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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ０１２６ － 国産健康茶専門店 横濱 いせぶらカフェ

代表 川井 喜和
〒231-0045 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町6-146 川本屋内
TEL 045-261-5995 / FAX 045-261-5991

伊勢佐木町の老舗茶舗「創業明治年間川本屋」の一角に
オープンいたしました。茶器や茶箱が並び、茶香炉から香
ばしい香りが漂う店内は、心安らぐ雰囲気に満ちています。
店内では、さまざまな健康茶セットをお楽しみいただける
他、煎茶や抹茶、オリジナルスイーツも用意されています。

http://www.rakuten.ne.jp/gold/kawamotoya/

横濱 いせぶらカフェ

【カフェメニュー（一例）】
・血液さらさらセット ¥500

（明日葉茶）＋（くま笹茶）
・女性の味方セット ¥500

（よもぎ茶）＋（柿の葉茶）
・体脂肪抑制セット ¥500

（杜仲茶）＋（桑の葉茶）
・特選煎茶セット ¥500
・抹茶セット ¥700

【お持ち帰りスイーツ（一部）】
・いせぶらパウンド

宇治抹茶/和の果実
1ピース ¥210
1本 ¥1,680

・いせぶらまふぃん
宇治抹茶/玄米茶/いせぶら茶/ほうじ茶 1個 ¥250

はじめまして。
当店は、伊勢佐木町の国産健康茶専門店です。

当店は、「健康茶専門カフェ」
として国産健康茶のほか、
煎茶や抹茶、オリジナルスイ
ーツなど幅広く取り揃えて
おります。

「健康茶」は、皆様の生活に
おいてあまり馴染みの無い
ものかもしれませんが、
私たちの健康をサポートして
くれる、体にやさしいお茶です。
そんな「健康茶」を、私どもは
より身近なものにしていきたい
と思っております。

厳選した健康茶やオリジナルスイーツとともに。
どうぞごゆっくりお過ごしくださいませ。

川井代表から一言 メニュー

今月のおすすめ健康茶

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 045-261-5995まで、直接ご連絡お願いします。

静岡県産「べにふうき」（ノンカフェイン）

今年は花粉が例年の10倍。

含有成分「メチル化カテキン」が
アレルギー反応を抑制します。

いせぶらカフェ様のべにふうきは
静岡県産で飲みやすく、安心。
花粉の季節にぜひお役立てください。

横濱 いせぶらカフェ

〒231-0045
神奈川県横浜市中区
伊勢佐木町6-146 川本屋内

営業時間：
月～日曜 10：00～19:00

アクセス：京急「黄金町駅」より徒歩3分、
地下鉄「阪東橋駅」より徒歩3分、JR「関内駅」より徒歩15分

MAP

割引チケット

カフェメニュー

このチケットをご持参の上、ご来店ください。
注意：本券は無期限、１回限りのご利用となります。

横濱 いせぶらカフェ
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このLED看板の特徴は、見ていて

飽きないということです。

カラーバリエーションも豊富なので、
グラデーションしていく様子は、
まるでエレクトリカルパレードのよ
うです。

フォーバルにホームページを任せ

ていただいているので、You 
Tubeの動画を掲載したいと思

います。

ぜひ皆様ご覧ください！

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！！
工事代金10％OFFでご奉仕いたします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２７ － 集客力抜群のＬＥＤ看板！ タクト工芸

代表 坂本 茂紀
〒203-0054 東京都東久留米市中央町3-13-12
TEL 042-471-0950 http://www.kanbanya.tv/

タクト工芸

タクト工芸 株式会社

カッコいい看板を作りたいというお客様の
思いをカタチにします。最新のLEDを使用した看板は
ムード満点です。お店の集客にたいへん効果的なので
ぜひ一度サンプルをみてください。

