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店舗のご案内

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５８ － 横浜関内でイタリアンレストランなら ポローネ

ポローネ様は、JR関内駅より徒歩8分、地下鉄みなとみらい
線馬車道駅より徒歩3分と、アクセスに便利なイタリアンレス

トランです。

本格的な石釜焼きピザ、自家製生パスタなど、美味しいイタ
リア料理をお楽しみください。

ビールやワインの種類も多く、カクテルもありますので、
軽いおつまみでちょっと１杯という方にもぴったりです。
カウンターもありますので、お一人でもお気軽にどうぞ。

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。

イタリアンレストラン ポローネ

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-15
TEL 045-227-6403 http://www.t-pollone.co.jp/

イタリアンといえばピザ！本格的な釜焼きピザが
イチオシです。高温で一気に焼き上げることにより、
外はサクサク、中はふんわりの贅沢な焼き上がりに
仕上がります。そしてピザといえばビール!社長自ら
厳選したイタリアビールが豊富に揃っています。

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みました」 と、
TEL 045-227-6403まで、直接ご連絡お願いします。

ポローネについて

横浜 イタリアン ポローネ

イタリアンレストラン ポローネ

http://www.t-pollone.co.jp/

〒231-0004 横浜市中区元浜町3-15
・みなとみらい線 馬車道駅6番出口 徒歩3分

日本大通り駅1番出口 徒歩4分

TEL 045-227-6403（予約可）

【月～土】12：00～24：00（ラストオーダー23：00）
【日・祝】 12：00～22：00（ラストオーダーLo21：00）

定休日：火曜日（PARTYのみ10名～応相談。その場合翌

日休業の可能性有）

横浜 イタリアン ポローネ

ランチタイム（12:00~14:30）のビュッフェがお得です！

人気のピザ、パスタはもちろん、パン・サラダバー・前菜・
ご飯もの・グラタン、そして女性には嬉しいデザートまで、
好きなだけお召し上がりいただけます。

－選べる2つのプラン－
◆平日限定！！制限時間30分！！・・・850円

上記ブュッフェが30分以内ならこの料金！！
ビジネスで忙しい方にオススメ♪

◆通常バイキング！！時間の制限なし！！・・・1,050円

ゆっくりと食事をしたい方におススメ♪♪

お得なランチメニュー
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藤龍様は食材卸をされていますが、中華料理の食材に
特化されているのが特徴であり、総合食品卸との違い
です。中国本土で使われている豊富な食材を取り揃え
ていらっしゃいます。中華料理の食材に関しては、
揃えられないものはありません。

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 045-590-3170まで、直接ご連絡お願いします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１５９ － 中華食材ならおまかせください！ 藤龍

藤龍は創業42年。先代から築いてきた信用を守り続けて

商売をさせていただいています。

創業時はラーメン屋さん向けの食材卸からスタートしまし
た。先代社長がたった一人で、ラーメン屋さんをバイクで
1件1件まわりながら顧客を開拓していきました。

その後、ラーメン屋さん向けに卸す食材は、メンマ・ラー
油・しょう油など品数が少ないため、業容を拡大・特化し
ていきながら、現在の中華料理屋さん向けの食材卸へと
変わってきています。

42年もの間、お客様の信用を守り続けてこられたのは、

「誠実に対応すること」を心がけてきたからだと思います。
言葉遣い一つ一つにも気を配ってきました。

もちろん、取り扱っている食材の品質にも強いこだわりを
持っています。お客様に納得していただけるものかを一
番に考え、｢どこどこ産の何」と指定されれば、それに応
えることができる体制を整えています。

加藤社長から一言

フォーバル担当から一言

とても気さくな加藤社長。取材の際も「また何か売り込みに
きたんだろう」と冗談をおっしゃいながらも、「創業42年、

ウチは信頼で商売をしているんだ」と話されているときの
真剣な表情が印象的でした。

（担当ソリューション
アドバイザー：増田 洋一郎）

株式会社 藤龍

代表 加藤 聡
〒224-0027 神奈川県横浜市都筑区大棚町444-1
TEL 045-590-3170

横浜中華街にも、10店以上のクライアントを持っていらっ

しゃる藤龍様。中国本土で使っている食材を豊富に揃えて
いらっしゃるのが強みです。

例えば、本場の麻婆豆腐には欠かせない四川省特産の
山椒。日本の通常ルートでは入りにくい、中国国内でしか
出回っていないような香辛料や調味料なども藤龍様なら
取り扱われています。

