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私たちが毎月定期的に訪問させていただいている
お客様の中から、担当者一押しの素晴らしい商品・
サービスをお持ちの企業、素敵な経営者・社員の方が
働いている企業を紹介させていただきます。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１４０ － 葬儀のセルフプランニング 高根商店

代表取締役 高根 哲也
〒173-0023 東京都板橋区大山町19-2
TEL 03-3956-4949

「葬儀の料金体系が不鮮明」という声をよく聞きます。
高根商店様は、葬祭業界の見えにくかった料金体系をオー
プンにし、業界そのものを変えていく事が使命だと考えて
いらっしゃいます。そのために重要になってくるのが、
お客様自身が葬儀のプランニングをするという考え方です。

http://www.takane-shoten.com/有限会社高根商店

葬儀のセルフプランニング

セルフプランニングとは

セルフプランニングとは、セルフサービスとプランニングを掛け合わせた造語です。つまり、自分自身で計画や企画を立案して
いくことです。高根商店様は葬儀のあり方についても、これからは自分自身でプランニングしていくことが求められてくると考

えていらっしゃいます。

そのプランニングをする際に、雛形となるものが無ければ難しいと考え、独自のＷｅｂシステムを開発されました。
このセルフプランニングシステムは、葬儀に対する漠然とした不安を少しでも具体化するための手助けをしてくれます。

こんな活動も

高根商店様では、お香典やお香典返しを、
今までのように現金やカタログギフト等で行うのでは
なく、寄付や募金という形で行う提案もされています。
ホームページにリンクが張られていますので、
ご興味のある方はご覧ください。

国際医療支援団体
ピープルズ・ホープ・ジャパン

もし、葬儀にかかる値段についてご質問などが
ある場合は、専用フォームのほか、電話や
ファックスでもお問い合わせいただけます。

☆特徴１ メニューで項目を選びながら、簡単に希望金
額と実際に葬儀にかかる費用を調べること
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 03-3956-4949まで、直接ご連絡お願いします。

☆特徴３

☆特徴２ 希望金額と実際の費用を比較しながら
項目を変更できます。
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１４１ － 人材派遣・人材紹介をワンストップで提供
プロフェッショナル・ブレインバンク

代表取締役 北村 昌博
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-23 ウンピン虎ノ門ビル5F
TEL 03-5521-8761

クライアントが、優良法人として成長を続けるための一助
となる。アライアンス企業が、ともに市場創造の立役者と
なる。活躍するスタッフが自己成長・自己実現していくた
めの箱となる。-「ドラえもん」の四次元ポケットのような
夢とニーズに応える『四次元BOX企業』を目指します。

http://www.probank.co.jp/

プロバンク 派遣

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 03-5521-8761まで、直接ご連絡お願いします。

プロフェッショナル・ブレインバンク様が展開する事業は、
下記の4つです。

1．ヒューマンリソース事業（人材派遣事業）
2．エージェント・アライアンス事業（転職支援事業）
3．アウトプレースメント事業（雇用調整・再就職支援事業）
4．WEBソリューション事業

