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〒124-0006 東京都葛飾区堀切2-56-4
TEL 03-3694-6018 http://www.airq-kanki.jp

秀英 換気扇

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３０ － トイレ、浴室の換気扇の修理・交換なら 秀英へ

1.ご依頼

お電話、メールにて、換気扇の設置場所と故障状況を
お聞かせください。 お見積もりは無料ですので、

お気軽にご相談ください。

2.お見積り
ご依頼の内容に応じて、 修理に必要な部品を含めた
お見積もり書を作成いたします。

3.施工
ご依頼から最速1日で、お伺いいたします。

部品、製品の交換・修理を正確かつスピーディーに。

4.アフターフォロー

施工後のトラブルにも迅速に対応いたします。
安心してお任せください。

こだわり

エアコンから異音・振動がします・・・

モーターの軸ぶれ、ゴミの付着が原因です

■原因
1.換気扇のモーターの軸ぶれ

⇒経年使用で中心がズレて起こる症状です。
2.換気扇ファンへのゴミの付着

⇒ファンに付着したゴミが偏っていると、換気扇を

作動させた時にかかる遠心力によって回転が
ブレるため、このような症状が起こります。

■対応策
1.換気扇本体の交換をお勧めします

⇒特に、古い機器の場合などはモーターを交換する
よりも、換気扇本体を交換した方が低価格になる
のでお得です。

2.清掃をしてゴミを除去してみてください

⇒換気扇ファンを取り外して清掃するなど、ゴミを
除去するだけで解決する場合もあります。

ご依頼からの施工まで流れ

有限会社秀英

ご対応エリア

弊社の従業員が訪問した際に
低価格の材料費で施工を行い、
その日から安心して日常の生活が送れるよう、
できる範囲で工事を行うというものです。

そうしているうちにご要望が増え、現在では
水回りから電気工事、一部の内外装工事まで
できるようになり、お客様には重宝がられています。

弊社の従業員も親切丁寧な仕事と的確なアドバイ
スをモットーに、自信を持って従事しております。

ワンポイントアドバイス
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東海日動パートナーズ横浜（本店）

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい3-6-4
みなとみらいビジネススクエア2階(みなとみらい駅前)
TEL 045-227-5777 http://www.tnpy.jp/

東海日動パートナーズ横浜様は、東京海上グループ100％
出資の代理店です。あらゆる企業経営・家庭生活を守り、
安心と安全をお届けするための保険専業代理店です。
みなとみらい本店など２拠点で営業されています。

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みました」 と、
TEL 045-227-5777まで、直接ご連絡お願いします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３１ － 保険のトータルアドバイザー 東海日動パートナーズ横浜

法人向け・お勧めサービス

1件、1件バラバラに保険を手配していると管理も面倒な

上、事故の時も手続きが大変です。

【超ビジネス保険】なら、今までバラバラに入ってい

た保険がひとつにまとまるので、管理も手続きもスムー
ズになる法人様向けの保険です。

保険は難しい・・・という声をよく耳にします。
たしかにパンフレットには細かい文字が並んでおり、分
かりにくい印象を持たれている方が多いかもしれません。
しかしながら、専門家が隣について教えてくれさえすれ
ば、誰にでもご理解いただけるものです。「難しいと思わ
れている方は、これまでそういった機会に恵まれなかっ
たのではないでしょうか。

青葉台超保険ショップは、クラシック音楽の流れる中、
コーヒーなどを飲みながらゆっくりと保険の相談ができる
スペースです。

ご加入の保障内容を確認したいとき、家族構成などに変
更が生じたとき、保険金のご請求手続きの際など、いつ
でも気軽にご利用いただけます。青葉台超保険ショップ
で、保険との新しい付き合い方をはじめませんか？

超保険ショップ

※ 個人向けの【超保険】の取り扱いもございます
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有限会社クイックイン様は婦人服、紳士服等の
総合お直しをされています。

技術には他社に負けない自信があり、
仕上がりの質にはこだわりをもっております。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３２ － 洋服直しの技術に自信があります！！ クイックイン