オススメはくらげ・フカひれ・アワビ・ナマコ等の高級珍味！

中華食材をお探しの方は、ぜひ藤龍様にご相談ください。

オススメ商品
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お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６０ － 芸能が豊かな社会をつくる
社団法人 日本芸能実演家団体協議会

〒163-1466 東京都新宿区西新宿3-20-2                                   
東京オペラシティタワー11階

TEL 03-5353-6600（代） http://www.geidankyo.or.jp/

社団法人 日本芸能実演家団体協議会

社団法人 日本芸能実演家団体協議会（芸団協）様は、
「芸能が豊かな社会をつくる」を理念に、人々が芸
能を楽しみ、心豊かに暮らせる社会を実現すること
を目指しています。

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。

「震災復興に文化芸術を！」プロジェクトのお問い合わせは
TEL 03-5909-3060

芸能花伝舎「創造スペース」のお問い合わせは
新宿区西新宿6-12-30 TEL 03-5909-3066

まで、「フォーバルのコーレアをみました」と直接ご連絡を
お願いいたします。

「芸能が豊かな社会をつくる」という芸団協様の理念を実現させるための、芸能文化拠点
が「芸能花伝舎」です。新宿区と締結された文化協定に基づき、旧新宿区立淀橋第三小学
校を新宿区よりお借りし、2005年より活動を始められました。どなたでもご利用いただける
芸能文化活動のための12の「創造スペース」も準備されており、稽古やワークショップ、
撮影、研修などに広くご利用することができます。

芸団協様では、「震災復興に文化芸術を！」プロジェクトを
立ち上げ、被災者の方々を励まし、心を共に生きるため、
文化芸術を通じた長期的な支援事業を行っています。

今年度は、仙台七夕まつりへの協力、釜石のお祭りでの
民俗芸能復興への協力、福島の小学校での公演などの
活動を精力的にされています。

本支援事業の更なる充実の為、下記口座「震災復興に文化
芸術を基金」にて本事業への寄付を受け付けております。

みずほ銀行
支店名：新宿新都心支店（209） 普通
口座番号：1494755
口座名義：社団法人日本芸能実演家団体協議会

震災復興に文化芸術を基金
フリガナ ：シヤ）ニホンゲイノウジツエンカダンタイキヨウギカイ

シンサイフツコウニブンカゲイジユツオキキン

※ご寄付いただいた方は、お名前の掲載可否をFAXまたはメールにて
ご連絡いただけると幸いです。
E-mail：bunkadetsunagu@geidankyo.or.jp
URL：http://bunka-tsunagu.blogspot.com/

俳優、歌手、演奏家、舞踊家、演芸家、演出家等のあらゆ
る芸能分野の芸能実演家の団体、スタッフや制作者等、
芸能に携わる団体で構成する公益法人です。

現在71団体（傘下の芸能実演家約90,000人）が正会員。
1965（昭和40）年に設立され、現在の主な業務には、
実演家の著作隣接権に関わる事業（実演家著作隣接権
センター[CPRA]が運営）、芸能人の活動条件や
地位向上にかかわる福祉事業、芸能文化の
拠点『芸能花伝舎』運営や芸能に関するさまざま
な調査研究・政策提言、芸能体験機会の提供・
研修など芸能文化振興に関わる事業があります。
会長は野村萬（能楽師・人間国宝）。
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株式会社様Ｒａｙハウジング様は、相続税対策のご相談
から投資物件の購入・売却、入居仲介、管理まで、お客
様一人ひとりのトータルライフをサポートいたします。