人材派遣サービス

弊社の存在意義のひとつとして、なかったものを創造する、
ZERO 1（ゼロワン）構想があります。

あらかじめ土台のある1から2、2から10を作っていくのではな

く、全くの前例がない、「こんなものがあったらいいなぁ」という
想いを創り上げるということに価値を見出しているのです。

それは非常に難しいことなのですが、だからこそ、
社会にとっても我々自身にとっても、大きな意味が
あると考えています

日本にとどまらず世界には「いっぱい」
の夢やニーズがあふれています。

その「いっぱい」に応えるために必要な
「KNOWーHOW」を蓄積・活用し、

ネットワークすることを業務の一つと
捉え、ニーズにマッチした
「INNOVATION」として企画、提案

し続けます。

► 派遣スタッフデータ

オフィスワークのスペシャリストが即戦力としてお役立ち

■ 営業事務、財務・経理
■ 英文事務、英文経理
■ OAオペレーター、秘書、受付
■ WEBデザイナー、コールセンター

当サービスのご利用メリット

● 外国語スキル保有者が多い

外資系企業の就業経験者が豊富に揃い、英語・仏語・中語・
西語などの言語を持つ『語学スペシャリスト』が多く在籍され
ています。

● 確かなマッチング

スキルや経験だけでなく『人柄』を理解した上でマッチングを
行うことで、確かな人材を提供してきた実績があります。

● 紹介予定派遣にも対応

採用ミスマッチを防ぐ紹介予定派遣では、派遣契約後の入社
率『80％』を超えており、多数の企業様より高い評価を受けて

いらっしゃいます。

■外国語スタッフ割合■

■職種構成■ ６
～25歳 26歳～

35歳
36歳～
45歳

46歳～

北村代表から一言

■スタッフ年齢構成■
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comica 名刺

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１４２ － 印刷物でライバルとの差をつけるなら 盟王へ

株式会社盟王
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-30-10
TEL 03-3669-2296 http://www.comica.jp

1969年の創業以来、今日に至るまで数え切れないほどの
感謝のお言葉をいただき、そのありがたい感動をエネル
ギーに、これからも進んでいきます。

コミカでは、ビジネス名刺や趣味のデザイン名刺をサン
プルから選んで簡単にご注文いただけます。遊び心の
あるプライベート名刺は子供からお年寄りまで、どなた
にもお勧めです。人気のポイントカードは、「ウラ面デザ
イン」にある捺印用サンプルと、好きな表面用のデザイ
ンを組み合わせて注文することができます。
※コミカのカードは全て91×55mm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 03-3669-2296まで、直接ご連絡お願いします。

ご注文の流れ

サンプル
コミカホームページ http://www.comica.jp

パンフレット、チラシ、名刺、
ポスター等のデザイン・印刷
雑誌広告、新聞広告制作
屋内外看板のデザイン・制作
ロゴマーク制作
ノベルティ提案・販売
その他、各種印刷
ON-LINE SHOP COMICA 運営
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１４３ － 故人の思い出といつまでも一緒に・・・
浄魂観音像 浄胤堂

〒263-0036 神奈川県横浜市金沢区大道2-5-33
TEL 0120-471082

「愛する人の想い出を身近に置いておきたい」
おもいを形にしました。
肉体が滅びても、魂は永遠です。
永遠の魂を浄魂観音像にたくしてください。
心の安らぎに、浄魂観音像をお祀りください。

http://jouindo.jimdo.com/株式会社浄胤堂

浄胤堂

人はいつか現世から来世へ旅立
つ日を迎えます。

父母、兄弟姉妹、親しい人と永遠
の別れをしなければなりません。

旅立つ人の魂を浄魂観音像に託
してください。

故人と浄魂観音像を荼毘に付し
てください。

お骨と魂の宿った浄魂観音像を
一緒に棺より受け取ってください。

浄魂観音像は、大切な方の分身
として、きれいなお姿でいつまでも
貴方を見守っています。

そして自分自身の心の癒しとなれ
ば幸いです。

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 0120-471082まで、直接ご連絡お願いします。

浄魂観音像について

私が母を亡くしたとき、「形見だけではなく母の思いを残
す何かがないか？」と思いました。

子どもの頃、生家の福源院の観音堂が火災に遭い、
中に収められていた金の観音像が溶けてしまいました。

その後、私は、歯科技工士となり、金属やセラミックと
いった原材料の加工技術を学び、彫刻も学びました。

福源院に新しい観音堂が建立され、自分の作った観音
像を収めることができた時、それまで悶々としていた何か
が無くなり、心の中に何とも言い表せない安堵の気持ち
が湧き出てきました。

母が亡くなったとき、観音堂の観音像を作ったときを思い
出し、セラミックの観音像を作り母の棺へいれて観音像
に母の思い出を宿すことにしました。

この話を知人にしたところ、彼も母を亡くしたばかりで、
「この観音像を事前に知っていたならば、自分も同じこと
をしただろう」と悔やんでおりました。

私は、他にも同じような想いをもっておられる方がいらっ
しゃるならば、そういう方に役に立つことができれば幸い
であると思い、この会社を設立いたしました。

佐藤取締役より一言

耐熱セラミックス製
の浄魂観音像

手の平にのるコン
パクトサイズです。

オプションで浄魂
観音像を祀る厨子
や位牌もあります。
（上の写真参照）

また、袋に入れ、お
守りとして日頃から
持ち歩いていただ
くこともできます。

06

じょう いん どう



「会社が儲ける必要はないんです。価格以上に価値が
あるものを提供したい」そんな会社理念を持ち続ける、
建物に関するトータルアドバイザー。
土地選び、設計、建築、メンテナンス、助成金申請まで、
建物に関する全てのことで力になります！！