オススメ商品

コーレア読者に限りまして

工事代金10％OFFいたします。

（担当Webアテンダント 竹之内 賢輔）

メリット
・LEDならではの省エネ

・夜に映える光の演出が自在

私たちは、お客様と
打ち合わせを行い、

お客様の店舗イ
メージ・企業イメー
ジ・そして利益に
繋がる看板を創造
します。皆様と親身
な相談が出来る身近
な看板屋です。

抜群の集客効果を発揮します。
・カラオケ・ホテル・漫画喫茶・BAR
・美容室・パチンコ・クラブ・ダイニングなどにオススメ

坂本社長から一言

お見積やご相談は無料ですのでお気軽にお電話ください。
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西麻布エーライフ（株式会社エーライフ）

エーライフ様は、六本木エリアを中心に飲食店・パーティー
&イベントスペースを3店舗運営されています。
店舗以外でも野外での2万人規模のイベントを行うなど、
空間提供だけでなく、独自のイベント（海外・国内アーティ
ストを招待して等）・パーティーの企画展開なども随時実施
されています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２８ － 西麻布・六本木のエンターテイメントスペース エーライフ

記念パーティーに興味を持たれた方は、直接ご連絡お願いします
TEL 03-5775-2905（担当：伊東様）まで

西麻布 エーライフ

〒160-0031 東京都港区西麻布1-7-2 ECONACH西麻布ビル
TEL03-5775-2905 http://www.e-alife.net/ Mail:y.ito@e-alife.net

エーライフ様は、雰囲気の異なるイベントスペースを3フロ

ア有しています。各階、個性の違うテイストになっています
ので、イメージにぴったりのフロアがきっと見つかるはず。

席の配置等も自由に変更し、自由度の高いセッティングが
可能。また、全フロアに「DJブース」「スクリーン」など音響

設備が整っていますので、お客様の自由な発想を、最大
限生かせる空間となっています。経験豊富なプランナーに
サポートしていただけますので、お気軽にご相談ください。

9周年記念パーティー

『西麻布エーライフ(alife)』の
9周年記念パーティーが、
7月15日(金)～17日(日)の3日間

開催されます。

15日(金)、16日(土)は20時オープン、
17日(日)は21時オープン予定です。

今年は『Heart to Heart』をテーマに、

皆様の笑顔と共に心と心が繋がるよう
な楽しく温かみのある時間と空間を
ご提供したいと思っております。

フリーフードサービスやウェルカムシャ
ンパンと共に、先着でノベルティグッズ
をプレゼント！アーティストやDJによる

ライブ・音楽もお楽しみいただけますの
で、ぜひお誘い合わせの上、ご来店く
ださい。

オススメ商品・サービス

企業の皆様には、季節の行事・社内の親睦会等の
貸切パーティーがオススメ！
（例：暑気払い、親睦会、忘・新年会等）

御予算・御要望に合わせ、参加者の満足にお応えいただける
よう対応していただけます。

また各店舗、様々なイベント開催や少人数パーティーの受付
もされていますので、仕事帰りや週末はぜひ同僚の皆様と
気軽にお立ち寄りください。

パーティーに招待を希望される方は、お手数ですが、y.ito@e-alife.net 宛に、
件名に『エーライフ9周年記念パーティー招待』と記入の上、内容に、『会社名』『来場予定の
方の氏名』をご記入いただき、ご送付ください。 （7月7日(木)〆切）

パーティーの詳細は、こちらをご覧ください→ http://www.e-alife.net/

お申込み方法

会社紹介
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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 03-6820-9510まで、直接ご連絡お願いします。

濃厚フレッシュスープとコシの強い卵麺が自慢のお店。
豚のゲンコツ、背ガラ、頭などを丸一日じっくり
炊き上げるスープは、その日のうちに使い切り
決して次の日に持ち越さないのがこだわりです！

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１２９ － 素材にとことんこだわる豚骨ラーメン専門店 道楽