クイックイン様は婦人服を中心に、紳士服、毛皮、レザー
製品、ハンドバックの総合お直しを行っています。

東京に2店舗、千葉に1店舗、計3店舗を運営。

百貨店からのスーツ等のお直しを中心に23年間されて

おり、プレタ商品を扱うことが多いため、技術には絶対の
自信あり。社員も熟練者が多く、1つ1つ丁寧に、早くお

直しをするように心掛けていらっしゃいます。

また、個人向けのサービスもあり、クリーニングに出して
も取れなかったシミ抜き、かけはぎも高度な技術で安心
してお任せすることができます。

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みました」 と、
TEL 03-3621-1688まで、直接ご連絡お願いします。

会社紹介 山本社長から一言

質の良いサービスを提供し、
納期を早くすることに
注力いたしております。

料金は決して安くはないです
ですが、他に負けない高い
技術力を持っているので、
価格競争にはなりません。

お客様のニーズに早くこたえ、
質の高い技術を提供して
おります。

親切、誠実、迅速な対応が、
わが社のモットーです。

有限会社クイックイン

代表 山本 喜四志
〒131-0033 東京都墨田区向島3-4-3-201
TEL 03-3621-1688

こんなことありませんか？

こちらをお客様のご希望に
添った形にお直し！！

祖母から貰った毛皮のコート・・・
高くて良いものだけど

形がちょっと・・・

店舗詳細

その他、ハンドバックの持ち手の交換、
ファスナー修理等も行っています。

山本 喜四志 社長

AN QUICK

住所：東京都墨田区錦糸3-2-1
アルカイースト2階

総武線 錦糸町駅 北口
半蔵門線 錦糸町駅 3番出口

徒歩30秒！！
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３３ － スペインワイン専門店 アルコスショップ

有限会社 アルコス

代表取締役 宮内恵美子
〒164-0003 東京都中野区東中野1-22-18
TEL03-5389-6040

ワインに対して高級なイメージを持たれている方も多いと思います。
しかし、スペインワインなら、フランスなど他国のワインと比べて
お手頃な価格で、深みのある上質な味わいを楽しむことができます。
また、アルコスショップ様のワインは、すべて体にやさしいオーガ
ニックワインです。「つくり手の顔が見えるワイン」にこだわり、
現地の生産者から直接買い付けたワインのみを販売されております。
デイリーワインとしても、プレゼントとしても最適なスペインワイ
ン。ぜひ、一度お試しください。

http://www.arcos-jp.com/

アルコスショップ

【1F 本場のスペインバルを再現】

★季節で変わるタパスはお皿のサイズでチョイス（350円・700円・etc）
ボタス（山羊皮で作った水筒）で飲む赤ワインがオススメ！1回100円で飲み放題！

【2F 本格スペインレストラン】

★スペインの良質な食材＆身体に優しいオーガニック野菜を使用したお料理と
スペイン直輸入オーガニックワインが楽しめる。

東京・渋谷にスペインの風が吹く
バル＆レストラン マドリード

カバ
ベニート・エスクデロ・セコ

【ぶどう品種】
Viura 100% [ビウラ]

【色】
レモンイエローで光沢がある。
泡はゆっくり上って小さなロザ
リオを形づくる。

【香り】
ビウラ（リオハの白ぶどう）からくる
りんご、梨、アーモンドのアロマが
ほのかに香る。

【味】
甘さと苦さがうまく溶け合うような味。

【価格】
￥2.800円（税込み）

アバディア・デ・ゴマリス

【ぶどう品種】
Sousón, Brancellao, Ferrol, Mencía
[ソウソン、ブランセヤオ、フェロール、メンシア]

【色】
ベリーレッドやガーネット、
紫がかった鮮やかな赤。

【香り】
焼けた木の香りの後に、ベリー系のフルーツ、
花、ココア、スパイス、バルサミコの香り。

【味】
熟した赤い果実、ココア、バルサミコの味が
交互にやってきて、
青野菜のような余韻が残る。

【価格】
￥3.500円（税込み）

アロケ

【味】
ドライ、フレッシュ、バランスの
よい酸味、口当たりなめらか。

【価格】
￥2.100円（税込み）

ソラール・デ・ベケル
クリアンサ

【味】
飲んだ後に上品な余韻と
香りが残るフルボディの
ワイン。

【価格】
￥2.500円（税込み）

ディオニシオ・ルイス・
イハルバ

【味】
甘みがあってバランスがよい。
熟したタンニン感、長い余韻。

【価格】
￥4.300円（税込み）

人気ワインベスト５

スペインワインを飲むなら
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ベーシック・クリエイティブ様は、30年に及ぶブラ
ンディング・デザインの経験と実績によるノウハウ
で、中小企業の抱えるさまざまな経営課題の解決を
サポートする、デザイン・コンサルタントです。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３４ － ブランディングを成功させるためには、守るべき鉄則がある。
ベーシック・クリエイティブ