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１４４ － 川崎で５０年 建物のトータルアドバイザー 栄工業

会社紹介

栄工業様は、創業50年の設計・建築会社です。

自社で土地選び、設計・工事・法的手続き（助成金申請を含む）
をトータルで行い、その後のアフターサポートまでされています。

新築工事、リフォーム工事、増改築工事、外装工事等、建築に
関することはどんなことでも相談にのってくださいます。
もちろん、住宅以外の用途で、店舗、工場、事務所等の施設まで、
個人のお客様、法人のお客様問わず、幅広く対応されています。

代表 石井 純一
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町4-4
TEL 044-222-1515 http://www.harunoie.jp/

株式会社栄工業

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 044-222-1515まで、直接ご連絡お願いします。

用途に合わせて必要な建物を建てる

法的手続きをとることができる

助成金を活用した建物を建てることができる

予算の中で最大限に要望を叶えます

建物に関して何でも相談を受けます

ハルノイエ住宅工房

50年間同じ土地で仕事をされて、本当に住みやすい家は

何かを考えて作られたブランドが「ハルノイエ住宅工房」です。

ハルノイエ住宅工房は、外観や内観のデザイン、使いやすい
プラン、地震に強いこと、空気が綺麗であること、気持ちよくす
ごせる日当たり、風通し、温度や湿度の環境などありとあらゆ
る面で「すごしやすさ」を「かたち」にしました。

1．お客様と綿密に打ち合わせをして、

お客様の要望を叶えるプランニングをします
2．構造計算に基づいた丈夫で安全な建物を作ります
3．「自立循環型住宅」の考え方で、

省エネルギーを目指した住宅を作ります
4．空気質環境（シックハウス対策）に対して、

考慮した住宅を作ります
5．1件の家に60％以上の国産木材を使用した住宅を作ります
6．建築時のリスクや、地盤沈下などの保障をいたします
7．完成後、定期点検や迅速対応で安心サポートをいたします

建築のトータルアドバイザー

栄工業様は住宅ばかりでなく、企業向けの建築も行われてい
ます。用途に合わせた土地選びから、建物の強度、すべて
お客様に合わせた建物を建築されています。

土地選び 設計・デザイン

建設 法的手続き

助成金 アフターケア

50年の技術と経験を生かし、お客様の予算で要望を 大限

実現することができます。

► ハルノイエ住宅工房の７つの約束
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国指定の検査機関で実証された浄水器

安心・安全なお水をご家庭で！！
健康水生成システム スーパーマイム

〒335-0001 埼玉県蕨市北町2-9-29
TEL 048-431-2336 

株式会社こころ（近江屋呉服店内）

株式会社こころ 蕨

R/O健康水生成シス
テム「スーパーマイム」
浄水器は、0.0001ミク
ロンの超微細分離膜に
圧力をかけて、水中
から水分子だけを取り
出す超高性能浄化システムです。従来では除去でき
なかった有害化学物質は勿論のこと、セシウム、ヨウ
素といった放射性物質を除去することができます。