法則・その1 誰が食べても大満足の味

法則・その2 小資本で独立可能

法則・その3 バックアップ体制が充実

■鮫洲本店
品川区東大井1-21-9
TEL.03-3472-9139

■蒲田店
大田区蒲田5-43-9
TEL. 03-3734-0155

■川崎店
川崎市川崎区元木2-2-23
TEL.044-344-4536

■洗足池店
大田区東雪谷1-1-5
TEL. 03-5499-3489

■新宿店
新宿区新宿2-7-5
TEL. 03-3350-1078

■巣鴨店
豊島区巣鴨1-2-1
TEL.03-6304-1209

店舗一覧

フランチャイズ加盟店募集

■チャーシューメン
900円

■ネギラーメン
800円

■ノリラーメン
800円

ボリューム満点のラーメン

興味を持たれた方は、
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御社のお力になります。御社のお力になります。
こんな困った・・・を解決します。こんな困った・・・を解決します。

社員の給与、スキルなどの情報を一元管理したいな・・・社員の給与、スキルなどの情報を一元管理したいな・・・社員の給与、スキルなどの情報を一元管理したいな・・・

人事労務って管理が面倒だな・・・人事労務って管理が面倒だな・・・人事労務って管理が面倒だな・・・

電子化してもっとコスト減らせないかな・・・電子化してもっとコスト減らせないかな・・・電子化してもっとコスト減らせないかな・・・

法改正のたびに対応するのって大変だな・・・法改正のたびに対応するのって大変だな・・・法改正のたびに対応するのって大変だな・・・

ご興味のある方は、
フォーバル担当にご相談ください

セミナーのご案内

参加費無料

奉行interactiveフェア２０１１奉行interactiveフェア２０１１

詳細：
http://www.obc.co.jp/interactive/
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（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：

②東京都中央区／建築業

地震など災害時に社員の安否を確認で
きるシステムを導入したい。携帯などの端末
から簡易的に出来るシステムが希望です。
ただし、高額なものは導入できません。

フォーバル担当：岩崎 慶太

③東京都中央区／牧場運営

競走馬のノベルティーグッズを作成希望。

今までは、ボランティアで作ってもらっていた
ので、制作費としての予算はそこまで出したく
ないそうです。安く作れるところがあれば。

フォーバル担当：江見 徹矢

⑦東京都新宿区
セールスプロモーション会社

全国展開しているクーポンサイト
（http://cpstyle.jp/）の地域エリア運営

をお任せできる地域パートナーを募
集しています。

クライアントのサイト掲載料は0円！
非常に強い競争力のあるサービスモデ
ルです。ロイヤリティーも無く、既存ビジ
ネスと容易に連携・拡大も可能な事業で
すので、ご紹介ください。

フォーバル担当：庄田 達司

⑨神奈川県川崎市
スピード写真プリント会社

スピード写真機の設置事業

をしており、写真機の設置
場所を提供して頂ける
オーナー様を探しています。

場所を提供して頂ければ、
オーナー様の資金負担は
なく設置させて頂きます。

フォーバル担当：楢原 一基

⑧東京都品川区
フードコンサルティング事業

フランチャイズ加盟店募集です。

今後、飲食店産業に進出を検
討されている企業さんがいらした
ら、まずはFCに加盟していただき、
ノウハウを全て伝授いたします。

フォーバル担当：伊辺 光広

⑥東京都練馬区／大工工事業

個人的に使用している革財布を修理したい。
ブランド物では無いので、受け付けてくれる業者
が無い。首都圏近郊で修理してくれる会社を探
されています。

フォーバル担当：宮地 弘

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。↓↓↓↓

①神奈川県川崎市
外壁塗装会社

社員のビジネスマナー研修
をお願いしたい。社員2人をがっ
ちり2～3日でビシバッシ鍛えて
欲しいです。5～6万円でやって
いただけますでしょうか？

フォーバル担当：竹之内 賢輔

④東京都大田区／硝子店

貼ったりはがしたりが自在な遮熱フィルム
メーカーさんを紹介してください。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑤東京都港区 ソフトウェア開発会社

フリーペーパーのバックナンバーをiPhone
のようなスマートフォンで作りたい。

フォーバル担当：江見 徹也
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ご経営者様・人事・総務の皆様へ

