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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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代表者 稲葉 みちよ
〒231-0861 横浜市中区元町1-31 ラ・スピーガ元町305号室
TEL 045-900-6777

ジーディーエフ http://www.gdf-inc.com/
MICHIYO INABA http://www.michiyoinaba.com
MOSH+ http://www.mosh-plus.com/

株式会社ジーディーエフ様は、ファッションブランド
MICHIYO INABA（http://www.michiyoinaba.com）の
デザイナー稲葉みちよ様が代表を務める斬新なスタイル
のアパレル会社です。日本からの新シルクロード発信を
目指す『衣食遊のコクーン・プロジェクト』は、
GDFブランド、MOSH＋ブランドを皮切りに、さまざまな
メディアや企業と連携し、ファッションを軸とした新規
事業を続々とプロデュースされています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５１ － ナチュラル・カフェ ＭＯＳＨ＋ ジーディーエフ

株式会社ジーディーエフ

ＭＯＳＨ＋

『衣食遊のコクーン・プロジェクト』の『食』部門である
「ナチュラル・カフェ MOSH+（モッシュ・プラス）」では、

人気のスコーンをはじめ、ヘルシー＆ビューティーを
堪能できる食材との出会いが待っています。

オリーブオイル、塩、ハチミツ、ワインなど、オーガニッ
クの楽園・アルゼンチンの選び抜かれた食材が取り揃
えられています。また、MOSH+オリジナル有機マテ茶

もプロデュースされているそうです。

3月11日の震災後、『コクーン・プロジェクト』に賛同さ

れた宮城県蔵王山麓の「はらから福祉会」とコラボ
レーションをして、「MOSH+はらから」ブランドとして

アレルギー対策を考えた、犬も一緒に食べられる、
卵と牛乳と小麦粉と塩を使っていない、おからのス
コーンや、大豆製品を国内外に拡げる活動もスタート。
東北地方の復興支援と、障害者の方々との共同事業
として多くの方から支援いただいています。

コクーン・プロジェクト

『コクーン・プロジェクト』とは、ファッションを基本とした『美』に
よる、人と経済を循環させるシステムづくりの取り組みです。

『コクーン・プロジェクト』の総合プロデューサーである稲葉みち
よ様は、1993年にファッションブランドMICHIYO INABAを

設立。本物だけが持つ、輝きを追い求めた服作りを追求し、
東京コレクションでの発表や、様々な有名企業とのコラボレー
ションを積極的に行い、TVや ラジオ、新聞、雑誌などのメディ

アや口コミを通じて世界に発信し、認知度を高め続けていらっ
しゃいます。

この経験と実績を生かし2006年

より『衣食遊』のトータルプロデュ
ースを開始。『コクーン・プロジェ
クト』と名付け、2008年7月の

社団法人神奈川県繊維協会
「繊維デザイン研究セミナー」
in神奈川中小企業センターにて、

講演・発表されました。

店舗のご案内

ナチュラル・カフェ MOSH+（モッシュ・プラス）

http://www.mosh-plus.com/

〒221-0076 横浜市神奈川区白幡町2-18
（東横線白楽駅徒歩5分）

TEL/FAX 045-633-8778

OPEN 11:00～19:00（水曜定休）

MOSH＋の営業部長、トイプードル♂のぼっち君／一番人気のスコーン

MOSH+
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フェイスペイントの起源は「大願成就」です。

スポーツの応援シーンで活用されるようになったのはなんと
してでも「勝ちたい」・「勝たせたい」という想いからなのです
が・・・。

ここにフェイスペイントの秘密が隠れているのです。
ただ単純に「勝ちたい」・「勝たせたい」という想いだけでなく、
顔や腕にサポーターがペイントを施すことで「今までにない
一体感を生み出す」ことができます。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５２ － 日本発世界初の魔法の絵の具 ハガレックス

ゲームをやるには罰ゲームもつきもの。
罰ゲームを考えるのも、結構大変ですよね！
そこでハガレックスの登場です。

フェイスペイントを罰ゲームとして組み込むことができるのです。
罰ゲームとして、上司からペイントをしてもらう、などがあります。
ハガレックスならば、はがして落とせるので女性にも罰ゲームを
楽しんでいただけます。

お誕生日から野外フェスなどいろんなイベントで大活躍！

会場に一体感をもたらしたい！
こどもの笑顔を創りだしたい！

楽しくてエコなイベントがしたい！

こんなイベントをやってみたいなら・・・

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。
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ハガレックス