３次元発創経営活性塾

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 03-3447-3341まで、直接ご連絡お願いします。

株式会社ベーシック・クリエイティブ

代表取締役 片桐 敏雄
東京都港区南麻布4-11-35 インペリアル広尾415号
TEL 03-3447-3341 FAX 03-3447-3024
http://www.basic-cr.co.jp/ （safari／IE8）

ベーシック・クリエイティブ

こんなことに、お困りではないですか？

・商品には自信があるのだが、今ひとつブランド名が認知されない
・広告しても問合せが少なく、なかなか欲しいと言ってもらえない
・他社の競合商品と比べられ、ネットや店舗でもよくお客様を奪われる

その理由は一つ、「ブランドの魅力づくり」とその「伝え方」が悪い。
この時代の転換期にこそ持続的に成長を期したいと意（おも）う経営者に
「正しいブランディング」を伝授します。

ブランディング成功には鉄則がある

・集客につながるTwitter/Facebookの効果的な導入を指南
・魅力的なWEBサイトの構築と、認知～欲求～購入サイクルの実現
・SNS好循環モデルで新規顧客開拓から優良顧客の創出へ

「正しいブランディング」のための成功法則を実行することで、
あとは、あなたの熱い「意い（おもい）」さえあれば、
集客、販売、ファンづくりへと確実に成果を出すことができます。

「正しいブランディング」コミュニケーションを実行するための3つのご提案
1.軸足のぶれない一貫したブランディング・デザインのディレクション
2.最適なクリエイターの人選、育成、並びに効率的なマネジメント
3.短期～中長期のブランディングにおける多面的なコンサルティング

実績紹介

皆さんおなじみの、あのデザインも、
ベーシック・クリエイティブ様の制作です。

片桐社長のお話を伺って感銘を受け
たのは、ブランディングという目に見え
ないものを、「具体的な作業に落とし
込んだお話をされる」という点です。

「熱い意い（おもい）を持った経営者の
為に、ブランディング・デザインを通し
て経営相談をし、業務改善・売り上げ
アップをお手伝いしたい」というその想
いを伺い、同じく情報通信を軸として
経営コンサルを目指すフォーバルマン
として、大変感銘を受けました。

（担当ブロードバンドアドバイザー
照井 隆之）

フォーバル担当より

コーレア読者5社限定
コンサルティング料金20％優待割引

お問い合わせは～TEL 03-3447-3341まで(担当：片桐)

※「3次元発創法」は㈱ベーシック・クリエイティブの登録商標です。

ブランド・シンボル

ブランド・シンボル

ブランド・コンセプト
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【仕掛け】

【企 画】

【分 析】

【戦 略】
ブランド・

アイデンティティ

ブランド・イメージ

好循環を実現する
ブランディング・

マネジメント

軸足のぶれない
一貫した

ブランディング・
デザイン

07



株式会社サンヨー・ジャパン・マーケティング・インターナショナル
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-18-2 のなかビル4階
TEL 03- 3461-8585 ／ FAX 03- 3461-8550

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１３５ － がんばれ東北！ サンヨーインターナショナル

タイでも数年前に大規模な津波による被害がありました。
そこから見事復興し、世界的に認められるまでに成長した
伝説のホテルがあります。この度の東日本大震災で、
「私にできることは何かあるか？」と考え、この物語を
ご案内させていただきます。少しでも被災者の皆さんの
励みにしていただければ幸いです。