働く人にやさしいオフィス環境作り、はじめませんか？

► マスキング効果 ► イメージ効果► メンタルヘルスケア効果

お使いいただいている企業様の声

オフィスはいま、単に仕事をするだけの場所から、人生の多くのオフィスはいま、単に仕事をするだけの場所から、人生の多くの

時間を過ごす生活の場、コミュニケーションや創造性を向上させる時間を過ごす生活の場、コミュニケーションや創造性を向上させる

空間へと変化を求められています。また、企業はうつ病やストレスと空間へと変化を求められています。また、企業はうつ病やストレスと

いった問題に対しても、取組みが必要となっています。いった問題に対しても、取組みが必要となっています。

USENUSENは音の力で、快適なオフィス環境作りをお手伝いします。は音の力で、快適なオフィス環境作りをお手伝いします。

受付にBGMを流し始めると、入ったときの印象が

明るくなったばかりか、社員の言動が自然と丁寧

になりました。知らず知らずのうちに、影響を受け

ているんですね。(空調機器メンテナンス会社)

A社

B社

C社

応接室、会議室は上部までパーテーションで区

切っていても、隣室の声が漏れるのが気になって

いました。BGMを導入してからは会話内容が聴き

取りにくくなり、助かっています。(デザイン会社)

時間帯でBGMを変えて流すと、1日のメリハリがつ

くようです。午後の眠くなる時間にラジオ体操をし

いますが、社員にも好評です。ノー残業デーも早く

帰社するようになりました。(商社)

内容の漏洩防止

にも効果を発揮し

ます。

OA機器の音など想像以上にノイズの

多いオフィス。小音量でBGMを流すこ

とで音のカーテンを作り、ノイズを軽減

することができます。結果、個人が集中

しやすい環境を作るほか、大切な会話

企業のイメージを決定づける受付や窓

口では、BGMはイメージ戦略ツールの

役割も担います。第一印象の実に38％

は「聴覚から得る情報で決定される」と

いわれます。信頼感、安心感、親しみ

す。B G Mは空間

演 出 の 大 切 な 要

素なのです。

音楽に慰められたり、元気づけられた

りした経験は誰でもお持ちでしょう。

ゆったりとした美しい音楽を聴くと、心

が落ち着くなど、音楽は目には見えま

せんが、メンタルにも大きく働きかけま

目には見えないけれど、目には見えないけれど、
環境環境BGMBGMにはこんな効果があるんです！にはこんな効果があるんです！

音（音（BGMBGM）の力をうまく取り入れて）の力をうまく取り入れて
ストレスフリーのオフィスを目指しましょう！ストレスフリーのオフィスを目指しましょう！

►► 500500を超えるチャンネルバリエーションを持つを超えるチャンネルバリエーションを持つUSENUSEN♪♪

日本屈指の録音スタジオを持ち、オリジナル日本屈指の録音スタジオを持ち、オリジナルBGMBGMも制作していますも制作しています

や す さ … B G M で

印 象 を コントロー

ルできます。

詳しい資料詳しい資料 または体験デモまたは体験デモ

を ご 希 望 のを ご 希 望 の お 客 様お 客 様 に はに は

「快適なオフィス環境のための「快適なオフィス環境のための

BGMBGM ガイド＋ガイド＋ ノベルティー」ノベルティー」

を差し上げております。を差し上げております。

先着先着2020社様にプレゼント！社様にプレゼント！

「 オ フ ィ ス に 音 楽 が 流 れ て い る な ん て 想 像 が で き な い 」「 オ フ ィ ス に 音 楽 が 流 れ て い る な ん て 想 像 が で き な い 」

「 試 し て み た い 」 と い う お 客「 試 し て み た い 」 と い う お 客 様様 に は 、 デ モ （ 無 料 ） もに は 、 デ モ （ 無 料 ） も

行います。お気軽にご相談ください。行います。お気軽にご相談ください。

環境環境BGMBGM
体験デモ体験デモ
受付中受付中
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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！！66月期月期経営力アップ経営力アップセミナーセミナー