有限会社ハガレックス・ジャパン
〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町7-11 

シムラビル4F
TEL 03-5640-3033 http://www.hagalex.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 03-5640-3033まで、直接ご連絡お願いします。フォーバルのスタッフがペイントしました！

ハガレックスは「人の可能性を広げたい」
という想いから出来た絵の具です。
そして世界中のひとたちに「笑顔」を届けていきます。



お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５３ － 建物のことならおまかせください エコ

建物にまつわることならおまかせ。
創業18年間、建物管理を中心に建物にまつわることを多岐

にわたっておこなっている会社です。

・建物マネジメント
建物総合管理、建物内外清掃、設備保全等

・室内外特殊コーティング
防UVガラスコーティング、床材保護等

・環境衛生事業部

・環境浄化機器販売

・自販機取扱
を軸に行っています。

今回は中でも節電に関わることのご案内です。

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。

株式会社エコ

代表取締役 千葉 英樹
〒135-0016
東京都江東区東陽1-25-4 ブリリアンス丹羽ビル5階
TEL 03-5677-1950 FAX 03-5677-1951

ＬＥＤランプ Ｔｒｉｓｔ Ｌｉｇｈｔ

建物にまつわることはエコ様へ。
建物管理から不動産売買まで建物に関することなら
なんでもご案内ができます。
建物の管理の見直しを考えている会社様は、
ぜひお問い合わせください。

クールセーブとは省エネガラスコート剤です。
ガラスに特殊なコーティングをすることで

夏は涼しく
冬は暖かい
快適な空間を創造します。

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 03-５３６８－６８２８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 03-5677-1950まで、直接ご連絡お願いします。

LEDランプ『Trist Light』の特徴

・消費電力が少ない ・長寿命
・地球にやさしい ・突然切れない
・虫が寄り付きにくい

保障も5年間つきます！！

品番 価格 タイプ 消費電力
トラストライト20 \4,500 20ｗ型 10.5w
トラストライト40 \6,000 40w型 21ｗ
トラストライト110 \13,800 110ｗ型 42ｗ

料金表

※工事費は別途かかります。

会社紹介 クールセーブ
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都市ガス、電力、上下水道の削減提案を行います。

なんと診断料は無料！！

※直近の1年間のガス・水道・上下水道各月使用料

支払い金額・既存契約の写しをご提出ください。

エネルギーコスト削減を無料診断！



グリーンシステムズ 中間処理

社会が豊かになればなるほど、たくさんの廃棄物が排出
されていきます。地球の環境破壊にストップをかけられ
るのは、個人個人や各企業様の廃棄物に対する意識の改
革と、廃棄物処理業者による廃棄物を最大限にリサイク
ルするための努力・実践のほかありません。グリーンシ
ステムズ様は、その力になれるよう努力されています。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５４ － 産業廃棄物の中間処理 グリーンシステムズ

会社紹介

グリーンシステムズ様は、一般家庭のごみ、産業廃棄物などの
中間処理業者です。川崎市を中心として、東京都、神奈川県で営業
されています。

お客様のご要望にお応えすべく、「より安価」「より迅速」「より便利」
にサービスを提供にいたします。

規模の大小に限らず、お気軽にお問い合わせください！

代表 白石 浩司
〒210-0854 神奈川県川崎市川崎区浅野町6-18 
TEL 044-328-6184 http://www.green-systems.jp/company/

株式会社グリーンシステムズ

法人・事業所の方 建設業・不動産業の方 一般家庭の方

工場や倉庫の片付け 粗大ごみ回収新築及び解体工事の産廃

事業所から出るごみ処理 引越しごみ改修解体工事

一般廃棄物の単発回収 家からの運び出し処分物件の急な片付け

一般廃棄物の定期回収 建物の解体遺品整理や買取

工場・オフィスで出るごみの回収・
片付けはおまかせください！定期・
単発を問わずおまかせください！

建設現場・不動産物件で出た
ごみの回収・解体工事はおまかせ
ください！

引越しや家の解体で出てきた
ごみの処分は大変です。そんな時は
ご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください コーレアを見た！
とお伝えください！！
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代表 濱本 敦子
〒136-0082 東京都江東区新木場3-3-4
TEL 03-3521-7211 http://www.hamamotolumber.com

http://www.kozaikagawa.com

濱本木材様は、創業明治39年の歴史ある木材に関する
輸入・貿易・三国間取引、古材事業を行う会社です。
ウッドデッキと古材・枕木の再利用に強みを持っています。
「本物（天然）の木材の温もりを大事に」をモットーにさ
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 03-3521-7211まで、直接ご連絡お願いします。