7月、8月と旅行シーズンに突入いたしますので、世界各国の様々なリゾート地を、仕事柄たくさん見て来たプロの視点から、

旅行をより充実させるためのアドバイスを、代表の土橋様からいただきました。読者の皆様にも、ご紹介させていただきます。

旅行で一番大事なこと＝「誰と何が目的で、出掛けるのか？」をキチンと確認し、旅行先やホテルを決めること！

例えば、家族との楽しい思い出を作ることが目的の旅行なのに、料金やホテルの施設にばかり目が奪われると、「遊べるとこ
ろは海だけ」「充実しているのはスパばかり」「周りを見るとカップルだらけ」と、子供達が楽しむことができない旅行になってし
まうこともあります。また、日本人の旅行者が一番よくやってしまうのが、「海外の超高級ホテルに宿泊して来ました」と、回りに
見栄を張りたがるケースです（笑）。皆さんも、旅行を計画される際は、この点に気を付けてくださいね。

まだまだ知られていませんが、最高峰のリゾート地として、今世界中の目が、アジア、特にタイ
に集まっています。もともと物価の安い国なので、リーズナブルな上、人の手が加えられてな
い自然、そして、各国のセレブやタイ王室御用達のスパリゾートホテルも多数あるそうです。
一度は、行っていただきたい、お勧めのリゾート地の１つであることは間違いありませんね。

「もっと詳しく聞きたい」という、ご希望がありましたら、サンヨーインターナショナル様まで、お気
軽にご相談ください。皆様のご要望にあったホテルやリゾート地を、ご案内いただけると思いま
す。あくまでも旅行代理店さんではありませんが、ご要望に応じて、こうしたホテルの手配もお
手伝いいただけます。

http://www.hotelmarketing-jp.com/

ホテルビジネスにも、ツーリズムビジネスにも関わったことの無いズブの素人、英国人
の夫婦アンドリューとケイトが、タイのカオラックでホテルをオープンさせ世界的に高い
評価を得るまでの物語です。

リゾート候補地を探すうち、タイのプーケットの近くにあるカオラックに出遭います。そこ
はまさに二人が理想とした場所でした。資金集めに苦労し、素人としての苦労を重ね、
ようやくオープン間際のことです。あの忌まわしい津波に襲われます。そこから彼らは
這い上がる決断を下し、カオラック全体にも勇気を与える劇的な復活を果たします。

こちらのエピソードが紹介された「外資に負けないホテルマーケティング」を、サンヨー
インターナショナル代表であり、著者でもある土橋様より20冊、フォーバル東北支店に

贈呈いただきました。フォーバル東北支店支店長の赤羽が、心より感謝しておりました。

アンドリュー＆ケイトのサロジン物語

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 03-3461-8585まで、直接ご連絡お願いします。

旅行に関するアドバイス

お勧め旅行地

サンヨーインターナショナル
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オリジナルＴシャツ作りませんか？
高品質のプリント制作ファクトリー
コーレア読者は５％引でサービス！

〒156-0055 東京都世田谷区船橋1-30-11
TEL 03-5426-3220

株式会社WAGON http://www.t-wagon.jp/

オリジナルＴシャツ ワゴン

イベントやチーム、サークル、企業などで、目立つ
TシャツならWAGONにおまかせくださいっ！！

今、《かんばろう日本》Tシャツなど、東北、日本を
元気にするTシャツには自信アリです！

1枚からオリジナルTシャツの作成を承っております。
価格のご相談などお気軽にご相談ください！！

『コーレアを見た』で5％引にいたします！

売りたい

東京都千代田区神田駿河台3-3

節電対策に！
あせも対策に効果的！
桃の葉ローションシリーズ

商品特徴
・ノンアルコールだから低刺激
・無香料 無着色
・お子様にも安心してご利用いただけます
・お肌の弱い、敏感肌の大人にも

桃の葉
ぼでぃーろーしょん

宇津ベビーローション 宇津ベビー
ローションプラス

お求めは全国ドラッグストアなどで

http://www.uzukyumeigan.co.jp/

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

ＰＲ情報

名刺のことならYOLKULにおまかせ下さい！！

２４時間以内に発送
名刺屋 ＹＯＬＫＵＬ

ＰＲ情報

名刺屋 YOLKUL http://www.yolkul.co.jp/

〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町2-14-14コスモ佐藤1F 
ＴＥＬ：03-6273-8496 FAX：0120-37-4090