フォーバルでは、お客様に元気になっていただくための経営者向け無料セミナーを実施しております。

当社の営業をはじめ、役員に至るまで、これまでにいろいろな経営者の方々とお会いしてまいりました。そこでわかった
ことは、成功している経営者には、いろいろな共通点があるということです。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。
当社ではこれを「成功している経営者の法則」と呼んでいます。

その法則をみなさんに知っていただくことで、みなさんの経営に役立てていただくことが、私たちのみなさまへの恩返し
だと考えております。この機会にぜひ学んでみてはいかがでしょうか

【企業の”あり方“を確固たるものにする！】
①6/14（火） 『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』
②6/21（火） 『顧客と利益を呼ぶ！ビジネスに成功する会社の理念』

【経営者の考え方や決断に迫る！】
③6/8（水） 『業績が伸びている会社の、社長のものごとの決め方』
④6/23（木） 『伸びた企業はすべて当てはまる！成功している経営者の法則』

【事業戦略に悩んでいる方ココ！】
⑤6/7（火） 『さらなる飛躍へ！成功する新規事業の見つけ方！』
⑥6/15（水） 『あなたの会社の価値を知らず知らずの間に上げる方法』

【営業戦略・営業戦術を取り入れる！】
⑦6/16（木） 『経営者のための強い営業組織の作り方』
⑧6/22（水） 『あなたの会社の営業力不足を劇的に改善できる方法』

【新しいマーケット・・・外貨を稼いで利益を出す！】
⑨6/14（火） 『中小・中堅企業が勝ち残るための海外進出』

満席満席
続出続出

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

【Ｗｅｂの利活用が新規顧客を生む！】
⑩6/28（火） 『あなたの会社のホームページには、なぜ問い合わせが来ないのか』

大人気大人気
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① 仕事の内容が臨時的・ 補助的か、基幹的か
② 更新の回数
③ 雇用の通算期間
④ 契約期間管理の状況（更新手続が形式的だったり、杜撰だったりしないか）
⑤ 雇用契約継続の期待をもたせる言動や制度の有無
⑥ 労働者の継続雇用に対する期待の相当性

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　日向　祥子

　一般に、正社員といった労働契約に期間が定められていない労働者と、契約社員、パート、アルバイトのような労働契約に期間が定められている労
働者は、前者が「正規労働者」、後者が「非正規労働者」として区別されます。
　しかし、近年、バブル経済崩壊後の長期にわたる経済不況下で、雇用形態が流動化・ 多様化し、非正規労働者であっても正規労働者と同じように働
いている場合もあることから、単純に雇用形態の呼称だけを基準にして区別することに対する問題意識が生まれています。

　このような問題意識の表れの1つとして、労働契約が終了する際の問題があります。
非正規労働者について、労働契約の期間満了に際し、使用者が契約の更新を拒絶することを「雇止め」と呼んでいます。
　そして、特に仕事が一時的とか季節的とかいうわけではなく、契約更新を繰り返してきたような場合には、正規労働者の解雇の場合と同様、解雇権
の濫用ではないか厳しい基準で判断するべきとされる場合があります。
（ただし、正規労働者の解雇と非正規労働者の解雇では、解雇権の濫用ではないかの判断基準に合理的な差異が認められる場合もあります。）

　上記の「非正規労働者の雇止めであっても、正規労働者の解雇と同様に解雇権の濫用でないか厳しく判断するべきとされる場合」とは、有期雇用契
約が、実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない状態になっている場合や、有期雇用契約の更新に対する合理的な期待がある場合であるとさ
れています。

有期雇用労働者の雇止め

弁護士シリーズ  第 21 回

具体的には、以下のような要素がポイントになってきます

　「①仕事の内容が臨時的・ 補助的か、基幹的か」という点については、もちろん基幹的な業務を行わせている方が、有期雇用契約が、実質的に期間の
定めのない労働契約と変わらない状態になっているとか、有期雇用契約の更新に対する合理的な期待があるとか判断される可能性が高くなります。