古材日和

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５５ － 本物（天然）の木材の温もりを大事に 濱本木材

古いものを大事に使うのは、環境の問題もありますが、
やはり長年使用してきた重みというか、長い年月をかけ
てきたからこそ出る味わいがあります。

でも、新しいものにはそれがありません。

その古い味のあるものを現代のものにうまく組み合わせ
て引き立たせるのが私たちの役目、こだわりです。

単純な既製品にはない風合いが古材・枕木にはあります。
ぜひ一度見学にお越しください。

濱本社長から一言

古材・枕木

導入事例

ＭＡＰ

アクアライン
海ほたる

アクアライン
海ほたる

上野公園
不忍池

上野公園
不忍池

環境問題が叫ばれる近年、これまで廃棄物として処理され
ていた古材の再利用が見直されています。

モノを大切にする先人の心に倣うことで、厳しい環境を生
き抜いてきた古材が醸し出す奥深い味わいや、長い年月
の中で刻まれてきた個性溢れる表情を今に伝えています。

独特のアンティーク感漂う建築資材として、あらゆるシー
ンで活用されている鉄道の枕木。

柔軟な発想から、素材の持ち味を活かした新しい価値を
創造することができるでしょう。
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世界のVIPが訪れるアンチエイジング大国ルーマニアの国
立加齢科学研究所より推奨されたスキンケアシリーズと、
世界各国で特許を持つSEVストーンスパを使用したヴィー
ダプーラだけのエイジングケア・エステティック

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５６ － 洗練された美しさを・・・。 ヴィーダプーラ

ヴィーダプーラ

〒151-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-18-3 フルービュー1F
TEL 03-5728-3608 http://www.vidapura.jp

心身共にリラックスしたひと時をお過ごしいただける癒し
の空間。仕切りが可能なペアルームもございます。

INGGとは、アンチエイジング発祥国ルーマニアで世界で
初めて設立された国立加齢研究所（Institutul National de 
Gerontologie & Geriatrie）。1952年に内閣の法令により
設立され、1974年に国立研究所となりました。この研究所

では、アナ・アスラン博士を中心とするグループが、人間の
老化を軽減することを目的とする薬剤を研究してきました。
活動専門は老年医学診療、社会における老化の研究と
なっています。海外においても定評があり、1964年に、
WHOによって、老化研究所の模範施設として先進国など

に対して提示されました。ルーマニアにはアンチエイジング
や美容に関心の高いヨーロッパや世界のセレブリティが数
多く訪れています。

①Royal Queenコースを半額のサービス 25,200円→12,600円に！
（通常は会員様のみの特典になる半額サービスをコーレア読者様に）

②イヤージュエリーorハンドジェルのプレゼント
（どちらかをお選びください！）

SEVヒーリング＆エイジングケアサロン ヴィーダプーラ

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 03-5728-3608まで、直接ご連絡お願いします。

読者向けサービス

08

ＴＲＥＡＴＭＥＮＴ ＲＯＯＭＳ



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。

ご購入の際「コーレアをみました」とコメントをいただいた

お客様限定！！送料無料にてご提供します！！

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５７ － 女の子の「あったらいいな」をカタチにします！
渋谷ガールプロジェクト

代表 内田 雅也
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-25-8

神宮前コーポラス1108
TEL 03-5774-0137 http://s-girl-project.jp/

魔法のニースト

有限会社オフィス・ユウ（渋谷ガールプロジェクト）

オンラインショップにて

コーレア読者に限りまして

送料無料にいたします

（フォーバル担当 竹之内 賢輔・関口 龍馬）

渋谷ガールプロジェクトは、女の子達の｢あったらい
いな｣をカタチにして､渋谷･原宿から新しいトレンド
を発信していくプロジェクトです！！あなたの｢あっ
たらいいな｣が､新しいトレンドを創るかも？！

ニーハイをキレイでオシャレなアイテムに進化させました。
ワンポイントのチャームがアクセントを演出します。
SEXY度パワーアップのガーターリングも付属しています。

現在弊社では、企業様とのコラボを募集しております。
ブランドロゴやキャラクターのチャームを作成しませんか？
SHIBUYA GIRL PROJECTとのコラボ企画も募集しております。

また小売・ECサイトなどでお取り扱いをご検討の方も

ぜひご連絡ください。

パッケージのパターンなどもご要望にお応えいたします。

実物を見て買いたいという方へ朗報！！
首都圏の下記ヴィレッジヴァンガード各店舗にて
11月より販売を開始いたします。

新宿店、渋谷店、ヴィーナスフォート店、ラクーア店、
下北沢店、ワールドポーターズ店、立川店、八王子店

http://ec.s-girl-project.jp/

本多マネージャーから一言

渋谷・原宿発！！
女の子が本当に欲しいモノを

形にするプロジェクト
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お問い合わせは：0120-4086-53