お客様自慢！！ ＣＡＳＥ１６１ －不動産のトータルサポートなら Ｒａｙハウジング

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。

株式会社Ｒａｙハウジング

代表取締役社長 宮城 礼子

〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-2-1
ナインティー新宿ビル5F

TEL 03-5155-1017 http://www.ray-housing.co.jp/

Rayハウジング

Rayハウジング様は不動産業界の経験をいかし、

下記のような不動産のトータルサポートをしています。

■マンション管理業務

■賃貸仲介
■土地・マンション・戸建ての売買
■不動産コンサルティング
■リフォーム

退去立会や小修理、リフォーム、管理まで丁寧にサポート！

■煩わしい退去立会を代行いたします
■丁寧確実な作業を心がけます
■スピーディーな見積り、ご報告、作業を心がけます
■専門ならではの、現場のアドバイスを心がけます

不動産経験を生かして、
お客様のお困りのところを見つけながら、
多方面から見てコンサルティングいただけます。

また、女性社員の意見も取り入れることで、
きめ細やかな提案にも意識されています。

会社紹介 リフォームについて

ここが違う！！

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 03-5155-1017まで、直接ご連絡お願いします。

06



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

好評発売中！

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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（フォーバル マッチング担当：竹之内 賢輔）

②東京都新宿区／医学部受験専門予備校

授業を撮影したものをホームページ上で掲載

するために、簡単に操作できる動画編集
ソフトを探しています。お勧めのソフトがあ
れば紹介してほしい。現在は、業者へ都度数
10万円支払いをしているため。

フォーバル担当：武内 寛之

①東京都狛江市／ビル管理業

ビル・マンション管理を行われているお客様です。
現在、夜間や休日の対応窓口が無い状態です。

平日夜間・休日の一次受けを行っている業者
を探しております。一次受けをし、担当者に連絡
を入れる流れになります。

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！

⑥東京都渋谷区／広告代理店

ガソリンスタンドとのコラボで催事業務プロ
デュースをおこないます。スーパーやショッピング
モール・ホームセンターなどで売り場を探しているお
客様をご紹介ください。

売り場がガソリンスタンドなので屋外です。
屋根はあります。
火気を扱う物はできません。

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

（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：

④神奈川県大和市／業務用空調販売・施工

営業代行会社さんを紹介してください。
扱う商材は業務用のエアコンになります。
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東京都目黒区／コンサルティング

バングラディッシュへの進出を考えている企業
様を募集中です。政府とパイプありますので、あら
ゆる面でご支援できます。

バングラに拠点あります。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／化粧品販売

主に化粧品を扱っていますが、栄養補助食品の「ル
カンゴールド」を薬局で店頭販売することとなりま
した。

現在は、ピップ株式会社の子会社ホープオーコーチ株
式会社と提携し、販売元として関東地方の薬局に営業
しています。

より販売店舗数を増やしたいので、フォーバルのお客
様で紹介できるところがあれば紹介してほしい。

フォーバル担当：岩崎 慶太
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⑧埼玉県久喜市／給水管洗浄会社

あらゆるビル、マンションの管洗浄を行っていま

す。不動産業者、ビル管理会社の方々と協
業、協力を考えております。
ご紹介お願いします。

フォーバル担当：武内 寛之

⑦東京都板橋区／精密機器製造

電気組立ての業者を探しています。
機械内部の配線（ハーネスの提供・組み立て）を、
安く請け負ってくれるようなところです。今、請け
負ってもらってる業者さんは、高齢のため不安だと
いうことです。ご紹介よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：本多 淳也

⑨東京都足立区/通信販売業

業務多角化の一環として健康食品の販売を開始いた
します。販売にあたって、アフィリエイトの利用を考え
ております。

アフィリエイトプログラムの提供をされている企
業様がいらっしゃいましたら、ご紹介いただきたくお
願い申し上げます。

フォーバル担当：庄田 達司

⑩東京都港区／医療施設

健康診断をメインにしている診療所です。健康診断
を実施する企業を募集します。来院していただけ
ることが条件です。従業員数30名以上の企業は健
康診断を実施する義務がありますので、紹介希望
です。30名未満の企業ももちろん歓迎です。