体内の老廃物を体外に排出し、血管をきれいにする
浄化システムをぜひ一度、ご家庭でお試しください。

浄化された身体に優しい
水を飲んで健康になりま
しょう！！

（写真は、株式会社こころ
北條社長【右】と開発者の
ミハラ・三原会長【左】）

ＰＲ情報

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

創業60年、髙島屋をはじめとした
有名百貨店に出店している
老舗お茶屋さんです！！

〒124-0025 東京都葛飾区西新小岩3-14-7
TEL 050-5511-4516

日本製茶株式会社

日本製茶

新商品の“ダイエット茶”の
無料体験モニターを募集
いたします。50名様限定
体脂肪減少の効果測定に
なります。

【内容】
新商品のツバキ茶を毎日食後3回飲んでいただき
チェックシートにご記入いただくだけです。

【期間】
3ヵ月～12ヵ月程度を希望しております。

【無料モニター対象】
20歳～60歳までの女性限
定です。

長崎県の『ごとう茶生産組
合』の茶葉と五島市のツバ
キの葉の混合醗酵茶です。
説明会も開催いたします。

ＰＲ情報

結婚式で人気のカタログギフトを
中心に各種カタログギフトを
ご用意しております！！

〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-2
TEL 03-3405-1311 

日本ウエルズ株式会社

日本ウエルズ

日本 大級の豊富な商品数
で大人気のブライダル限定
カタログギフト『ティアラ』と
オールラウンド・カタログギフト
『テイク・ユア・チョイス』を
ご用意しております。

今なら特別割引き価格にて
販売させていただいており
ます。お気軽にお問合せ
くださいませ。

【期間限定】
税込み７万円以上ご購入
いただける方には、
当社でしか手に入らない
貴重な商品などをプレゼ
ントいたします。

ＰＲ情報
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賃貸オフィスの仲介会社選びのポイント

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

オフィス移転をご検討中の企業様必見！

昨今の賃貸オフィスの賃料下落を機に、より利便性の高いエリアに事務所拡大でのご移転が増えて

います。せっかくのご移転で失敗しないためにも、不動産仲介会社選びは重要。そんな企業様のため、不

動産仲介会社選びのポイントをご紹介いたします。

借主視点の賃貸契約の交渉力 移転業務をまるごと任せられる×

なら借主側の仲介会社だから、契約も安心！さらに移転業務の一括代行でお客様の手間もコストも削減！

借主視点の賃貸契約の交渉力

移転をご検討される企業様にとって、「オフィスを探す」という役割

ではどの仲介会社もあまり変わりません。しかし、そのオフィスの

「賃貸契約」は仲介会社によって大きく異なります。コストもリスク

も 小限に抑えた契約内容にできるかは、仲介会社の交渉力次

第なんです。

移転業務をまるごと任せられるPoint

東京都弁護士協同組合 特約店
東京都建築士事務所協会 賛助会幹事

東京都渋谷区渋谷 2-7-5 URD 渋谷第二ビル 2F
宅地建物取引業者免許 東京都知事 (1) 第 90953 号

移転関連の業務を、まるごと任せられる仲介会社に

お願いすると、手間もコストも削減可能です。

不動産仲介 内装工事

電気工事

オフィス家具

ＯＡ・ＩＴ機器 インフラ工事電話工事

引越し・廃棄

オフィス移転は、物件が決まった後も内装を決めたり、各種業者

手配など、すべきことが山積みでとにかく大変。仲介会社を選ぶ

際には、物件提案以外にも移転業務をまるごとお任せできるか

チェックしましょう！

Point

契約書 賃料・保証金など

解約予告期間

各種制限事項

細かい条件は仲介会社の交渉次第！
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（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②藤沢市／音楽教室

関東中心に約30の音楽教室を運営しており

ます。

安くポスターを出力できる業者さんをご
紹介ください。現在利用中の印刷会社より
安いところでお願いいたします。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

④東京都渋谷区／化粧品・美容関連の企画制作

化粧品、エステ、スパ、美容医療、ダイエット、健康
食品、ライフスタイルなど、“美”にまつわる分野に
特化しております。

販促物を格安で作成していただける会社を探
しております。【POP・リーフレット・WEBなど】

フォーバル担当：久保 智広

①横浜市中区／景観予想図

都市開発後の街の景観の変化を予想した
図の作成・デザインを行なっています。

現状は、大手ゼネコンからの依頼がほとんどで
すが、土木関係の会社からの、作成依頼が入
ることを希望しています。

フォーバル担当：小林 繁典

お客様同士の出会いをフォーバルが仲立ちいたします！

③東京都千代田区／ゴルフスクール

東京都内と千葉県内に合計6ヵ所あるゴルフスクー

ルです。

ゴルフのルールブックを作成するにあたり、イラス
ト漫画を描ける方を探しております。

よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑤横浜市鶴見区／運動具店

学校指定の業者として運動着、運動靴などを提供し
ております。

ペイントソフト等でフォントを修正したうえで、学校の
パッチを作成しＴシャツなどに貼りたいです。

ペイントソフト等でのフォント作成の指導を受けた
い。1回1～3万円で希望しております。

フォーバル担当：入江 博子

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
してください

ご依頼内容：

メール：

⑥横浜市神奈川区／排水工事業

給排水工事のスペシャリストです。不動産（賃貸）
業の方、入居者入替えのリフォームのときや不動産
建売業者の方の新築物件の工事のときにお互いに
メリットがあればご紹介ください。