お申し込みの方はホームページまたはＦＡＸにてお申し込みください。
セミナーお申し込みＵＲＬ

http://forval-consul.com/cb2011/
または以下のように検索してください。

フォーバル コンサル 検索 クリック！

カンボジア王国大使館・フォーバルの共同開催セミナー

カンボジア王国 投資（進出）セミナー
『なぜ、今、日系企業はカンボジアに注目するのか？』

カンボジアの主な魅力は「周辺国より安い人件費」「法人税
が最大9年間免税」「関税の免税措置」 「国内、外資問わず
差別のない投資環境」などがあげられ、さらに世界でも指
折りの親日国でもございます。

カンボジアでのビジネスの可能性を、ぜひご検討されては
いかがでしょうか？

【カリキュラム】
第1部 「カンボジアへのお誘い」

在日本国カンボジア王国大使館 ハオ・モニラット特命全権大使

第2部 「メコンにおけるカンボジア投資の魅力」
第3部 「カンボジアの経済特区について
第4部 「カンボジアの会計・税務」
第5部 「カンボジア進出準備体験談 」
第6部 質疑応答

■開催日

2011年11月22日(火)
■時間

14:00～16:45
■会場

汐留ビルディング3F
（浜松町駅徒歩３分）
■定員

80名（先着お申込順）

無料

◆ＦＡＸ用お申込書（※すべてもれなくご記入ください） 送信先ＦＡＸ： ０３－５４６４－９１４０

役職： 氏名：
ご 参 加 者

メールアドレス： ＠

- -ＦＡＸ番号- -電 話 番 号

貴 社 名

フォーバルグッとくるカンパニー倶楽部では、毎週、経営者のみなさんにヒントと
なる無料メールマガジンを発行しています。
今、登録いただいた方には、御社のＷｅｂ戦略が変わる【特別小冊子】 『成功す
るホームページ“7つの秘訣”』をプレゼント中です！ぜひご登録ください！

ご登録フォーム http://forval-consul.com/magazineform/
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　先日、携帯電話が壊れて買い替えに行ったところ、久しぶりに行った携帯電話売り場はほとんどスマートフォンの
機種が占めており、売り場の担当者にも「これから買うんだったら絶対スマホですよ、スマホ！」と強力にスマート
フォンを勧められました。そう言われてみれば、本屋に行っても「スマホを使いこなそう！」というノウハウ本が平積
みされ、周りの人も続々とスマートフォンに乗り換え、便利なアプリも次々出てきて、まさに時代はスマートフォン
という感じです。
　やはり、これだけの市場であれば、当然そこにからむ権利関係も複雑になるはず…ということで、スマートフォン
業界では世界的な特許戦争が繰り広げられています。つい最近も、GoogleがMotorola Mobilityを１２５億円で買収す
るというニュースが発表されたばかりですが、この買収によって、Googleは取得済みの特許約１万７０００件と出願
中の特許約７５００件を獲得することになるそうです。戦国状態のスマートフォン業界で優位に立つには、電話関
連、パソコン、ソフトウェア等の広い範囲での特許獲得競争はこれからますます激しくなることでしょう。
　さて、このように、企業にとって知的財産権に関する戦略の重要性がますます高まる状況の中、２０１１年９月１
６日（現地時間）、アメリカでオバマ大統領が米特許法改革案“America Invents Act”に署名し、特許の認定の仕組みを大
きく変える改正特許法が成立しました。
　これによって、アメリカも、今まで世界的な流れに逆らって頑なに維持してきた先発明主義を捨て、日本やヨー
ロッパと同様、先願主義を採用することになったことが、大きな話題となっています。
　ここで、それぞれの制度について簡単に説明すると、これらは、他人による同じ発明が複数ある場合に、そのいずれ
に特許を与えるかを決定する原則です。
　そして、先発明主義とは、最初の発明者に特許を与える制度であり、先願主義とは、最初の出願者に特許を与える制
度です。
　一見、先に発明した人が権利を得るという先発明主義の方が理にかなっているように見えますが、先発明主義で
は、せっかく特許を取ってそれを利用した商品が売れるようになり、やっと利益が出てきたと思ったら、後から「先に
発明したのは自分だ！」と主張されて莫大な特許料を請求されて争いなるということが起こり（これを潜水艦が水面
下から様子を伺って突如浮上する様子にたとえて「サブマリン特許」といいます）権利の安定性に問題があることや、
発明日の確定が困難で、先発明者の確定手続きに時間と費用がかかること等の問題があるため、国際的には先願主義
が主流となっていました。
　それにもかかわらず、アメリカが今まで先発明主義を取り続けていたのは、個人発明家
の保護ということが大きな理由でした。つまり、先願主義の下では、多数の弁護士を抱え
て迅速に出願できる大企業に比べて、中小企業や個人発明家が不利になってしまう恐れ
が大きいということです。もっとも、実際は、先発明主義だから個人発明家が有利かとい
うと、先発明者の確定手続きには上記とおり多額の費用がかかり個人で対応することは
困難であるため、先発明主義だからといって、必ずしも個人発明家が有利であるというわ
けではないという意見もあります。また、外国出願を念頭におく多国籍企業などは、外国
の先願主義の特許制度に対応するために、できるだけ早くに特許出願を行っているため、
先願主義に移行したとしてもそれほど実務的な影響はでないのではないかとも言われて
います。
　今回の方針転換は、これらの点も考慮して、世界の他国と統一して先願主義に移行した
方が、アメリカ企業の競争力強化や、技術開発の促進のために望ましいとの判断の結果と
いえるでしょう。
　特に、最初に述べた買収の例のように、現在の特許法の下、特許訴訟から身を守るため
に多くの費用をかけていたアメリカのＩＴ企業からは、この方針転換は大変歓迎されて
いるようです。
　今回の改正特許法は、２０１３年春に施行されるそうですが、アメリカが世界の標準に
合わせて足並みをそろえたことにより、今後、国際特許紛争は減り、日本企業にとっても、
世界的な特許戦略や事業展開の立案が容易になるであろうとみられています。