フォーバル担当：福永 公生

⑪東京都豊島区／出版編集

介護・福祉に特化した編集工房です。
本や広報誌・パンフレットの企画・編集をしています。

オンデマンド印刷を使いたくて業者を探しているが、
なかなか良いところが見つからないそうです。
希望は印刷・製本を少数（1部～）からしてくれて、
且つ安くできるところ。

フォーバルのお客様でオンデマンド印刷をやっ
ている業者はないか？またはおすすめの業者が
ないか？紹介してほしいとのことです。

フォーバル担当：黒澤 優太

⑫東京都千代田区／出版社

剣道とボディービルの専門誌を出しており、出版の電
子化の運用を考えています。しかし、実情が分から
ない点もあり、もし情報があれば教えてほしい。

フォーバル担当：佐藤 良美

⑬東京都渋谷区／日中文化交流支援団体

中国・日本の骨董品を買い取ります。
査定無料ですので、査定だけでも希望される方を募
集いたします。

フォーバル担当：海野 由香理

⑮東京都新宿区／出版社

業務の一部で展示会やイベントでデジタルコンテンツ
を作成しています。

現在、自社でFlashの制作を行っていらっしゃいます

が、手が回らないことがあるので業者を探していると

のことです。高度なFlash制作技術をお持ちの業
者さん、よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：大野 文子

⑭神奈川県横浜市／不動産業

不動産の処分をお考えの弁護士、司法書士、
税理士等を探しております。

不動産の任意売却、管財案件、相続案件等の処理
専門の不動産会社です。よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：岡本 亮

⑰東京都渋谷区／防災設備保守会社

高齢化マンションの住宅相談会を企画するにあたり、

以下の内容に対応できる、医師・建築士を紹介して
ほしい。

・入居する高齢者向け健康診断
・住まいの悩み相談
・独居老人に対するサービス全般（特に建築関連）の相談

フォーバル担当：若月 慶紀

⑯東京都大田区 / 精密機器試作専門商社

NC旋盤、NC複合機、MC等の設備をお持ちで、
精密加工（小物が主）が可能な外注様募集中。

試作専門の商社です。関東と関東周辺一帯、東北南
部にて工場をお持ちの方希望です。
よろしくお願いいたします。

フォーバル担当：伊辺 光広
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FaceTime

Safari

ミュージック＋ビデオ

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。

iBooks

iPad標準搭載機能 紹介

複数アカウントのある人でも大丈夫、
携帯メールもパソコンメールも

これ１台で管理可能。

日頃の予定や、知り合いの連絡先だって
管理するのは簡単。

いつでもどこでも知りたいことを確認できる。

上記の標準機能以外にも、自分で便利なアプリをダウンロード
してｉＰａｄの利用方法を広げてくれるＡｐｐ Ｓｔｏｒｅ

ＧＰＳを利用した地図アプリ。

目的地までの経路や電車の乗
り換え、所要時間も簡単検索。

マップ

大切なあの人とビデオ通話
をしよう。普段会いに行けな
い人にでも簡単に会える。 音楽も映画もこれ１一台！！

家の中だけでなく外でも気軽に自分
の好きな音楽を持って出かけよう！

パソコンがなくたってインター
ネットサイトの閲覧が可能に。

調べ物はこれで簡単検索！
雑誌だって愛読書だって、いつも
持ち歩く本を全てこの１台で。

写真機能だって問題なし！

ｉＰａｄをデジタルフォトフレームの
ようにして皆で見ることも可能です。

写真 ＋ アルバム

メールカレンダー ＋ 連絡先

※iPadは、Apple Inc.の商標です。
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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

労災補償について
弁護士シリーズ  第 27 回

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

● 上記の給付内容のうち、主なものを説明すると、

　上記の給付は、内容によって時効が異なります。①療養補償給付、②休業補償給付、⑤葬祭料、⑦介護補償給付の時効は２年ですが、③障害補償給付、
④遺族補償給付の時効は５年です。