フォーバル担当：小林 繁典

⑦東京都新宿区／芸能プロダクション

なでしこリーグ・Ｊリーグのスポンサーになりたい。
ご協力いただける企業を探しております。
（特になでしこリーグです）

フォーバル担当：渡邊 真吾
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弁護士　　石黒　麻利子

医療過誤、交通事故

いしぐろ　まりこ

藤田保健衛生大学大学院　
医学研究科博士課程 
中央大学
法学部　法律学科
中央大学　法科大学院

学歴

得意分野

弁護士法人アヴァンセ

医学博士

２　　　金融ＡＤＲ制度を利用するメリット
　金融ＡＤＲ制度では、金融機関と利用者間のトラブルを、当事者以外の第三者（金融ＡＤＲ機関）が関与して解決します。金融分野に見識のある弁護士
等の中立・公正な紛争解決委員が和解案を提示し、紛争解決を図るので、中立性・公正性、専門性が確保されるメリットがあります。裁判は時間がかかり
ますが、金融ＡＤＲ制度ですと通常２～６か月ほどで終了しますので紛争の早期解決というメリットもあります。費用は、各金融ＡＤＲ機関が定めていま
す。無料の場合もあり、裁判より遙かに低コストで済みますので費用対効果が合わず今まで裁判を諦めていた方は、金融ＡＤＲ制度を利用してみてはいか
がでしょうか。なお、裁判は公開が原則ですが、紛争解決手続きは、原則として非公開とされています。

　　金融ＡＤＲ機関
　金融ＡＤＲ機関は、業態ごとに設立されており、全国銀行協会、信託協会、生命保険協会、日本損害保険協会、保険オンブズマン、日本少額短期保険協会、
証券・金融商品あっせん相談センター、日本貸金業協会があります。
　詳しくは、http://www.fsa.go.jp/policy/adr/shiteifunson/index.html をご覧下さい。
　業態によっては、現時点で、金融ＡＤＲ機関が設けられていない場合がありますが、法改正により、平成２２年１０月１日から指定紛争解決機関が存在し
ない場合は、代替措置として、苦情処理措置、及び、紛争解決措置を講じなければならないことになりましたので、取引先の金融機関か業界団体に問い合わ
せれば対応してもらえます。

３　

　　紛争事案にはどのようなものがあるか
　どのような場合に、金融ＡＤＲ制度が利用できるかというイメージを持って頂くために紛争事案をご紹介します。

４　

　　金融ＡＤＲ制度の利用
　金融ＡＤＲ機関に申立がなされた場合、金融機関は、利用者からの申立に対応しなければならず、金融ＡＤＲ機関から提
示された和解案を原則受け入れなければならないことになっています。ただし、利用者の希望どおりの和解案が提示され
なかったり、和解が成立せず提訴せざるを得ない場合はもちろんあります。金融ＡＤＲ機関は、ＡＤＲの申立だけではな
く、金融商品・サービスに関する相談や苦情も受け付けていますので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