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
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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　堀　真知子

アメリカ特許法の方針転換

弁護士シリーズ  第 26 回

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



（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②横浜市戸塚区／特殊ケミカル洗浄事業

洗面、浴室、トイレ等のリフォーム除菌洗
浄をおこなっています。

ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：小林 繁典

①東京都台東区／石油化成品製造販売

パソコン指導をしてほしいです。

特にパワーポイントなどを教えてもらいたい。
40代以上の社員向けにレクチャーしてくれるような

サービスはないでしょうか。またはそういう業者が
あれば紹介お願いします。

条件としては、仕事帰りに通えるようなもので、週1
回でかまいません。ビジネスマン向けにやってい
るとなお良いです。

ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：椛澤 昌浩

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東京都渋谷区／広告代理店

パチンコ番組を制作いたします。
来年の春より放送予定です。CS放送になる予定です。

関東甲信で、撮影にご協力いただけるパチンコ店さ
んを探しております。

ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：永井 宏仁

フォーバル ビジネスマッチング掲示板 応募・登録用紙

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：

④東京都千代田区／ゴルフスクール

電気代が全然下がりません。

節電ということでエアコンの温度を上げて運用し、且つ
LEDも導入し、蛍光灯などこまめに消したのにもかか

わらず、まったく電気代の請求額が下がらないです。

なにか良い方法はないのでしょうか？もしくは電気会
社にだまされているのでしょうか？ご相談にのってくれ
る業者さんのご紹介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横浜市青葉区／リサイクルショップ

首都圏のリースアップ品や事務機器全般、オフィ
ス関連家具、さらに厨房機器など買取に伺います。
スケルトン工事や解体工事も承りますのでご紹介くだ
さい。

フォーバル担当：竹之内 賢輔

⑥東京都文京区/省電力関連製品卸

LEDを使用したチャンネル文字を取り扱っています。

○消費電力が低く、環境に優しい
○寿命が長い
○小型化・薄型化が可能で、設計・デザインの

自由度が高い
などの従来光源に対する優位性があります。
ご拡販いただける協力会社を探しております。

ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：庄田 達司

（キリトリ）
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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、

ひざ、関節の痛みに「グルコサミン」
その他、各種栄養補助食品を販売
１万円⇒３，５００円で提供中！

〒223-0057 横浜市保土ケ谷区帷子町2-47-1
パシフィックパレス保土ヶ谷201

TEL 045-339-6013 お問い合わせ：0120-560-662

株式会社 日本ナチュレ

情報をご紹介しております！

売りたい 買いたい ＰＲ情報

今話題の「グルコサミン」をはじめとした栄養補助
食品をご販売いたします。
お気軽にお問い合わせください！

グルコサミン 1本 定価10,000円
田七ゴールド 1箱 定価10,000円
アシタバ青汁の素 50g 定価10,500円
イチョウ葉エキス 90粒1箱 定価04,800円
が全て3,500円均一でご提供いたします！