　「②更新の回数」「③雇用の通算期間」については、2カ月という短い期間の有期雇用契約が5回更新されて10カ月になっただけでは足りないと判断
された例があり、また、1年間の有期雇用契約が4回更新されて通算期間が4年を超えた程度でも短いと評価されるようです。

　「④契約期間管理の状況」とは、更新手続が形式的で、契約書を作成しないことがあったり、契約期間が明確にされていなかったり、事後的に契約書
を作成したりしたような場合、有期雇用契約が、実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない状態になっているとか、有期雇用契約の更新に対す
る合理的な期待があるとか判断される可能性が高くなるということです。
　逆に、雇用契約の期間を明示して、期間満了毎に契約書をきちんと作成していれば、期間の定めがあることを非正規労働者に認識させていたと評価
されると感じています。
　また、契約書に更新の条件を明示することも重要であると思います。
ただし、契約書に記載してあっても、契約書を渡して何の説明もせず、判子を押して返してくださいね、というのでは不
十分です。更新の条件などに変更があった場合、変更点については労働者に説明しておく必要があるでしょう。

　「⑤雇用契約継続の期待をもたせる言動や制度の有無」という点について、まず言えることは、採用面接で「希望する
限り働き続けられる」とか発言したり、契約書に定年の記載をしたりすることは止めたほうがよい、ということです。
　逆に言えば、非正規労働者に対し、雇用継続の保証はなく、不安定な契約関係であることをしっかりと認識させてお
くことが必要であると思います。たとえば、契約社員から正社員に登用される条件を定めておくことや、正社員登用試
験を行うことは、正規労働者と非正規労働者の違いを認識させるために有効であると考えられます。

　「⑥労働者の継続雇用に対する期待の相当性」とは、他の非正規労働者が長年更新を繰り返して雇用されているとい
うような事情があった場合、有期雇用契約が、実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない状態になっていると
か、有期雇用契約の更新に対する合理的な期待があるとか判断される可能性が高くなるということです。

　以上のように、有期雇用契約が、実質的に期間の定めのない労働契約と変わらない状態になっているとか、有期雇用
契約の契約更新に対する合理的な期待があるというように判断され、正規労働者の解雇の場合と同様、解雇権の濫用で
はないか厳しい基準でみるべきであると判断されないために、会社として取れる予防手段はいくつかあります。しか
し、うっかり、契約更新の期待につながる発言をしてしまっているかもしれません。非正規労働者の労働契約手続きに
ついて、見直してみるといいかもしれません。

03-5367-0970
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

弁護士　日向　祥子
ひなた　しょうこ

【得意分野】
■一般事件
不貞行為に基づく損害賠償請求、労働審判・
訴訟（雇い止め）、　登記移転手続き請求
■家事事件
離婚（合意書作成・交渉・調停・訴訟等）、
内縁関係解消、監護、　養育費、渉外家事等
■倒産案件
破産（個人・会社）、個人再生
■企業案件
契約書レビュー（売買契約書、秘密保持契
約書等）契約書作成（業務委託契約書等）
債権回収、建物明渡
■その他　　入管事件、リーガルリサーチ



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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今回で１４回目を迎えました。今回で１４回目を迎えました。

従来、経営の柱とは、『人・物・金』 でしたが、近年ここに 『 情報 』 というキーワードが
加わるようになりました。 いわゆる 『 ＩＴ 』 です。 今や業務には、パソコン利用が必要
不可欠です。 しかし、ある日突然パソコンのデータが消えたら？業務が止まる事は
売上に多大な損失を及ぼします。 そこでフォーバルでは様々なお客様の事例をもとに
講義内容を作成して定期的なセミナーを開催しております。