５　

①　

　　金融ＡＤＲ制度とは
　金融ＡＤＲ制度を御存じですか？まだ開始されてから１０か月の新しい制度です。金融ＡＤＲ制度とは、金融機関の業務に関し利用者との間で生じた
紛争を解決するための裁判外紛争解決手続きのことです。ＡＤＲ（Ａｌｔｅｒｎａｔｉｖｅ　Ｄｉｓｐｕｔｅ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）とは、あっせん、調
停、仲裁等の当事者の合意に基づく紛争の解決方法で、裁判に比べコストが安く短時間で事案の性質に応じた柔軟な紛争解決を図る制度です。
　金融商品やサービスの多様化・複雑化に伴い、自動車交通事故における損害賠償金・生命保険金・傷害保険金の支払いや株式・債券・投資信託など金
融商品・サービスの勧誘や販売をめぐるトラブルが増加しています。従来は、銀行・保険・証券などの業界団体が自主的に苦情処理や紛争解決を実施し
てきましたが、必ずしも十分ではなく裁判で争わざるを得ない場合が少なくありませんでした。しかし、裁判では、時間も費用もかかるため費用をかけず
に、迅速に紛争を解決する手段が求められていました。
　そこで、利用者の保護と利便性の向上のため、裁判より時間や費用のかからない金融ＡＤＲ制度が、平成２１年６月２４日、「金融商品取引法等の一部
を改正する法律」により創設され、平成２２年１０月１日からスタートしたのです。

１　

金融ＡＤＲ機関が設立されていない業態については、http://www.fsa.go.jp/policy/adr/shiteifunson/kikannashi.html をご覧下さい。

②

③

　火災保険金の支払い：建物と什器、備品に火災保険契約を締結していた経営者が、火災に遭い什器
の修理費用を保険会社に請求したところ、保険金の支払いが損害額の一部とされたことから修理費全額の
支払いを求めた事案で、契約締結時に代理店が一部保険の場合に比例払いとなる説明を行っていなかった
として、一部保険に基づく保険金支払いと共に和解金を支払うべきとする和解案が提示され和解が成立し
ました。ＡＤＲの申立には、このように事故が発生し、保険金の支払いを請求したところ、支払われる保
険金が契約時の説明と違っていたという事案が多くあります。

　自動車保険をめぐる紛争 ： 勤務先の自動車に同乗中、交通事故により傷害を負って通院加療を受
け、搭乗者傷害保険金の支払いを請求しましたが、保険会社が通院日数の一部しか認定しなかったため、
不足分の支払いを求めた事案で、保険会社の調査不足等が指摘され、保険会社が解決金を支払うとする和
解が成立しました。自動車保険では、補償の範囲・過失割合・事故との因果関係をめぐる対立、保険金を
支払わない・手続き放置等対応不備で申し立てられる場合が多いです。

　この他、傷害保険、医療保険の保険金の支払いをめぐる紛争も目立ちます。又、金融機関の勧めで金融
商品を購入して損害を被った、契約締結時に元本毀損の説明がなかったなどのトラブルでも金融ＡＤＲ制
度が利用されています。
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弁護士シリーズ  第 24 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

金融ＡＤＲ制度を活用しませんか？



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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※ 当順位は、フォーバル横浜
支店社員の意見とYahoo！
JAPANのオンライン調査結果

を参考にしています。

上書き保存。(ソフトによっては不可)Ctrl + S

選択項目を切り取る。Ctrl + X

開いているウィンドウを閉じる。Alt + F4

開いているウィンドウの切り替え。Alt + Tab

開いている全てのウィンドウ 小化。+ M

表示ページから任意の言葉を検索する。Ctrl + F

表示項目の全てを選択。Ctrl + A

※ これらもほんのごく一部です。

効率アップ！
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フォーバル会長・大久保が書籍を出版いたしました

～人として、企業として、社会貢献としての、真の「在り方」とは～

在り方

発売日： 2011年8月12日
出版社名： アチーブメント出版
著者： 大久保 秀夫
価格： 1,575円（税込み）

いま日本で「政治」「経済」「教育」「企業」、さらには「エネ
ルギー」まで、さまざまな「在り方」が、これまで以上に問わ
れています。そのなかで「やり方」ばかりが横行する現状。
これではなんの解決にもなりません。

今回、この「在り方」をいま一度皆さんに考えていただきた
いと願い、本書を執筆する決意をしました。

第1章 人生の在り方と仕事について

人生・仕事における成功とは？
人生の結果を左右する要素

第2章 これからの企業の在り方と社会貢献の関連性

企業は何のために在るのか？
共感・共鳴を呼ぶ経営とは

第3章 カンボジアの教育の現状とＣＩＥＳＦの設立

カンボジアとの出会い
ＣＩＥＳＦの支援事業

第4章 社会貢献活動がフォーバルにもたらしたもの

優秀な人材が集まり、社内が活性化
本気で生きるために

ご購入はこちら

私たちが本当に集めなければならないのは、「ありがとう」の数ではないでしょうか？人生においても仕事に
おいても、もし他人の評価をもって成功と定義づけるならば、それを決めるのは「ありがとう」の数だと思うの
です。