売りたい

バナジウム含有極上天然水
品質が１番のこだわりです！！

〒174-0051 東京都板橋区小豆沢2-26-14
TEL 0120-86-3286 FAX 03-5914-4432

SUICYショップ http://www.suicy.com/

SUICY

送料無料・初回限定割引有り！

水に対する不安が広がる昨今だからこそ、水のプ
ロ（水質分析屋）として「安心・安全」をお届けいた
します。弊社では、検査結果を常時HPにて公開し

ています。

売りたい
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
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他端末との違いとは？他端末との違いとは？

A. ｉＰａｄは情報収集に特化した端末と言えるでしょうA. ｉＰａｄは情報収集に特化した端末と言えるでしょう

各端末を比較すると、

①携帯電話は電話とメールに特化しており、
②パソコンは情報収集や情報発信にオールマイティに対応できる。

しかし、起動が遅く持ち歩くには重すぎるといったデメリットがあります。
③ｉＰａｄは、ケータイ電話と同様にメールができ、インターネットの検索や、

情報収集が簡単で、わざわざパソコンを持ち歩くほどではない時に
大活躍するんですよ。

特徴的なのは“アプリ”が次々と追加され進化を続けていることですね。

Q. 携帯やパソコンと何が違うの？

「あらたにす」（無料）
朝起きてから通勤時間までに
利用する定番アプリ

無料で利用できるニュー
スアプリ。日本経済新聞、
朝日新聞、読売新聞の
3紙が発信するニュースや

社説などを「読みくらべ」
できるのが特徴。

「そら案内」（無料）
地域ごとに天気を一発検索

tenki.jp の情報を元に

日本各地の天気予報を
表示する iPad アプリ。
GPSと連動し、現在地

での予報も取得する
ことができます。

「Ｅｖｅｒｎｏｔｅ」（無料）
こまめなメモでも
ばっちり管理

万能メモ帳の決定版。
文章、画像、音声など情報の
種類を問わず気になった情報
をすべて「記憶」させ、タグや
タイトルを付けて素早く検索
できるクラウド型の記録アプリ。

「ビューン」（450円）

わざわざ本屋に行かな
くても、好きな時に雑誌
が読める

「Ｇｏｏｄｒｅａｄｅｒ」（450円）

営業に出る前にＰＣで作成した
データを管理、外に持ち出す

必携アプリの一つ。ファイルのダウンロード＆管理&閲覧に
最も適したアプリ。USB経由でのデータ管理が可能で、

ダウンロードしたデータの解凍まで可能。セキュリティ
に関してもほぼ問題なし。最も使い方の幅が広いアプリ。

雑誌観覧アプリ
の代表。雑誌は
発売日当日から
主要な特集・記事
などを中心に見る
ことができる。

ご不明な点は、フォーバル担当者にお気軽にお問い合わせください。

スマートタブレットの代表と言えるiPad。使えば使う程にiPadは

毎日の生活から欠かすことのできない存在になってきました。

しかし、まだ利用していない人にとっては携帯電話やパソコンと

何が違うのかを理解している人は少ないのではないでしょうか？
そこで今回はその違いと、iPadの活用術を紹介させていただきます。

※iPadは、Apple Inc.の商標です。
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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
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10月2日（日）、フォーバルは「第2回 ＮＩＰＰＯＮ ＩＴ チャリティ駅伝」に参加してきました。

本大会の参加費は、ＮＩＰＰＯＮ ＩＴ チャリティ駅伝実行委員会を通じ、 『うつ病、ひきこもり』の方々の
就労支援を行っているＮＰＯ法人ＦＤＡ（Ｆｕｔｕｒｅ ＤｒｅａｍＡｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ - http://www.fda.jp/）
の活動、そして東日本大震災で被災された方々へ寄付されます。本イベントを通じて、1 人でも多く