・少ロットの御注文大歓迎

・今お使いの名刺そのまま印刷できます。

・100枚 1,000円～

その他、封筒印刷、診察券等
企業に関わる様々なニーズにおこたえいたします。

コーレア特典！！初回作成費無料

お気軽にお問い合
わせは下記の
電話orFAXで。
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オフィス選びにかかる時間と費用を削減「どこdemo内覧」サービス開始

「どこdemo内覧」は、インターネットに接続されたパソコンがあれば、どこにいても

ライブ映像で、移転検討中の賃貸オフィスの室内や周辺環境を無料で見る事ができる、

賃貸オフィス業界初のスマートフォンによるライブ映像配信サービスです。お忙しい

ご担当者様に代わって、現地の様子をお伝えします！

ご存知ですか? 2011年は賃料見直し！

この数年間で、各エリアの賃料が大幅に下がっています。例えば渋谷区であれば、

平均で空室率が約7%上昇し、坪単価が約6,000円も下落しています。是非、この機会

に移転をご検討いただければと思いますが、移転のご予定がない企業様も、現状の

物件での賃料見直しについて、是非ご相談ください！

賃 貸 オ フ ィ ス を 探 す な ら

都内主要エリア物件掲載数都内主要エリア物件掲載数

オフィス移転navi 検索

株式会社ＦＲＳ(フォーバル・リアルストレート) 【証券コード】9423、【許認可】東京都知事(1)第90953号

株式会社ＦＲＳ(フォーバル・リアルストレート)
東京都渋谷区渋谷2-7-5 URD渋谷第2ビル 2階
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弁護士　岡本　珠亀子
おかもと　しゅきこ

得意分野
家事関係（離婚、監護者指定、慰謝料
請求等）、医療関係（医療過誤、医師
法、薬事法等）、不動産関係（賃貸借
契約、不動産明渡等）、企業法務（契
約書レビュー等…ソフトウェア開発
委託契約等、労務相談等）

メッセージ
お客様と心の通い合う弁護士を目指
しています。身近な相談相手と感じ
ていただけたら幸いです。じっくり
話し合いましょう。
十分な相談と調査検討をもって、お
客様にご満足いただける最良の解決
方法を提供するよう努めてまいりま
す。企業のお客様には、企業利益の
追求を目指して、誠心誠意、アドバ
イス致します。

　企業にとって、営業機密やノウハウが漏れたり、顧客情報が流出するのは、死活問題となることもあります。これは、
デジタルな方法で漏れる場合も多々ありますが、アナログな方法で漏れる場合もあります。企業の従業員等が、企業内で
得たノウハウや顧客情報をもとに、競合する事業に携わる場合です。同業他社を立ち上げる場合もあるでしょうし、同業
他社に就職する場合もあるでしょう。いずれにしても、企業にとってこれは避けたい事態です。
　株式会社の在任中の取締役については、競業避止義務が法律上定められています（会社法３５６条１項１号、４２３条
２項）。
　これに対し、一般従業員については、明文で競業避止義務が定められているわけではありません。ただ、一般従業員で
あっても、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える付随的な義務はあります。
　退職後は、取締役も一般従業員も、基本的には、「職業選択の自由」（憲法２２条１項）があるため、競業行為をするの
も自由です。しかし、競業により企業の営業が脅かされるのは、在職中も退職後も同じこと。したがって、退職後に競業
行為をすることを予防したいのであれば、就業規則や労働契約上の特約で、競業避止義務を定めておく必要があります。
　では、どのような就業規則や特約を定めればよいか。あまり厳しすぎるのも、職業選択の自由が奪われてしまいます。
　基本的には、競業避止義務を負わせる期間は退職後何年にもわたってもよいわけではないし、場所も無限定ではいけ
ません。競業避止義務を課す代わりの代償措置が必要とも考えられています。
　競業行為のペナルティとしては、退職金減額・没収、損害賠償請求、競業行為の差し止め請求などが考えられます。
　具体的に、どのくらいの期間、どのくらいの場所での競業避止義務なら職業活動の自由と抵触しないかというと、明文
はないし、判例も様々な事情を考慮して総合的に判断しているので、明確な基準はなく、過不足のないものを定めるのは
難しそうです。
　ここで、もし、就業規則や特約で競業避止義務を定めなければ、競業によってどの程度の危険性があるかについて考え
てみます。参考になるのが平成２２年３月２５日最高裁判決です。