その「ありがとう」をつくっているのは社員という「人」であり、株価や利益ではありません。しかし、株主優先
で社員をないがしろにしている意気地のない経営者が大勢いることを非常に残念に思っています。

いまの経済は、有名ビジネススクールで教えられるようなロジカルなマネーゲームやビジネスゲームを繰り
返しています。その結果、バブルの崩壊やリーマンショックが起こったのです。私たちは変わらなければなり
ません。世界が少しずつそのことに気づき始めています。

株式会社フォーバル 代表取締役会長 大久保 秀夫

８月１２日発売！

お求めは、お近くの書店・各種オンライ
ン書店でどうぞ。

【問い合わせ先】
アチーブメント出版：03-5719-5503

http://www.achibook.co.jp/

今、ここに真の「在り方」を問う著者の講演CD付き！
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世界翻訳の日

国際翻訳家連盟が制定
キリスト教の聖職者で、聖書をラテン語訳した
ことで知られるヒエロニムスが亡くなった日

30 日

(金)

ひじきの日

日本ひじき協会が制定
「敬老の日」に因み、昔からひじきを食べると
長生きをすると言われていることから

15 日

(木)

清掃の日

環境省が実施(2000年までは厚生省)
1971年、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(廃棄物処理法、廃掃法)が施行された

24 日

(土)

救急の日

1982年、厚生省(現在の厚生労働省)が制定
「きゅう(9)きゅう(9)」の語呂合せ

9 日

(金)

招き猫の日

招き猫が福を招くといわれていることから
「929」を「来る福」と読んで、日本招猫倶楽部が制定

29 日

(木)

漫画家：赤塚不二夫の誕生日（1935年）

ミュージシャン：矢沢永吉の誕生日（1949年）

女優・歌手：上戸彩の誕生日（1985年）

14 日

(水)

28 日

(水)

27 日

(火)

26 日

(月)

25 日

(日)

23 日

(金)

22 日

(木)

21 日

(水)

20 日

(火)

19 日

(月)

18 日

(日)

17 日

(土)

16 日

(金)

映画監督：山田洋次の誕生日（1931年）

メジャーリーガー：松坂大輔の誕生日（1980年）

レーサー：小林可夢偉の誕生日（1986年）

鳥取県民の日

鳥取県が1998年に制定。1881年のこの日、島根県から
分離して鳥取県が再設置されたことに由来

公衆電話の日

1900年、日本初の自動公衆電話が、東京の
新橋と上野駅前および熊本市内に設置された

屋外広告の日

1973年のこの日に屋外広告法が国会を通過したことを
記念して、全日本屋外広告業団体連合会が翌年に制定

ヨット冒険家：堀江謙一の誕生日（1937年）

レーサー：鈴木亜久里の誕生日（1960年）

お笑い芸人：松本人志の誕生日（1963年）

独立記念日 [ブラジル] 

1822年、ブラジルがポルトガルから独立した

鹿児島黒牛・黒豚の日

1998年、鹿児島黒牛黒豚銘柄販売促進協議会が制定
「く(9)ろ(6)」(黒)の語呂合せ

国民栄誉賞の日

1977年のこの日、2日前の9月3日に通算ホームラン数の
世界 高記録を作った王貞治が、日本初の国民栄誉賞を
受賞した

くしの日

1978年、美容関係者らが制定
美容週間実行委員会が実施
「く(9)し(4)」の語呂合せ

クエン酸の日

ポッカコーポレーションが制定
「く(9)えんさん(3)」の語呂合せ

宝くじの日

1967年、第一勧業銀行(現在のみずほ銀行)が制定
「く(9)じ(2)」の語呂合せ

防災の日

伊勢湾台風が襲来した翌年の1960年に閣議決定
関東大震災の惨事を教訓として、防災意識を高める日
毎年、各地で防災訓練が行われる

プライバシー・デー

「宴のあと」事件で、日本で初めてプライバシーの
権利を認めた判決が1964年に下されたことに由来

13 日

(火)