■よくある一般的セミナー では・・・
外部講師による具体性が無い内容。

■フォーバルセミナー では・・・
現場経験を持つ社員が講師となり具体的。
実際のお客様の悩み・課題を集約しました。
だから分かりやすい。 自社にも例えやすい。

【 午前の回 】 ６月１７日（金） 10：30 ～ 12：00

【 午後の回 】 ６月１７日（金） 14：30 ～ 16：00

※ 午前又は午後、希望の回にご参加ください。

※午前・午後それぞれにて、同じ内容を講義します。

経営者、

マネージャ

必見！

経営者、

マネージャ

必見！

● ファイルが開けない！

● パソコンが壊れた！

● インターネットが繋がらない！

● 急な停電！パソコンどうなる？

● もし突然、データが消えたら！

自社のＩＴ環境を把握 ＩＴリスクに合った
効果的な対策を実施

ITセミナー事務局
ＴEL：0120-81-4086 担当 ： 高木
E-mail：seminar@forval.co.jp
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アインシュタイン記念日

1905年、アインシュタインが相対性理論に関する
最初の論文をドイツの物理雑誌に提出した
当時はスイス連邦特許局の無名の技師だった

30 日

(木)

オウムとインコの日

鳥類を飼養する人たちへの啓蒙活動など
を行う団体「TSUBASA」が制定
「オウム(06)インコ(15)」の語呂合せ

15 日

(水)

ヘレン・ケラー・バースデー

アメリカの社会福祉事業家、ヘレン・ケラーの誕生日
生後19カ月で猩紅熱の為に目・耳・口が不自由になったが、
家庭教師アン・サリバンの教育によって読み書きを覚えて
大学を卒業した

27 日

(月)

宮城県民防災の日 [宮城県]

1978年、M7.5の宮城県沖地震が発生した
県民の防災意識を高めるため、防災訓練が行われる

12 日

(日)

俳優・ナレーター：遠藤憲一の誕生日(1861年)

女優：藤原紀香の誕生日(1970年)

女優：水野美紀の誕生日(1974年)

28 日

(火)

鉄人の日

1987年、プロ野球広島東洋カープの衣笠祥雄選手が、
2131試合連続出場の世界記録を作った

13 日

(月)

星の王子さまの日

フランスの作家・飛行士の
アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの誕生日

29 日

(水)

世界献血者デー(World Blood Donor Day)

国際赤十字・赤新月社連盟、世界献血団体連盟、
国際輸血学会が2004年に制定

14 日

(火)

26 日

(日)

25 日

(土)

24 日

(金)

23 日

(木)

22 日

(水)

21 日

(火)

20 日

(月)

19 日

(日)

18 日

(土)

17 日

(金)

16 日

(木)

傘の日

1989年、日本洋傘振興協議会（JUPA）が制定
この日が「入梅」になることが多いことから

無糖茶飲料の日

無糖茶飲料メーカー・伊藤園が制定
「む(6)とう(10)」の語呂合せ

ロックの日

「ロッ(6)ク(9)」の語呂合せ
楽曲の方のロックの記念日

成層圏発見の日

1902年、フランスの気象学者テスラン・ド・ポールにより
成層圏が発見された

むち打ち治療の日

むち打ち治療協会が制定

「む(6)ちうちをな(7)おそう」の語呂合せ

ロールケーキの日

北九州市の「小倉ロールケーキ研究会」が制定
ロールケーキの「ロ」、断面が「6」の字に見えることから

老後の日

神戸市老人福祉施設連盟が制定

「ろう(6)ご(5)」(老後)の語呂合せ

蒸しパンの日

札幌市の日糧製パンが制定
「む(6)し(4)」の語呂合せ

漫画家：村上もとかの誕生日(1951年)

俳優：唐沢寿明の誕生日(1963年)

女優：長澤まさみの誕生日(1987年)

イタリアワインの日

2007年、イタリア大使館とイタリア貿易振興会が制定
イタリアの祝日「共和国記念日」にあわせたもの

世界牛乳の日(World Milk Day)

2001年、国連食糧農業機関(FAO)が制定
2007年、これに合わせて日本酪農乳業協会が
この日を「牛乳の日」とした

国際麻薬乱用・不正取引防止デー
(International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