の方々を社会に復帰させる、大震災の被災者支援につなげることが目的の駅伝大会です。

社内で選手・ボランティアとしての参加を呼びかけたところ、貴重な休日にもかかわらず、ランナー
100名、ボランティアスタッフ24名の総勢124名が集まりました。

フォーバルとしては初参加でしたが、韓国やロシアなど海外からの
参加チームも含め、昨年行われた第1回の4倍となる2千人以上も

のランナーが参加するという、かなり大規模なスポーツ大会でした。

実際の競技は、12キロを5人でたすきリレーします。それほど広くな
い河川敷のマラソンコースを1度に400人以上のランナーが走るた

め、思っていた以上に迫力あるレースに。

４０７チーム中１９位に！参加者数はトップ！

【首都圏支社長/ＣＳＲ委員会副委員長・行】

チームメンバーとの一体感や団結力。走った後の格別な爽快感。
また、チャリティ大会であり、自分たちの走りが社会に貢献したとい
う意義や充実感。走り終えた後の参加者の笑顔を見て、こうしたこ
とを強く感じました。やはり、スポーツは最高ですね！日頃は仕事に
追われ、なかなかこのような機会はもてませんが、ぜひ今後は社内
でのスポーツ大会、いずれはフォーバル主体で地域社会に貢献でき
るようなイベントを開催したいと思いました。

参加選手・スタッフより一言

【横浜支店・岡本】第2回にも関わらず、参加者も協賛企業が激増
していて驚きました。思いのほか2ｋｍが長く感じましたが、仕事では

感じることのできない清々しい疲労感が快感でした。

【首都圏支社・牧野】今回のチャリティー駅伝はボランティアとして参
加させていただきました。ランナーを応援していただけでしたが、終
わってみると清々しい気持ちと微力ながらも人のために何かをやれ
たという思い出になりました。次回も、ボランティアでもランナーでも
良いので、ぜひ参加したいと思います。

全407チーム中、フォーバルから参加したチームの最高順位は19位！丹羽、中澤、伊藤、南木、小野

寺による首都圏支社開発営業部「完全にガチンコ」チームがやってくれました！！

また、多くのIT企業が参加していた中、20ものチームが参加していた企業はフォーバルだけでした。
参加者数だけは圧倒的に1位だったことをご報告しておきます。
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いい服の日

「いい(11)ふく(29)」の語呂合せ
29日

(火)

盛人（せいじん）の日

2001年、日本ベテランズ倶楽部が制定
「いい(11)とし(14)」の語呂合せ

14 日

(月)

本みりんの日

全国味淋協会が制定
「い(1)い(1)み(3)りん(0)」の語呂合せと、
最も鍋物等で需要の多い時期であることから

30日

(水)

七五三

男の子は数えで3歳と5歳、女の子は3歳と7歳の年に、
成長を祝って社寺に参詣する。いまは特にこの日にこだわ
らず、10月から11月の間に行われるのが一般的

15 日

(火)

28日

(月)

27日

（日)

26 日

(土)

25 日

(金)

24 日

(木)

23 日

(水)

22 日

(火)

21 日

(月)

20 日

(日)

19 日

(土)

18 日

(金)

17 日

(木)

16 日

(水)

いいひざの日

ゼリア新薬が制定
「いい(11)ひざ(13)」の語呂合せ

女優：由美かおるの誕生日（1950年）

歌手：岩崎宏美の誕生日（1958年）

サッカー日本代表：清武弘嗣の誕生日（1989年）

麺の日

1999年、全国製麺協同組合連合会が制定
「1111」が麺の細長いイメージにつながることから

エレベーターの日

1979年、日本エレベーター協会が制定
1890年、東京・浅草の「凌雲閣」に設置された
日本初の電動式エレベーターが一般公開された

119番の日

1987年、消防庁が制定
消防の緊急通報用電話番号が119番であることから
この日から週間、秋の全国火災予防運動が行われる

立冬

二十四節気のひとつ
太陽黄経が225度のときで、
初めて冬の気配が現われてくる日

鍋の日

食品メーカー・ヤマキが制定
この日が立冬になることが多いことから

落語家：桂米朝 【3代目】の誕生日（1925年）

俳優：伊原剛志の誕生日（1963年）

元プロテニス選手：松岡修三の誕生日（1967年）

雑誌広告の日

日本雑誌広告協会が1970年に制定
「読書週間」「教育文化週間」のある時期
ということで、この日を記念日とした

ユネスコ憲章記念日

1946年、ユネスコ憲章が発効し、
国連教育科学文化機関(ユネスコ)が発足
日本は1951年7月2日に加盟した

文具の日

1987年、東京都文具事務用品商業組合等が制定
「文具と文化は歴史的に同じ意味」ということから、
文化の日を記念日とした

キッチン・バスの日(家庭文化の日)

11月3日の「文化の日」の前日に家庭文化のあり方を
考える日にとキッチン・バス工業会が制定

寿司の日

紅茶の日

本格焼酎の日

税関記念日

1952年、大蔵省(現在の財務省)が制定
1872年、運上所の呼称を「税関」に統一された

13 日

(日)