　この判例の事案は、簡単に言うと、X 社を退職した一般従業員 Y らが X 社と同種の事業
を始め、X の取引先 A 等からの仕事を継続的に受注することになったというものです。特徴
は、X 社には、競業避止義務を定めた就業規則も、労働契約の特則もなかったことです。X 社
は Y らに対し、不法行為等に基づく損害賠償請求をしました。
　判決は、「Y らが X 社の営業秘密に係る情報を用いたり、X の信用をおとしめたりするな
どの不当な方法で営業活動を行ったことは認められない。」また、もともと X 社は A らに対
する営業が消極的だったことなどから「Y らが競業をすることで、X と A 等との自由な取引
が本件競業行為によって阻害されたという事情は伺われず…」などとして、「社会通念上自由
競争の範囲を逸脱した違法なものということはできず、X に対する不法行為に当たらない。」
としました。
　これはつまり、「営業秘密に係る情報を用いたり、信用をおとしめたりする」「競業によって
自由な取引が阻害された」などのレベルに至っていれば、不法行為に該当するが、そのレベル
に至っていなければ、不法行為に該当しないことになるということです。
　そうなると、元従業員が退職後に、比較的自由に競業行為をすることができることになって
しまいます。
　しかし、上記のようなレベルに至らない場合でも、競業によって実際に損害が生じることも
あるはずです。
　たしかに、あまりに厳しい（期間制限なし、場所制限なし等）競業避止義務規定は職業選択
の自由を害するので許されないと、裁判所が判断する可能性はあります。そこで、退職後２年
程度、場所も限定的にして（自社の営業エリアなど）、代償措置を設けて（従業員の待遇をよく
しておくなど）、退職者の競業避止義務を就業規則等に明文化しておき、防衛を図っておくの
がよいと考えられます。
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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　岡本　珠亀子

退職後の労働者による競業行為

弁護士シリーズ  第 22 回

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



（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②東京都港区／結婚相談所

レンタルオフィスへの移転を考えています。
(バーチャルオフィス）
六本木近辺で、条件の良いところがないか探
しているとのこと。現状の電話番号をそのま
ま利用可能なところが条件です。

フォーバル担当：加藤 委久夫

④横浜市中区／ピアノ貿易

ドイツに輸出、販売員（営業）の人材がいます。

ドイツで販売できる商品を探しております。
是非協業しましょう。BtoB、BtoCは一切問いま
せんのでご連絡ください。

フォーバル担当：楢原 一基

⑥東京都品川区／物流関連業務

社員のライフプランやお金の使い方、
メンタルヘルスケアの研修・セミナー
をお願いしたいです。

残業や夜勤がある月とない月の収入の
差が大きく、社員に金銭的、体力的に負
担がかかっているので、なんとかしたい
です。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑧神奈川県小田原市／ケータイショップ

10インチくらいのノートPCを安価で仕入れ、通信
端末とセットで売り出したい。

またDS、PSPなどケータイゲーム機も同様の理由
で仕入れたいです。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

①東京都港区／映像制作

デジタルサイネージ広告を販売するにあたり、
ハードの販売・保守やシステム構築を行ってくれ
る会社の顧客、取引先の紹介を希望します。

フォーバル担当：武内 寛之

この掲示板を見て、ピンと来た方、掲載希望のお客様は、右記用紙
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。⇒⇒⇒

⑦東京都大田区／総合商社

台湾製のLEDを安価で卸せます。
仕入先をお探しの方、お声をおかけください。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑤東京都豊島区／各種団体