　気をつけるとよいこととして、時効の起算点という問題があります。たとえば、①療養補償給付について、治療費の自己負担分は、長期間療養してい
ても、現在からさかのぼって２年分までしか労災申請をして請求できないとされています。
これに対し、③障害補償給付請求権の消滅時効は、業務上災害による傷病の症状が固定し、かつ、その傷病の業務起因性が認識可能となったときから
進行するという裁判例があります。

　労災保険法は、国家公務員、地方公務員などの例外を除いて、労働者を雇用するすべての事業に適用され、１人でも労働者
を雇っている事業主は、労災保険の加入を行わなければなりません。しかし、実際には労働者であるにもかかわらず、業務委
託契約を締結して仕事に従事させるなどして、労災保険法の適用を免れている例は珍しくないといわれます。

　そして、上記のように、労災保険法の適用があるにもかかわらず、労災保険の加入手続きを行わない事業者が相当数に上
ることが、労災保険制度の運営上問題となり、平成１７年に労災保険の費用徴収制度が強化されました。

　事業主が労災保険の加入手続きを怠っていても、事故が発生した場合、労働者やその遺族には労災保険が給付されます。
その一方で、事業主からは給付された労災保険の金額の全部又は一部が費用徴収されます。この事業者から労災保険の給付
金を徴収する制度を、費用徴収制度といいます（なお、別途遡って２年分の保険料も徴収されることになります。）。

● 平成１７年の制度強化のポイントは、以下のとおりです。

　以上のような厳しい費用徴収がありますので、予防法務の観点からは、実態が労働者であるならば、きちんと労災保険
に加入しておいてほうがよいと思われます。

　労災補償について、少しお話したいと思います。
　労働災害には、工場や建設現場での事故のような災害性の事故だけでなく、過労やストレスによる疾病等があります。
　労災事件における法的手続きには、（１）労災保険金の請求と（２）使用者に対する損害賠償請求の２つがあります。このうち、（１）労災保険金の
請求については、社会保険労務士の方もやられていますが、（２）使用者に対する損害賠償請求というのは、弁護士でないとできない事です。

　労働基準法の労災補償制度は、業務上の災害に対する使用者の無過失責任を認めていますが、身体的損害のみを対象とし、物的損害や精神的損
害は対象にしていません。また、損害の全額でなく一定割合を填補するものにすぎません。そのため、（１）労災保険金で補填できない部分は、やは
り（２）使用者に対する損害賠償が問題になります。

　（２）使用者に対する損害賠償請求は、使用者の安全配慮義務違反（債務不履行）や不法行為上の注意義務違反の責任を問うものです。
　このうち、使用者の安全配慮義務違反（債務不履行）とは、使用者には、「労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又
は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務」（安全配慮義務）があ
り、これに違反したため労働者に損害が発生した場合には、その損害を填補しなければならないということです。

　安全配慮義務の具体的内容は、上記のように抽象的に定義されており、その適用範囲はたいへん広範です。しかし、無限定というわけでもあり
ません。
　それでも、裁判で原告の主張が認められた事例としては、長時間労働や過重な出張で過重な労働をさせたこと、過大な業務量やノルマを課し
た、あるいは人員配置を怠って補充をしなかったこと、高温、騒音等特殊な劣悪な労働環境においたこと、ハラスメントを放置したこと等があり、
うっかり見過ごしてしまいそうな内容で安全配慮義務違反が認められ、使用者の責任が問われていますので、注意が必要と考えられます。

　（１）業務上災害に基づく労災保険の給付の内容には、①療養補償給付、②休業補償給付、③障害補償給付、④遺族補償給付、⑤葬祭料、⑥傷病
補償年金、⑦介護補償給付があります。