女性ドライバーの日

1917年、栃木県在住の女性が自動車運転免許試験に合格
日本女性初の自動車運転免許証を手にしたことに由来

12 日

(月)

台風襲来の日

統計上、台風襲来の回数が多い日
11 日

(日)

沢村栄治、日本プロ野球初のノーヒットノーラン（1936年）

日本中央競馬会が中央競馬を初開催（1954年）

福岡ダイエーホークス初のリーグ優勝（1999年）

10 日

(土)

万年筆の日

1809年、イギリスのフレデリック・バーソロミュー・
フォルシュが金属製の軸内にインクを貯蔵できる
筆記具を考案し、特許を取得した

8 日

(木)

国際ビーチクリーンアップデー

アメリカ・サンフランシスコに本部のある
海洋自然保護センターが1985年から実施

7 日

(水)

落語家：桂ざこば (2代目)の誕生日（1947年）

俳優：松田優作の誕生日（1949年）

政治家：安倍晋三の誕生日（1954年）

6 日

(火)

お手玉の日

1992年、第1回全国お手玉遊び大会が
愛媛県新居浜市で開かれた
お手玉遊びの魅力をPRする日

5 日

(月)

苗字の日

1870年のこの日、戸籍整理のため、太政官布告により
平民も苗字を名乗ることが許された。1875年2月13日には、
全ての国民が姓を名乗ることが義務づけられた

4 日

(日)

フォーバル創立記念日

1980年、フォーバル（当時は新日本工販）が設立
おかげさまで、今年で創業31周年を迎えます

3 日

(土)

モノレール開業記念日

1964年、浜松町～羽田空港間に日本初の
旅客用モノレールが開通したことを記念

2 日

(金)

オゾン層保護のための国際デー

1994年の国連総会で「9月16日を
国際オゾンデーとする」ことが決議された
国際デーの１つ

1 日

(木)

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、

どうぞお好きにご活用ください。

♦ 2011年9月 ♦
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五感が喜ぶことをしてください。美味しい
ものを食べたり、音楽を聴いたり、美し
いものをみたりすることはあなたの心を
豊かにします。
仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★☆☆

毎日の生活の中に楽しみを取り入れましょう。
楽しむことによってリラックスでき、リラックス
することによってひらめきが生まれます。

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

心配しなくても必要なものは全て与えられ
ます。いつまでに何がどれだけ必要なの
かを具体的に紙に書き出してください。

仕事★★★★★
恋愛★★★☆☆
金運★★★★★

望まない変化に見えても、実はそれはあ
なたが心から望んだ変化です。変化を受
け入れれば、あなたが望む結果にたどり
着くでしょう。
仕事★★☆☆☆
恋愛★★★★★
金運★★☆☆☆

あなたは天からのメッセージを受け取っ
ています。自分の魂の声に耳を傾け、
やりたいことを実行に移してください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

自分の価値観にあわなくなってきたこと
を無理に続けるのは辞めましょう。あな
たはいつまでも同じはありません。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

人からの親切やプレゼントを喜んで受け
入れましょう。受けれいれることによって、
あなた自身の与える力が増すことでしょう。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★☆☆

美しい言葉、ポジティブな言葉をできるだ
け多く使いましょう。乱暴な言葉、ネガティ
ブな言葉はあなたの運を下げます。

仕事★★★★☆
恋愛★★☆☆☆
金運★★★☆☆

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「4」

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「4」を足します。 7+4=11 1+1＝2

※ 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2です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

心を落ち着ければ目の前の問題は消えて
なくなります。周囲にあなたの心が反応す
るのではなく、あなたの心に周囲が反応す
るのです。
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

昭和48年生まれ

九州造形短期大学卒業
1年間の研修を終え、2003年よりキャナ

ルシティ博多で似顔絵師として活躍。
ウェルカムボードや贈り物としての似顔
絵は、益々好評で 近はファンも増え、
行列も見られる。元気で明るい人柄も好
評！

似顔絵師

永野 真希子

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/
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