着物の切れ端（はぎれ）を売ってくれる所を
探しています。※着物を作っている会社など
→小物の材料になります。

フォーバル担当：渡邊 真吾

③横浜市瀬谷区／運送業

自社では請けきれない大型建材を運送する案件に
関して、提携してくれる業者を求めています。
案件規模は神奈川県を中心とした関東エリアです。

フォーバル担当：

⑨東京都世田谷区／ペットサロン

アウトドア用品の卸業者を紹介して欲しい。
ペットサロンを経営しているが、本業の商品以外に
アウトドア用品が結構売れている。

例えば、日傘、靴、かばん、カラビナ等。特定の業者
と取引があるわけでは無いので、良い業者があれば
紹介して欲しい。

フォーバル担当：宮地 弘
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ＷＡＮＴＥＤＷＡＮＴＥＤＷＡＮＴＥＤパートナーとなる企業像パートナーとなる企業像パートナーとなる企業像

御社の顧客像御社の顧客像御社の顧客像

アイコンサービス

フォーバルが提供する「よろず相談」サービスの一環としてビジネスマッチングの場をご提供
いたします。弊社担当者に、御社のお仕事内容やお客様となるターゲットを教えてください。
そちらを元に、フォーバルだけでなくフォーバルのお客様すべて、またグループ会社、パート
ナー企業のネットワークを活かしてご商売のお手伝いをいたします。

委託／依頼する事があるとしたら
どんな内容をどんな企業に？

お客様名： 電話：

ご担当者様名：【役職】

フォーバル担当者：

困っています！こんなことできる会社ありませんか？

ＵＲＬ：

御社のお仕事内容御社のお仕事内容御社のお仕事内容
どんな企業（個人）がビジネスの対象となりますか？
（エリア・業種・その他）

き
り
と
り

業種、主たる取り扱い業務、商品、サービスなど
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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

14



梅干の日

「梅干しを食べると難が去る」と昔から言われてきたことから
「なん(7)がさ(3)る(0)」の語呂合せ

30日

(土)

ファミコンの日

1983年、任天堂が家庭用ビデオゲーム機
ファミリーコンピュータを発売した

15 日

(金)

パリ凱旋門完成（1836年）

ゴッホ、ピストル自殺（1890年）

英皇太子チャールズとダイアナ結婚（1981年）

29日

(金)

ひまわりの日

1977年、日本初の静止気象衛星「ひまわり1号」が
アメリカのケネディ宇宙センターから打ち上げられた

14 日

(木)

パラグライダー記念日

1988年のこの日、北九州市で
第1回パラグライダー選手権が開かれた

31日

(日)

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)

ナイスの日

「ナ(7)イ(1)ス(3)」の語呂合せ
ナイスなこと、素敵なことを見つける日

ラジオ本放送の日

1925年、東京放送局(現NHK)がラジオの本放送を開始
仮放送が始まったのはその年の3月22日

世界人口デー(World Population Day)

1989年、国連人口基金(UNFPA)が制定
国際デーの一つ
1987年のこの日、地球の人口が50億人を超えた

四万六千日

浅草の浅草寺では、この日にお参りをすると、
46000日お参りをしたご利益があるといわれている

ジェットコースターの日

1955年、この日開園した後楽園遊園地に
日本初の本格ジェットコースターが設置された

質屋の日

全国質屋組合連合会が制定
「しち(7)や(8)」の語呂合せ

乾麺デー

1982年、全国乾麺協同組合連合会が制定
素麺を天の川にみたてて食べる風習があったことから

ピアノの日

1823(文政6)年のこの日、シーボルトが初めて
日本にピアノを持ち込んだ

江戸切子の日

東京カットグラス工業協同組合が制定
江戸切子の文様の一つ「魚子(ななこ)」の語呂合せ

フォーリーブス：おりも政夫の誕生日（1953年）

お笑いタレント：ケンドーコバヤシの誕生日（1972年）

ミュージシャン・俳優：GACKTの誕生日（1973年）

波の日

「な(7)み(3)」の語呂合せ

蛸の日

蛸研究会が制定。関西地方では7月2日頃
半夏生に蛸を食べる人が多いことから

鉄スクラップの日

日本鉄リサイクル工業会が制定
1975年の同会の設立日

日本人、オリンピックで初の金メダル

第9回オリンピックがオランダで開催
日本人初の金メダルを獲得
三段跳び－織田幹雄、200m平泳ぎー鶴田義行

13 日

(水)

政治を考える日

1976年、ロッキード事件で田中角栄前首相(当時)が
逮捕された

12 日

(火)