03-4577-0757
〒163-1128　東京都新宿区西新宿6-22-1新宿スクエアタワー28階弁護士法人アヴァンセ

療養補償給付

休業補償給付

障害補償給付

遺族補償給付

① 

② 

③ 

④ 

簡単にいえば治療費です。ただし、政府が必要と認めるものに限られます。

業務上の負傷又は疾病のため労働することができず、賃金を得られない場合に、休業４日目から１日につき
給付基礎日額の６０％が支給されます。

業務上災害による傷病が治った後も障害が残った場合に、後遺障害の等級に応じて支給されます。

労働者が業務災害により死亡した場合に、遺族に対して支給されます。

労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間
中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「故意」に手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の１００％を徴収

労災保険の加入手続きについて行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業と
なったときから１年を経過して、なお手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合

事業主が「重大な過失」により手続きを行わないものと認定し、当該災害に関して支給された保険給付額の４０％を徴収



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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取引所大納会

証券取引所での一年最後の立会い
この日は午前中(前場)で取引を終了する

30 日

(金)

1868年/榎本武揚らが蝦夷地を占領し、五稜郭を本営に

1945年/ＧＨＱが国家と神道の分離を指令

1966年/ウォルト・ディズニー没(65歳)

15 日

(木)

除夜

大晦日の夜のこと。かつては一年の神「歳神」を迎えるため
に朝まで眠らずに過ごす習慣があった

31 日

(土)

クリスマスイブ

クリスマス（キリスト降臨祭）の前夜
24 日

(土)

1867年/徳川慶喜が将軍辞職し、王政復古の大号令

1916年/夏目漱石、胃潰瘍のため没（50歳）

1993年/法隆寺、屋久島などが世界文化遺産に

9 日

(金)

1891年/トーマス・エジソンがラジオの特許を取得

1989年/日経平均株価が算出開始以来の最高値を記録

1998年/カンボジアのクメール・ルージュが大量殺戮を謝罪

29 日

(木)

南極の日

1911年、ノルウェーの探検家・アムンゼンと
4人の隊員が人類で初めて南極点に到達した

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)

美容室の日

12月は美容室に多くの客が訪れる月で
1と3をくっつけるとBeautyの頭文字Bになることから

1903年/映画監督：小津安二郎の誕生日

1915年/歌手：フランク・シナトラの誕生日

1985年/女優：貫地谷しほりの誕生日

国際山岳デー（International Mountain Day)

2003年の国連総会で制定。国際デーの１つ。国際社会が
山岳地域の環境保全と持続可能な開発について考える日

ノーベル賞授賞式

スウェーデンの科学者アルフレッド・ノーベルが1896年に
亡くなった日。ノーベル賞は彼の遺言により創設された。

事納め

その年の農事等雑事をしまう日。江戸時代には、里芋・こ
んにゃく・にんじん・小豆を入れた「御事汁」を食べた

1950年/池田勇人蔵相「貧乏人は麦を食え」と発言

1957年/長嶋茂雄（立教大）、巨人に入団決定

1995年/白川郷・五箇山の合掌造集落が世界文化遺産に

シンフォニー記念日

1914、ベルリンから帰国した山田耕筰が、
日本人として初めて作曲した交響曲『勝鬨と平和』を発表

1791年/モーツァルト、ウィーンでチフスのため没（35歳)

1858年/長州藩が吉田松蔭を投獄する

1919年/東京府が日暮里に初の公設質屋を開く

血清療法の日

1890年、エミール・ベーリングと北里柴三郎が血清療法開
発につながる破傷風とジフテリアの抗体を発見した

妻の日

1995年、凸版印刷が制定。1年の最後の月に
1年間の労をねぎらい妻に感謝する日

ラオス 建国記念日

1975年、ラオスで王制が廃止され
ラオス人民民主共和国が成立した

映画の日

1956年、映画産業団体連合会が制定
1896年11月25日、神戸で日本で初めての映画の一般公開
が開始された。この会期中のきりの良い日を記念日とした

官公庁御用納め・仕事納め

官公庁は12月29日から1月3日までを休暇とすることが法律
で定められており、28日が仕事納めとなる

13 日

(火)

ピーターパンの日

1904年、イギリスの劇作家ジェームス・バリーの
童話劇『ピーターパン』がロンドンで初演された

12 日

(月)

