃく(9)」の語呂合せ

29日

(日)

映画監督：ジョージ・ルーカスの誕生日（1944年）
映画監督：ロバート・ゼメキスの誕生日（1952年）
映画監督・女優：ソフィア・コッポラの誕生日（1971年）

14 日

(土)

掃除機の日

1986年、日本電機工業会が「お掃除の日」として実施
1997年に「掃除機の日」に改称された

30日

(月)

ヨーグルトの日

ロシアのメチニコフ博士の誕生日
ヨーグルトを研究し、ブルガリアに長寿者が
多いのは乳酸菌のおかげであることを突き止めた

15 日

(日)

世界禁煙デー

1989年、世界保健期間（WHO）が制定
国際デーのひとつ

31日

(火)

28日

(土)

27日

（金)

26 日

(木)

25 日

(水)

24 日

(火)

23 日

(月)

22 日

(日)

21 日

(土)

20 日

(金)

19 日

(木)

18 日

(水)

17 日

(火)

16 日

(月)

カクテルの日

米国の雑誌『バランス』の1806年5月13日号に
「カクテル」という名称が初めて登場した

海上保安の日

1948年、海上保安庁が「開庁記念日」として制定
2000年より「海上保安の日」に改称

ミュージシャン：泉谷しげるの誕生日（1948年）
お笑い芸人：浜田雅功の誕生日（1963年）
サッカー選手：松井大輔の誕生日（1981年）

日本気象協会設立記念日

1950年、気象庁の外郭団体である
気象協会が設立され、業務を開始

メイクの日

Japan Make-up Artist Networkが制定

「メイ(May)ク(9)」の語呂合せ

ゴーヤーの日

1997年、JA沖縄経済連と沖縄県が制定

「ゴー(5)ヤー(8)」の語呂合せ、出荷シーズンでもある

博士の日

1888年、伊藤圭介（植物学者）、菊池大麓（数学者）をはじ
め25人の学者に博士号が授与され、日本初の博士誕生

コロッケの日

コロッケなどの冷凍食品を製造する「味のちぬや」が制定

「こ(5)ろ(6)っけ」の語呂合せ

レゴの日

ブロック玩具「レゴ」を販売するレゴジャパンが制定

「05」を「レゴ」と読む語呂合せと、「こどもの日」から

名刺の日

日本名刺研究会が制定
「めい(May)し(4)」の語呂合せ

憲法記念日

“日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する"国民の祝日

えんぴつ記念日

1886年、眞崎エンピツ製造所（三菱鉛筆）が
日本初の工場生産によるエンピツの販売を開始

扇の日

1990年、京都扇子団扇商工協同組合が制定
『源氏物語』では女性が光源氏に扇を贈っていることから
「こ(5)い(1)」(恋)の語呂合せ

ゴルフ記念日

1927年、第1回全日本オープンゴルフ選手権大会が
横浜の程ヶ谷 カントリー倶楽部で開催された

13 日

(金)

百人一首の日

1235年のこの日、藤原定家によって
小倉百人一首が完成された

12 日

(木)

ル・マンの日

1923年、自動車耐久レースの 高峰ル・マン
24時間耐久レースの第1回大会が開催された

11 日

(水)

食堂車の日

1899年、山陽鉄道・京都～三田尻(現在の防府)で
日本初の食堂車が走った。メニューは洋食のみ

10 日

(火)

伊達巻の日

厚焼き卵などの寿司具を製造する千日総本社が制定
伊達巻の名前の由来という説のある伊達政宗の忌日

9 日

(月)

キスの日

1946年、日本で初めてキスシーンが登場する映画
佐々木康監督の『はたちの青春』が封切りされた

8 日

(日)

国際生物多様性の日

1994年、「生物の多様性に関する条約」
締約国会議で制定。国際デーの一つ

7 日

(土)

小学校開校の日

1869年のこの日、京都市に日本初の小学校
「上京第二十七番組小学校」が開校した

6 日

(金)

世界計量記念日(World Metrology Day)

2000年より実施。1875年、フランス政府の提唱により
「メートル条約」が欧米17か国間で締結された

5 日

(木)

ボクシング記念日、チャンピオンの日

1952年、白井義男が日本人初の
ボクシング世界チャンピオンに

4 日

(水)

ファイバーの日

「ファイバーアカデミア」が制定
「ファ（5=ファイブ）イ(1)バー(8)」の語呂合せ

3 日

(火)

世界高血圧デー、高血圧の日

世界高血圧連盟が2005年に制定
日本では2007年から「高血圧の日」として実施されている

2 日

(月)

大相撲立行司：38代式守伊之助の誕生日（1948年）
俳優：ピアース・ブロスナンの誕生日（1953年）
歌手：ジャネット・ジャクソンの誕生日（1966年）
プロ野球選手：下柳剛の誕生日（1968年）

1 日
(日)

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5月 ♦
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大分県生まれ 福岡コミュニケーション
アート専門学校漫画コース卒業。某似
顔絵師のもとで2年間の修行を経て、
2010年よりゼナに所属。明るく楽しい
似顔絵がモットー。
のんびりした癒し系の性格を作風に表
現し、お客様より笑顔と感謝をいただ
いています。カラフルな色使いとコミカ
ルな構図が、20～30代の女性からの
評価を得ている。

薄紫の藤の花が静かに美しく風に揺れてい
ます。言葉数は少ないほうがかえって印象
を残せることもあります。

仕事★★☆☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

色とりどりのカーネーションがこう言ってい
ます。母親に感謝しましょう。あなたの運の
土台を豊かにしてくれます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

ツバメが巣からピュンと飛び出しました。出
発のときを迎えました。勢いよくスタートを
切りましょう。

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・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。

青嵐が通り過ぎました。一瞬、心がかき乱さ
れる出来事がありそうですが、実害はありま
せん。

仕事★★★☆☆
恋愛★★☆☆☆
金運★★★☆☆

鯉のぼりが仲良く並んで泳いでいます。
チームワークが大切だと教えてくれてい
ます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★☆☆☆

茶摘みの姿が見えています。収穫の時期
です。これまでのあなたの努力も実を結ぶ
でしょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★★★

美しい薔薇が大輪の花を咲かせました。
少しお金をかけて、贅沢にすることが成
功の鍵です。

仕事★★★★★
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

松蝉の声がシャンシャンと賑やかに響いていま
す。大勢で楽しいときを過ごすことが出来そうで
すよ。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

若葉が春風の中、緑色に輝いています。あ
なたの内に宿る永遠の若さに気付いてくださ
い。年齢に囚われる気持ちを手放すことで全
てが上手く行きます。

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「9」

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「9」を足します。 7+9=16 1+6＝7

※ 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7です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

似顔絵師

早田 那美
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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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