1987年12月の国連総会で制定
国際デーの一つ

11 日

(土)

指定自動車教習所の日

1960年、道路交通法改正法が施行され、
公安委員指定の自動車教習所を卒業すると
運転免許取得時の技能試験が免除に

10 日

(金)

ドレミの日

1024年、イタリアの修道士グイード・ダレッツォが
「ドレミファソラシ」を利用した階名唱法を考案した

9 日

(木)

洋画家：岸田劉生の誕生日(1891年)

放送作家：小山薫堂の誕生日(1964年)

女優・タレント・歌手：南野陽子の誕生日(1970年)

8 日

(水)

日韓条約調印記念日

1965年、「日韓基本条約」等の調印式が行われた
この年の12月18日に日本と韓国との間で国交が回復

7 日

(火)

冷蔵庫の日

1985年、日本電機工業会が制定
暑い夏が来る前に冷蔵庫の点検を提唱

6 日

(月)

世界難民の日(World Refugee Day)

2000年12月、国連が「アフリカ難民の日」を改称して制定
1974年のこの日、「アフリカ統一機構難民条約」が発効した

5 日

(日)

元号の日

645(大化元)年のこの日、蘇我氏を倒した中大兄皇子が
日本初の元号「大化」を定めた
以来「平成」まで247の元号が定められている

4 日

(土)

考古学出発の日

1877年、大森貝塚を発見・発掘したアメリカの
動物学者、E.S.モース博士が来日した

3 日

(金)

独立記念日 [アイスランド]

1944年、アイスランドがデンマークから
独立を宣言

2 日

(木)

和菓子の日

1979年、全国和菓子協会が制定
菓子類を神前に供え疫病退散を祈った
という「嘉祥菓子」の故事に由来

1 日
(水)

15

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6月 ♦



雨蛙が楽しそうに、ケロケロと可愛いらし
い声で歌っているのが聞こえます。
あなたも声を出して歌ってみましょう。
心のモヤモヤがすっきりとするでしょう。

仕事★★☆☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

空に虹が出ました。
キラキラと輝く七色の光はあなたの明るい
未来を暗示しています。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

アイリスの蕾が開こうとしています。
あなたの埋もれた才能が開く可能性があ
ります。
新しいことにチャレンジしてみましょう。

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・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
小さなカエルグッズをお財布に入れたり
付けたりすると、「お金が帰る」といわれ
ています。

もうちょっとで長雨も終わりそう。
退屈な日々に変化が訪れるでしょう。
行動を起こす準備をしていてください。

仕事★★★☆☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

道端に咲く可憐なつゆ草の花が微笑ん
でいます。素直さ、謙虚さをいつでも、
誰に対しても忘れないでいてください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★★

かたつむりがゆっくり歩いています。
慌てず、マイペースでいきましょうよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

蛍がふわり、暗闇の中で光りました。
暗闇の中で光を捜し求めるよりも、自ら
光ってください。
あなたが変われば周りも変わります。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

初夏の風が吹いています。
風になった自分をイメージしてください。
あなたは本来、風と同じ。
いつでも自由になれるのです。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

紫陽花が雨を心待ちにしています。
恵みの雨はもうすぐ。
良い出来事が起こりそうですよ。
期待して待っていてください。

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 fortuneAngel 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「1」

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「1」を足します。 7+1=8

※ 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8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。

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3,100部

を発行しております。
※今月から横浜でもスタート

バックナンバーはこちらから
http://www.forval.co.jp/coreea/

STAFF
Editor in Chief 伊辺 光広
Senior Editor 竹之内 賢輔
Editorial Staff 久保 智広、村田 修一、
長谷川 昇、渡邊 真吾、岩崎 慶太、
加藤 委久夫、庄田 達司、武内 寛之、
椛澤 昌浩、宮地 弘、大野 文子、
海野 由香理、江見 徹矢 、
増田 洋一郎、岡本 亮、矢嶋 真弓、
蔭山 知宏、楢原 一基、田村 英治
Publisher 行 辰哉
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