1606年/ウィリアム・シェイクスピアの悲劇『リア王』が初演

1965年/シンザンが競馬・有馬記念を制し、初の五冠馬に

1991年/ソビエト連邦最高会議がソビエト連邦の消滅を宣言

11 日

(日)

昭和改元の日

1926年、大正天皇が崩御し、皇太子であった裕仁親王が
践祚した

10 日

(土)

東京タワー完成の日

1958年、東京都港区芝公園に
東京タワーが完成し完工式が行われた

8 日

(木)

冬至

二十四節気の一つ
陽光が最も弱く昼間の最も短い日

7 日

(水)

1963年/首都高速１号完成

1968年/世界初の有人月周回宇宙船「アポロ8号」を打上げ

1989年/ベルリンの壁取り壊し作業開始

6 日

(火)

シーラカンスの日

1952年、7500万年前に絶滅したとされていたシーラカンスが
アフリカ・マダガスカル島沖で捕獲され学術調査が行われた

5 日

(月)

日本人初飛行の日

1910、東京・代々木錬兵場(現在の代々木公園)で
徳川好敏工兵大尉が日本初飛行に成功した

4 日

(日)

1874年/銀座、京橋にガス灯ともる（石炭ガスを使用）

1898年/上野の西郷隆盛像の除幕式、作者は高村光雲

1914年/東京駅開業

3 日

(土)

1957年/女優：夏目雅子の誕生日

1971年/女優：牧瀬里穂の誕生日

1975年/女優：ミラ・ジョヴォヴィッチの誕生日

2 日

(金)

紙の記念日

1875年、東京・王子の抄紙会社（後の王子製紙）
の工場で営業運転が開始されたことに由来

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12月 ♦
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真っ白な雪のように無垢だった子供の心を
思い出してみてください。あなたが本当にや
りたいことが何なのかヒントが見つかるはず
です。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

堂々とした風格の冬牡丹を見習ってくださ
い。あなたは自分に自信を持ちさえすれば、
全てが上手く行くのですよ。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

クリスマスのキャンドルが、ゆっくり時間を
かけて燃えるように、あなたの心の中の情
熱も長く燃え続けていきそうです。時間は
掛かりますが、最終的にはあなたの願いは
叶えられます。

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・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
キャンドルを灯した数だけ天使が舞い降
り、幸せになれます。

パーティー・シーズンの到来とともにあなた
がみんなの注目を集めることが増えそうです。
注目を集めることができる間は十分にそれ
を楽しんでください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★★
金運★★★★☆

冬空に輝く星があなたが進む道を照らし
てくれるので、あなたは道を間違えること
はありません。心配しないで。あなたは祝
福されています。

仕事★★★★★
恋愛★★★★★
金運★★★☆☆

部屋も心も大掃除するべきときです。まずは
あなたの部屋の要らなくなったものを処分し
てみましょう。そうすれば、今の生活の中で
あなたが手放すべき考えや習慣、環境や人
間関係などが分かってきます。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

暖炉の炎のような暖かい愛の炎を心の中
に燃やし、周囲の人たちの冷たい心を温
めてあげてください。寒いと不平をもらさ
ずに自らが火を起こす人となってください。

仕事★★★★☆
恋愛★★★★☆
金運★★★★☆

炬燵に入ってちょっとひと休みしましょう。時
には頑張るよりも休んだほうが、かえってよい
結果になることもあります。

仕事★★★★☆
恋愛★★★☆☆
金運★★★★☆

神様からあなたに素敵なクリスマス・プレゼ
ントが贈られることでしょう。どんなプレゼント
かは届いてからのお楽しみです。

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「7」

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「7」を足します。 7+7=14 1+4＝5

※ 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5です。

（エンジェル・ナンバーは毎月変わります。）

似顔絵師

米盛 亮

昭和57年生まれ、美術専門学校卒
業。キャナルシティ博多で似顔絵師
として活躍。ウェルカムボードの依
頼はトップ。臨場感溢れるタッチは、
最近益々磨きがかかっている。明る
い人柄は好評。昨年結婚し、公私と
もに絶好調！

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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