ポツダム宣言記念日

1945年7月26日、日本に降伏を迫る「ポツダム宣言」が発表
されたことに由来。当初日本はこれを黙殺したが同年8月14
日に受け入れて終戦した

11 日

(月)

体外受精の日

1978年、イギリス・マンチェスターの北東のオールダム総合
病院で世界初の体外受精児(試験管ベビー)が誕生した

10 日

(日)

地上波アナログテレビ放送が終了予定

2011年のこの日までに、地上デジタル化完了
これまでのアナログ放送が廃止予定

9 日

(土)

首都圏で280万世帯が停電

1987年、クーラー使用による電力需要激増により
電力消費量が発電所の発電能力を超えたため

8 日

(金)

ナッツの日

日本ナッツ協会が1996年に制定
「ナ(7)ッ(2)ツ(2)」の語呂合せ

7 日

(木)

日本三景の日

『日本国事跡考』で松島・天橋立・宮島が日本三景として
絶賛した林鵞峰の1618年の誕生日

6 日

(水)

月面着陸の日

1969年、アポロ11号が月面の「静かの海」に着陸
人類が初めて月面に降り立った

5 日

(火)

やまなし桃の日

山梨県果樹園芸会が制定
「百」を「もも」と読むことから、桃の出荷時期の間で、
1年で百の倍数の200日目に当たるこの日を記念日とした

4 日

(月)

元プロ野球選手：中村大成の誕生日（1935年）

芸人：板尾創路の誕生日（1963年）

女優：広末涼子の誕生日（1980年）

3 日

(日)

東京の日

1868年、明治天皇の詔勅により
「江戸」が「東亰（とうけい）」に改称された

2 日

(土)

駅弁記念日

1885年のこの日に開業した日本鉄道の宇都宮駅で
日本初の駅弁が発売された

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。

♦ 2011年7月 ♦
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おいしそうなトマトが真っ赤に熟しています。
機は十分に熟しています。急いで計画を実
行に移してください。

仕事★★★★★
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

美しい風鈴の音は涼を感じさせてくれる
だけでなく、部屋に入ってくる邪気も払っ
てくれます。窓辺に吊して、運気をアップ
させましょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

白い帆のヨットが青い海の上をスイスイと進
んでいます。全ては順風満帆です。何も心
配することはありません。

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
うさぎは「飛び跳ねる＝飛躍、子沢山＝
豊穣、長い耳＝良く聞き福を集める」を
意味するラッキー・モチーフです。

岩清水のせせらぎがこう囁いています。上手
くいっていない事柄に執着しないで、全てを
流れに任せてください。そうすれば、今上手
く行っていない事が自然と上手くいくようにな
るか、別の新しいチャンスが訪れます。
仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

力強い入道雲がまぶしく輝いています。
あなたが考えていることは万事うまく運び
ます。

仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★★★

向日葵たちが一斉に太陽の方向を向いて
咲いています。あなたに注目が集まります
よ。いつも明るくしていてくださいね。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

真っ赤な太陽が燃えています。火のエレ
メントと繋がり、ハートの奥にある情熱を
呼び覚ましましょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

にぎやかな祭囃子の音が聞こえてきました。
音楽にあわせて踊りましょう。あなたのハー
トが癒されます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

美しい蓮の花が開きかけています。あなた
のハート・チャクラも開きかけていますよ。
もっと多くの愛を与えてください。そうすれば
もっと多くの愛を受け取ることができるで
しょう。
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 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「2」

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3月14日生まれの人の場合 3+1+4=8・・・・・①

①で出た数字に今月の数「2」を足します。 8+2=10

※ 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。1+0＝1
1974年3月14日生まれの人の今月のエンジェル・ナンバーは1です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

似顔絵師

小柳 誠治

昭和41年生まれ
元クリエイター、現国際派アーティスト。
40歳の誕生日に似顔絵師になりアメリ
カ・ニューヨークのストリートに立つ。そ
の後フランス・パリにて似顔絵修行を積
む。全米似顔絵大会に出場。美しい色
彩、ファンタスティックな画風が特徴。
ペン入れをして色鉛筆で仕上げる。
キャナルシティ博多で活躍中！

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。
※6月から横浜でも配布スタート

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、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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