実業家・パナソニック創業者：松下幸之助の誕生日（1894年）

ミュージシャン：小室哲哉の誕生日（1958年）

女優・タレント：杉田かおるの誕生日（1964年）

12 日

(土)

モンゴル独立記念日

1926年、1921年に中華民国から独立していたモンゴルで
ソ連の支援により「モンゴル人民共和国」が成立した

11 日

(金)

金型の日

1974年、日本金型工業会が制定
1957年のこの日、日本金型工業会が設立された

10 日

(木)

東京天文台設置記念日

1921年、東京都麻布区板倉（現港区麻布台）に
東京天文台（現 国立天文台）が設置された

9 日

(水)

外食の日

1984年、日本フードサービス協会(ジェフ)が制定
いつも家事で忙しい母親の労をねぎらおうと、
「勤労感謝の日」を記念日とした

8 日

(火)

ペットたちに感謝する日(THANKS PETS DAY)

ペット関連の事業を行う企業が制定
犬と猫の鳴き声「ワンワン」「ニャーニャー」から

7 日

(月)

インターネット記念日

1969年、インターネットの原型であるARPAネット
の公開実験が、大学など4か所を結んで開始された

6 日

(日)

世界こどもの日

1954年の国連総会で制定された国際デー
児童の権利に関する宣言（英語）が採択された

5 日

(土)

世界トイレデー

世界トイレ機関が制定
2001年の同機関の設立日

4 日

(金)

アニメキャラクター：ミッキーマウスの誕生日（1928年）

歌手：森進一の誕生日（1947年）

歌手・俳優：岡田准一【V6】の誕生日（1980年）

3 日

(木)

蓮根の日

1994年、茨城県土浦市で開催された「蓮根サミット」で
この日を記念日とすることが決められた

2 日

(水)

幼稚園記念日

1876年、日本初の官立幼稚園である東京女子師範学校附属
幼稚園(現在のお茶の水女子大学附属幼稚園)が開園した

1 日
(火)

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11月 ♦
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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。

東京・横浜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。

バックナンバーはこちらから
http://www.forval.co.jp/coreea/
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フォーバル
担 当

まばゆいばかりに輝く黄金の機会があな

たに与えられます。それを活用して更なる

成功を手に入れてください。

仕事★★★★★

恋愛★★★★★

金運★★★★★

自分を大切にできなければ、本当の意味
で人を大切にすることはできません。自分
自身に対する批判を手放し、ゆっくりと休
息を取り、好きなことを行ってください。仕事★★★★☆恋愛★★★★☆金運★★★★☆

小さな川がいつかは大きな海へとたどり

着くように、あなたも立ち止まらないで進

み続ければ、いつか今より大きなステージ

で活躍できるようになります。否定的なこ

とは考えないで、前に進み続けましょう。

仕事★★★★☆

恋愛★★★★☆

金運★★★☆☆

今を楽しむ練習をしましょう。末来のことを

思い煩い、暗い気持ちで今を過ごすことを

辞めましょう。今というときは二度と訪れる

ことがない、大切な時間なのです。
仕事★★★★☆恋愛★★★★☆金運★★★★☆

この宇宙にある富は豊かで、全ての人と

分け合ってもまだ余るぐらいあります。ど

うぞあなたが持っているものを他の人達

と分かちあってください。そうすれば更な

る豊かさがあなたに流れ込んでくるでしょ

う。

仕事★★★★☆

恋愛★★★★☆

金運★★★★★

物事には始まりがあれば終わりがあります。

終わりを受け入れれば、次の始まりが出現

することでしょう。

仕事★★★★☆

恋愛★★★★★

金運★★★★☆

イライラしないで。上手くいっていない部

分ではなくて、上手くいっている部分につ

いて考えるようにしてください。あなたが

心配するから状況が悪化するのです。

仕事★★★★☆

恋愛★★★★☆

金運★★★★★

全ての人が神の子であると思えば、全て
の人を愛することができるはずです。あ
なたにとって上手くやっていけない相手
など、本来いないはずなのです。
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「6」

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「6」を足します。 7+6=13 1+3＝4

※ 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4です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

美味しいものを食べれば元気が出て、良い
アイディアが沸いてきます。好きな物を好き
なだけ食べましょう。

仕事★★★★★
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

Angel
Number

1
Angel

Number
1 Angel Number2

Angel Number2 Angel N
umber3Angel N
umber3

Angel Number4
Angel Number4

Angel Number6
Angel Number6

Angel Number5Angel Number5

Angel Numb
er7Angel Numb
er7

Angel Number8Angel Number8
Angel

Numb
er9

Angel
Numb

er9

Angel Number fortune

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。

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




